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は　じ　め　に

　今日、都市を中心に窒素酸化物などによる大気汚染が問題となっています。大気汚染は、わた

したちの健康に好ましくない影響を及ぼすことが心配されることに加え、酸性雨や地球温暖化な

どの広域的な環境問題の原因にもなります。

　大気汚染を改善するために、国や地方公共団体では、工場・事業場、自動車などの大気汚染物

質の発生源に対する排出ガス規制が実施されていますが、環境中に排出された大気汚染物質を除

去する方策も併せて検討されています。

　植物は光合成の過程で二酸化炭素を吸収し、わたしたちの生存に欠かせない酸素を供給してく

れることはよく知られていますが、この他にも、二酸化窒素や粒子状汚染物質などの大気汚染物

質を吸収・吸着し大気を浄化する機能があることが明らかにされています。

　独立行政法人環境再生保全機構では、昭和 63 年以来、大気汚染による健康被害を予防する事

業（公害健康被害予防事業）として、気管支ぜん息等の予防・健康回復、大気汚染の改善を図る

事業を実施していますが、その一環で、植物の大気浄化能力に着目して、「大気浄化植樹事業」

を地方公共団体に助成して行っています。また、大気汚染の改善に効果的な樹種や植栽方法等の

調査研究も行いました。

　この「大気浄化植樹マニュアル」は、環境庁（現環境省）が昭和 63 年にとりまとめた「大気

浄化植樹指針」をベースに、その後当機構において実施した上述の調査研究の成果も盛り込んで

内容を充実強化し、平成 7 年に初版を発行し、平成 12 年にはさらに見やすくリニューアルを行っ

て改訂版を発行いたしました。このたび、内容についてはマニュアルの初版発行から 20 年近く

が経っていることを踏まえて、植物の大気浄化に係る新たな知見や緑化技術などを整理して紹介

するとともに、ガス状汚染物質の低減効果に加えて葉面における粒子状汚染物質の捕捉効果等に

ついても新たに追加して、「大気浄化植樹マニュアル 2014 年度 改訂版」を発行いたしました。

このマニュアルが、当機構の大気浄化植樹事業のみならず、行政機関における都市緑化事業か

ら個人の家屋の周りの植樹に至るまで、幅広い場面で活用され、緑化の推進ひいては大気環境の

改善に資することを期待します。

　　平成 27 年 1 月

独立行政法人環境再生保全機構
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