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花粉総飛散量、飛散開始時期予測 

平成 23 年春の花粉総飛散量及び飛散開始

時期の予測、並びに花粉飛散ピーク時期の

予測について 

環境省が実施している調査研究報告（最新の気象

情報及び花芽調査の結果を踏まえた第２報）によれ

ば、平成 23 年春のスギ・ヒノキ科花粉総飛散量は、

例年に比べ非常に少なかった平成 22 年春（昨シー

ズン）と比較すると、全国的に多くなると予測されます。

例年との比較では、東北から近畿地方については例

年より多く、中国・四国・九州では例年並みか例年よ

りもやや少ないと予測されます。 

 スギ花粉の飛散開始時期は、関東から西では例年

よりやや遅く、東北・北陸ではほぼ例年並みになると

予測されており、前回の予測（第 1 報、平成 22 年 12

月 24 日発表）と比べ、関東から西の地域でやや遅く

なっています。 

 また、今回新たに花粉飛散ピーク時期の予測を行

いました。スギ・ヒノキ科花粉の飛散ピーク期間中、最

も花粉飛散量が多くなるのは、関東以西では 3 月上

旬から中旬、東北では 4 月上旬となる見込みです。 

 この春の花粉総飛散量は、ほとんどの地域で、花

粉症に対し十分な注意が必要なレベルであると考え

られるため、前シーズン比や例年比での増減に関わ

らず、予報に基づいた早めの花粉症予防対策等が

必要と考えられます。  

１．概要 

 環境省では、花粉症に関する調査研究の一環※１

として、平成 16 年度から花粉飛散予測に関する調査

研究を行っています。先般、当該研究による平成 23

年春（1 月末から 5 月）における花粉総飛散量及び飛 

散開始時期の予測を発表したところですが、最新の

気象情報や花芽調査の結果を踏まえて予測を更新

しましたのでお知らせします。 

 花粉の総飛散量については、昨年12月に得られた

花芽調査の結果を加えると、全国的に前回の予測よ

り更に飛散量が多くなると見込まれ、特に東北南部

から近畿地方での増加が予測されます。飛散開始時

期については、1 月の低温の影響を受け、関東から

西で前回の予測に比べて遅くなり、関東から西では

例年よりやや遅く、東北・北陸ではほぼ例年並みにな

ると予測されます。 

 また、今シーズンより新たに、花粉飛散ピーク時期

について予測を行いましたが、スギ・ヒノキ科花粉の

飛散ピーク期間中、最も花粉飛散量が多くなるのは、

関東以西では 3 月上旬から中旬、東北では 4 月上旬

となる見込みです。予測される花粉総飛散量が多く

なっている地域では、1 ヶ月を超える長い期間にわた

り、飛散量の多い日が続く可能性もあります。 

詳しい内容は以下のとおりです。  

※１平成 22 年度花粉症に関する調査・検討業務（請負先；NP
O 法人花粉情報協会） 
※２平成 22 年 12 月 24 日発表  

２．平成 23 年春のスギ・ヒノキ科花粉総飛散量の

予測について 

 春に飛散するスギ及びヒノキ科花粉は前年夏の気

象条件に大きな影響を受けます。花粉数に影響する

のは 6 月から 8 月の日照時間や気温、降水量などで、

特に 7 月上旬から 8 月中旬にかけての期間の影響が

大きくなっています。また、平成 22 年 11 月から 12 月

にスギ雄花の花芽調査が全国的に行われ、スギ花粉

がどの程度生産されているかをまとめています。 

 これらのことから、平成 22 年 6 月から 8 月、特に 7

月上旬から 8 月中旬にかけての日照時間や気温、降

水量などの気象条件とスギ雄花の花芽調査結果を考

慮して、平成 23 年春のスギ・ヒノキ科花粉の総飛散

量を予測しました※3。  

※3 例年比または前年比が、50％未満：少ない、50％以上～8
0％未満：やや少ない、80％以上～120％未満：並、120％以
上～150％未満：やや多い、150％以上：多い、と記載してい
る。 

（１）昨シーズンとの比較 

・平成 23 年春の花粉の総飛散量は、平成 22 年の 7

月 8 月ともに東日本を中心に平成 21 年同期間よりも

日照時間が長く、気温が高くなったことにより、飛散

量の少なかった昨シーズンに比べ、全国的に多くな

る見込みです。 
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・特に、東海地方や近畿地方の一部では、非常に少

なかった昨シーズンに比べ、10 倍以上になると予測

されます。 

・そのほか、東北地方、関東地方、西日本でも、昨シ

－ズンの 2 倍から 6 倍になる地域が多いと予測されま

す。  

（２）例年との比較 

・北海道から近畿地方にかけては例年より多く、一部

の地域では例年の 2 倍を超えると見込まれます。 

・中国地方、四国地方、九州地方では、7 月の日照

不足と大雨の影響で、例年並みか例年よりやや少な

くなると予測されます。 

（補足）ヒノキ科花粉の飛散量の増加について 

 上記の予測では、スギ及びヒノキ科の花粉を合わせ

た予測結果としていますが、このうちヒノキ科の予測

については以下のようになっています。  

・ヒノキ科の花粉は、日照時間に加え、気温による影

響を大きく受けると言われています。今年の 7 月・8 月

の日照時間が長く、かつ気温が平年より高くなった東

海、近畿ではヒノキ科の花粉は全般に多めになる可

能性が高い見込みです。  

・近年、西日本では雄花をつけるまでに成長したヒノ

キが多くなったこともあり、ヒノキ科の花粉がスギを上

回る飛散量となる年が増加してきています。このため、

西日本では予測値を上回る可能性があります。 

（３）前回予測（第 1 報）との比較 

 スギ雄花の花芽調査の結果から、各地域とも前回

の予測値よりも総飛散量が多くなり、特に東北南部か

ら近畿地方での増加が予測されます。  

３．平成 23 年春のスギ花粉前線予測について 

 スギ花粉を放出する雄花は、日長時間や一定期間

の低温へのばく露等により開花の時期が影響されま

す。このことから、気象庁 1 月 14 日発表の最新の 1

ヶ月予報を参考に、スギの花粉飛散開始について、

以下のとおり予測しました。  

・平成 23 年 1 月前半は全国的に気温が低く、特に北

陸から西日本では平年を大きく下回っています。また、

気象庁の長期予報によれば、1 月中旬から 2 月上旬

までの気温の経過は、北海道で平年並みのほかは、

平年より低くなる確率が高く、西日本では平年より気

温が低くなる確率がかなり高いと見込まれています。

一方、2 月は気温が平年並みか平年より高い確率が

高くなると予想されています。 

・このため、雄花の休眠覚醒はほぼ例年並みですが、

スギ花粉の飛散開始日は関東から西では例年よりも

やや遅く、北陸から東北地方ではほぼ例年並みにな

ると見込まれます。 

・前回の予測（第 1 報）に比べ、関東から西では飛散

開始がやや遅くなると予想していますが、今後の気

象条件（急激な気温の上昇等）により、実際の飛散開

始時期は変化する可能性がありますので、最新の情

報をご利用ください。 

４．平成23年春のスギ・ヒノキ科花粉の飛散ピーク

時期予測について 

 一般的にスギ・ヒノキ科の花粉数は、飛散開始後

徐々に増加し、飛散のピークを過ぎると徐々に減少

する「ひと山型」の分布となります。このことを踏まえ、

平均飛散曲線、各地点の予測される花粉総飛散量、

及び気象庁の長期予報を参考として、花粉飛散のピ

ーク期間※4 を、今回新たに予測しました。なお、本

ピーク予測は、スギ及びヒノキ科の花粉を合わせた予

測結果としています。  

※4 ダーラム法による観測方法で飛散量が 1 日あたり 30 個/c

m2 以上と予測される期間 

・スギ、ヒノキ科花粉の飛散ピーク期間中、最も花粉

飛散量が多くなるのは、関東以西では 3 月上旬から

中旬、東北では 4 月上旬と見込まれます。また、花粉

飛散数の多い地域では花粉飛散開始と同時に飛散

量が急激に増加する可能性があります。 

・今シーズンの花粉総飛散量が多くなると予測されて

いる関東地方、北陸地方、東海地方、近畿地方では、

1 ヶ月を超える長い期間にわたり、飛散量の多い日が

続く可能性がありますので、ご注意ください。 

５．花粉症予防対策の必要性 

 この春の花粉総飛散量は、ほとんどの地域で、花

粉症に対し十分な注意が必要な2000個/cm2を超す

レベルになると考えられ、花粉の飛散が例年より多い

と予想される地域では、飛散開始とともに飛散量が急

激に増加することも予想されます。 

 このため、前シーズン比や例年比での増減に関わ

らず、予報に基づいた早めの花粉症予防対策等が

必要と考えられます。  

６．その他 

（１）本予測に関する留意事項 

 本予測は、現時点で得られた気象データ、気象庁

の季節予報、及び花芽の調査結果を踏まえて作成さ

れたものです。 

 今後の気象条件等によっては、予測よりも早く花粉

が飛散し始めることや、ピークの時期が変化すること

が考えられます。最新の情報に注意するとともに、常

に早めの花粉症予防対策を心がけることが必要で

す。 

（２）平成 23 年春シーズンの対応 

 環境省では、平成 23 年春シーズンにおいても、花

粉の総飛散量の観測データを収集し、「スギ花粉飛

散開始マップ」により、都道府県毎の飛散開始日情

報を順次提供します。 
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 花粉の飛散状況については、2 月上旬頃から「花粉

観測システム（愛称：はなこさん）（http://kafun.taiki.g

o.jp/）」により、リアルタイムで情報を提供するとともに、

携帯電話でも情報提供を行います。「はなこさん」に

関する御質問は、環境省水・大気環境局大気環境課

（担当 手塚、芳川 03-5521-8294）にお問い合わせ

下さい。 

 上記の情報は、環境省ホームページ上※5 にて公開

し、順次、更新していく予定です。  

※5 環境省花粉情報サイト（http://www.env.go.jp/chem

i/anzen/kafun/index.html）  なお、今年度は、スギ花

粉飛散開始時期の予測（前線予測図）、及びスギ・ヒノ

キ科花粉の飛散ピーク時期の予測について、上記ホー

ムページ上で最新の情報に順次更新し、提供する予定

です。 

 また、上記サイトでは、花粉症に係る各種関連情報を

紹介する「花粉症環境保健マニュアル 2009」を併せて

提供しています。  

花粉飛散量昨年の「10 倍」 早めの予防“一

番の薬” 

花粉の飛散状況を調べるため、公立南丹病院の屋

上に設置されたワセリンを塗ったガラス。測定結果は

府花粉情報センターの予報にも反映される（南丹市

八木町） 日ごと、春が近づいてきた。しかし、花粉症

の人々には「心躍る季節」とは言いがたい。昨年は夏

の猛暑と晴れの日が多く、今年の飛散量は昨年の１

０倍と予測されている。京都府花粉情報センターは

「１８～２４日の週にはスギ花粉が飛散開始」と予報を

出した。丹波地域はスギ、ヒノキ林が多いだけに要注

意！ 花粉症の人は大量飛散が始まる前の今から、

予防に取りかかることが大事なようだ。 

 京都府内にはスギ林が６万５千ヘクタールあり、丹

波２市１町には３分の１近い２万１千ヘクタールが広

がる。ヒノキは府内５万６千ヘクタールのうち１万２千

ヘクタール。中丹広域振興局に次いで広く、２市１町

はスギ、ヒノキに囲まれているといえる。 

 南丹市の日吉町森林組合の湯浅勲参事は「スギ林

を見ると雄花がいつも以上に多く非常に黄色い。今

年は花粉がたくさん飛ぶと思う」と予想する。 

 亀岡市古世町の「ドラッグユタカ亀岡中央店」は、

大量飛散の「前評判」を受け、花粉症コーナーを例

年より半月早い１月下旬に設けた。定番のマスクや飲

み薬、目薬をはじめ、鼻の中に塗る薬や鼻腔を広げ

るテープなどが並ぶ。 

 同店によると「ここ数日、くしゃみをする人が訪れる

ようになり、花粉が飛び始めたのかと実感する」という。

売れ筋とみるのが、花粉をブロックするとされる鼻の

周囲に塗る薬。「昨シーズンは在庫切れになった。今

年もなくなるのではないか」としている。 

 南丹市八木町の公立南丹病院には１月末から、花

粉症の相談で約２０人の新患者が来院した。こちらも

「前評判」により、出足が早い。予防に来る人がほとん

どで、鼻水やくしゃみの症状もまだ軽いという。 

 栢野香里・耳鼻咽喉科部長は、暖かくなって花粉

が本格的に飛ぶ３月ごろから一気に症状も強くなると

して、「２週間ほど前から薬を飲むことが予防になる」

と話す。ただ、市販の薬は大勢の人に効くよう強めだ

ったり、逆に症状が重い人には効き目が弱い薬もあり、

医師が処方した薬が望ましい。「花粉症の人は、症状

の有無にかかわらず、毎日薬を飲み、薬の成分の血

中濃度が一定にしておくのがよい」と説明する。 

 また、大量飛散の年には、前年まで症状がなかった

人も、花粉症になることがあると指摘する。３～４月初

旬はスギ花粉、続いてヒノキ花粉が大型連休ごろまで

飛ぶ。５～６月には丹波でもよく見られるイネ科のカ

モガヤの花粉が飛び始める。「ヒノキのシーズンが終

わっても症状がある人は、カモガヤ花粉のアレルギ

ーかもしれない」という。 

 栢野部長は、本格的な花粉シーズンには、▽マス

クや眼鏡で花粉をブロックする▽水で洗い流す▽外

出から帰宅したら衣服などについた花粉を落とす▽

晴れている時は洗濯物を干すのを控える▽窓を開け

る際はレースのカーテンで花粉を防ぐ－ことなどをア

ドバイス。府花粉情報センターのホームページで、週

間予報のチェックも呼び掛ける。 

 

X2.2 フレア発生 

サイクル 24 で最初の X クラスフレア 

日本時間の 2011 年 2 月 15 日 10 時 44 分に活動領

域 1158 で X2.2 フレアが発生しました。このフレアは

サイクル 24 の最初の X クラスフレアです。このフレア

に伴って、約 710 km/s の速度の full halo CME が

観測されました。弱い太陽高エネルギー粒子の増加

が静止軌道上の GOES 衛星で観測されています。 

この full halo CME に伴う衝撃波が、日本時間の 18

日 9 時 40 分ころに ACE 衛星で観測されました。また、

日本時間の 18 日 10 時 30 分に急始型地磁気嵐が発

生し、日本時間の 19 日 3 時ころに終了しました。 

 
 

太陽活動が再び活発に 

第 24 太陽活動サイクル初の大型フレアを確
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認  

   情報通信研究機構（以下「NICT」、理事長：宮原

秀夫）は、2011 年 2 月 15 日(火)10 時 44 分（日本時

間）に大型の太陽フレア現象を確認しました。このよう

な大型の太陽フレア発生は約4年ぶりであり、数年間

にわたって静穏であった太陽活動が活発化に転じた

ことを示唆しています。太陽活動が活発化することで、

今後は数年間にわたり、通信衛星や放送衛星などの

人工衛星の障害、GPS を用いた高精度測位の誤差、

短波通信障害などの発生確率が高くなっていくと予

想しています。今回の太陽フレアの影響は 2 月 17 日

(木)～18 日(金)未明頃に到来すると予想されます。 

   NICT は、2011 年 2 月 15 日(火)10 時 44 分（日本

時間）に、大型の太陽フレア現象を確認しました。今

回の太陽フレアに伴う X 線強度は通常時の 100 倍以

上（最大時）であり、この規模の太陽フレア発生は、2

006 年 12 月以来となります。 

   一般に、大規模な太陽フレアが発生した場合に

は、それに伴う様々な環境変動が地球近傍の宇宙空

間で生じます。これらの宇宙環境変動には、フレア発

生直後（数分程度）に確認される変動と、数日かけて

地球に到来してから確認される変動があります。前者

については、NICTの観測により、太陽フレアによる太

陽電波バースト現象と電離圏および地磁気変動を確

認しました。後者については、2 月 17 日(木)～18 日

（金）未明頃に地球に到来すると予想しています。  

1）本日までに確認された現象 

・太陽フレアに伴う太陽電波バースト現象 

  NICTの太陽監視望遠鏡により、大型の太陽フレア

現象（図１参照）が確認されました。また、NICT の電

波望遠鏡により、太陽フレアに伴うコロナ質量放出現

象、及びその前面の衝撃波から発生したと考えられ

る電波を観測しました。 

・太陽フレアに伴う電離圏現象（デリンジャー現象） 

  太陽フレア発生に伴い、稚内、東京、沖縄を含む

日本全域上空の電離圏において、NICT の電離圏観

測装置がデリンジャー現象を観測しました。 

2）本太陽フレアに伴い、今後発生が予想される現象 

・磁気嵐現象 

  地球周辺の宇宙環境が大規模に変動し、これに

伴う地磁気の乱れや地球周辺の高エネルギー粒子

の到来により、通信衛星や放送衛星などの人工衛星

に障害が発生する可能性があります。また、オーロラ

活動が活発になることがあります。 

・電離圏嵐現象 

  電離圏の状態が変動し、短波通信等の無線通信

への障害や、GPS を用いた高精度測位の精度が一

時的に劣化する現象が生じる可能性があります。 

   NICT では、太陽活動や宇宙環境変動の情報提

供を長年にわたり行ってきました。2008 年 1 月頃から

始まった第 24 太陽活動サイクルは、これまでの太陽

サイクルと比べ静穏でした（図 3 参照）が、今回の現

象により、今後の太陽活動は活発化に向かうと考え

ています。活発化に伴い、今回の現象のような宇宙

環境が乱れた状態が発生しやすくなると考えていま

す。 

【図 1】 
NICT 平磯太陽観測施設の H
α望遠鏡で 2011 年 2 月 15
日 14 時 45 分に撮影された
太陽フレア現象後の黒点群
の状況（赤点線内） 

 

第 24 太陽活動サイクル 

太陽活動はほぼ11年の周期で変動しており、その周

期的な変動をサイクルとして 1755 年から数えている。

第 24 太陽活動サイクルは 2008 年 1 月から開始した

と考えられている 

 
【図 3】 
2000 年から 2019 年までの太陽黒点相対数のグラフ。2011
年以降は赤線で予測値を表示している。（NOAA/SWPC 提供） 

 

ＳＩＭフリー 

ドコモの夏モデル２０機種、すべてＳＩＭフリー

に      

ＮＴＴドコモの山田隆持社長は２４日の記者会見で、

他の通信会社で使えないよう携帯電話に制限をかけ

ている「ＳＩＭ（シム）ロック」を解除できるソフトを、４月

以降に発売する全機種に組み込む考えを示した。 

 「利用者の利便性向上のため」と説明しているが、

米アップルの人気機種「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」を販

売するソフトバンクモバイルにもロック解除を促す狙

いがありそうだ。 

 ＫＤＤＩ（ａｕ）とは通信方式が異なるため、携帯電話

大手間で実際にドコモの携帯電話と乗り換えができ

るのはソフトバンクだけだ。 

 山田社長は記者会見で「アップルの端末をあきらめ

たわけではない」と述べた。他社に先駆けてロックを

解除することで、ソフトバンクにも解除を促し、アイフ

ォーンの利用者の取り込みを図る狙いがあるとみられ

る。 

 


