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摘　　要
　大気中の生物由来一次粒子は「バイオエアロゾル」とも呼ばれ，有機エアロゾルの
うちの未把握部分への寄与や，健康・気候気象への影響の観点でも注目されるが，存
在量や動態に関する理解は非常に乏しい。その一因として，定量性に優れた測定手法
が確立していないことが挙げられる。そうした中でも，生物由来粒子に含まれる物質
をターゲットにした「自家蛍光測定法」は，個別粒子の自動連続・迅速測定が可能で
あるため有力な計測手法の一つとなりつつある。本稿ではその計測原理に触れ，我々
や他グループが開発した機器等を概観する。バイオエアロゾル判定条件の吟味や，他
の大気中蛍光性粒子との峻別はこの手法の大きな課題であるが，その克服を目指して
我々が取り組んでいる，DNA 染色蛍光法との比較検証等に関する最近の成果につい
て述べる。また，都市，越境汚染，外洋性大気での計測例について紹介する。特に，
蛍光性バイオエアロゾル粒子の個数濃度レベルや割合について，環境ごとの初期結果
を示すとともに，黄砂時のみならず，越境汚染空気塊自体や森林火災プルームにも高
濃度で存在することなど，得られた新知見についても述べる。
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1．はじめに

　生物界から大気へ直接放出される粒子は，生物由
来一次粒子（Primary biological aerosol particles, 
PBAPs）または「バイオエアロゾル」とも呼ばれ
る。たとえば，バクテリアなどの生物体そのもの

（生死を問わず）やその破片，花粉や胞子，排泄物や
滲出物等の粒子が該当する。大気中をエアロゾル粒
子としてある程度の時間浮遊するためには，粒子サ
イズは 10μm 程度以下に限定されるが，図 1 に示
すように，数桁の粒径範囲にわたり，花粉・胞子な
どの大粒子から，バクテリアやウィルス，タンパク
質粒子などのナノ粒子まで，様々なタイプのバイオ
エアロゾルが大気中に存在すると考えられている

（Fröhlich-Nowoisky et al., 2016）。発生源としては
植生や土壌を含む陸域が主と考えられるが，海洋表
層の生物活動も挙げられる。全球スケールでの総発
生 量 は 年 間 10─1,000 Tg と 見 積 も ら れ て い る

（Després et al., 2012）。その不確かさは 2 桁にも上
り，上限値は砂漠等からの土壌ダストや波飛沫など
による海塩粒子の発生量にも匹敵する。
　地球環境におけるバイオエアロゾルの動態を研究
する科学的意義としては，陸・海の生態系から大気
圏にまたがる有機物質の循環や収支の観点で，フラ
ックス及び大気中濃度に関する「量」的な寄与を明
らかにすること，地球システムの何らかの機能に及
ぼす「質」的な影響を解明することにあるといえよ
う。まず「量」の面については，大気中の有機エア
ロゾル全体のうち分子的に未同定な割合は通常 8 割
にも上るとされ，少なくともその一部にバイオエア
ロゾルが寄与しているとの観点で注目される。サイ
ズが 1μm 超の粒子に限ると，バイオエアロゾルの
割合は，都市・郊外域の大気中では 30％，アマゾ
ンの熱帯雨林では 80％ にも上ることが報告されて
いる（Huffman et al., 2013; Pöschl et al., 2010）。国内
では，北関東郊外における PM2.5 中の有機物に対
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する発生源解析で，春から秋にバイオエアロゾルの
寄与が 2～5 割に上ると報告されている（熊谷ほか，
2017）。「質」の面では健康・気候/気象とのつなが
りが注目される。大人が呼吸によって一日に体内に
取り込むバイオエアロゾル由来の DNA 量は 0.1─
1 μg にも上るとされ，疾病・疾患やアレルギーな
どを引き起こす原因となる。屋外だけでなく，病
院・生活空間の室内大気や，薬剤製造クリーンルー
ムでの動態把握・管理も重要である。バイオエアロ
ゾルの一部は比較的高温で氷晶核を形成し（例えば
Tobo et al., 2013; Hara et al., 2016），雲降水系に影響
する。身近な降雨・降雪などの気象現象への作用に
加え，数値モデルで未だ再現することが難しい混合
相雲（氷と水滴状の粒が混ざった雲）の維持メカニズ
ム，低層雲による放射収支影響など，気候変動科学
の基礎にも深く関わっていることが指摘されてい
る。また，放射性セシウムの担体としてもバイオエ
アゾルの陸面からの再飛散が重要となる可能性も指
摘されている（Kinase et al., 2018）。以上のように，
身近な気象・健康問題から，気候変動など地球規模
の巨視的な現象までに対し，バイオエアロゾルが生
物・化学・物理プロセスを介して何らかのかかわり
を持っているのか，そのメカニズムを探求し系統的
な知識体系を構築することが大きな目標となってい
る。同時に，健康や気候変動は社会的に重要な課題
であり，関連する自然科学的な知見には高いニーズ
がある。
　しかしながら，バイオエアロゾルの環境動態に関
する知見は現在でも断片的であり，十分な精度で数
値モデル化できるレベルには達していない。その一

因として，量及び質を評価するのに適切な計測手法
が未発達であることが挙げられる。測定には生物学
的な手法（たとえば Maki et al., 2017）等，様々なア
プローチがあるが，本稿ではオンライン計測が可能
であり個別粒子に関する大量のデータを自動連続で
収集できる蛍光法（あるいは自家蛍光法；染色試薬
を用いる方法と区別した呼称）に注目し，その測定
原理を紹介するとともに，近年の観測実例を示す。
なお本稿では，蛍光性が何らかの波長帯で確認され
た粒子全体を「蛍光性粒子」（Fluorescent Aerosol 
Particles）と総称し，その一部で，バイオエアロゾ
ルに期待される複数の波長帯での蛍光が確認された
粒 子 を，「 蛍 光 性 バ イ オ エ ア ロ ゾ ル 粒 子」

（Fluorescent Biological Aerosol Particles）と区別し
て称することとする。発生源の分布と大気中輸送，
生態系環境や気候気象との相互作用等についても興
味深いが，その点は総説（Fröhlich-Nowoisky et al., 
2016）を参照されたい。

2． 蛍光法に基づくバイオエアロゾルの連続計測法
と課題

　蛍光法において，バイオエアロゾルを単一粒子ご
とに識別しながら連続的に計測するのに適した「判
定条件」については，後述のように議論の余地があ
るが，最善慣行として，生物に普遍的な共通物質で
ある，トリプトファン（アミノ酸の一種），ニコチン
アミドアデニンジヌクレオチド（NADH）類（脱水素
酵素の補酵素），リボフラビン（生理活性物質）を指
標とし，それらが持つ自家蛍光特性を利用した計測
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図 1　 大気バイオエアロゾルの代表的な粒子例と粒径サイズ範囲．（A）タンパク質，（B）ウィルス，
（C）バクテリア，（D）胞子，（E）花粉．（出典：Fröhlich-Nowoisky et al . （2016））



法が有力となっている。図 2 には，これらの物質
が示す蛍光特性を励起・蛍光マトリックスで示す。
例えばトリプトファンは波長 260─290 nm 付近の紫
外光で励起された場合，350─400nm 付近に蛍光を
発する。NADH 類，リボフラビンはそれぞれ 300─
370 nm，350─500 nm の 励 起 光 で，400─500 nm，
500─570 nm 付近に蛍光を発する。そこでバイオエ
アロゾル計測装置では，これらに適した励起波長光
を照射し，該当する波長帯での蛍光を計測して，期
待される蛍光が得られるかどうかを判定条件として
用いる。一般的には，これらの波長帯がカバーでき

るように，離散的な 1～3 バンドでの蛍光計測を行
う場合が多いが（バンド型），一部の機材では，回折
格子型の分光器と多素子検出器を用いて広い波長範
囲にわたる蛍光を分光し数十チャンネルに分割して
計測できるものもある（分光型）。研究機関や大学で
の開発品だけでなく，すでに市販されているものも
ある（表 1）。測定原理としては，いずれの機器で
も，個別粒子を蛍光測定チャンバーに導き，まず連
続レーザー光の散乱によってチャンバー中央部への
粒子の到来を確認し，その散乱信号をトリガーとし
て励起紫外バルス光を粒子に照射し，得られる蛍光
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表 1　自家蛍光法に基づく大気バイオエアロゾル計測装置．網掛けは本研究で使用した機材．

名称 Bio─LIF PFS UVAPS WIBS─4 BIO─IN Bio Trak＃2 IMD─A

開発機関または
販売者

JAMSTEC Yale 大 TSI 社 Her tfordshire
大→DMT 社

Goethe 大 TSI 社 Azbil 社

種別 開発品 開発品 市販品 開発品→市販品 開発品 市販品 市販品

測定粒径範囲（μm） 0.5─10 1─10 0.5─15 0.5─20 3─10 0.5─25 0.5─10 超

励起波長（nm） 266 （or 263） 266 355 280，370 （2 波
長＃1）

365 405 405

蛍光検出波長（nm） 【分光型】
300─600 （32ch）

【バンド型】
335─379, 
420─500, 
500─600 

（3 バンド）

【分光型】
280─600 

（32ch）

【バンド型】
430─580 

（1 バンド）

【バンド型】
310─400, 
420─650 

（2 バンド＃ 1）

【バンド型】
430─580 

（1 バンド）

【バンド型】
430─500, 
500─600　

（2 バンド）

【バンド型】
450─600
 （1 バンド）

＃1 励起波長・蛍光バンドの組み合わせで 3 バンドの信号が取得できる．
＃2 後段にて粒子をバルク的に捕集可能．

Ex
ci
ta
tio
n（
励
起
波
長
）［
nm
］

Emission（蛍光波長）［nm］
図 2　 バイオエアロゾルの蛍光計測で指標となるトリプトファン，

NADPH，リボフラビンの励起・蛍光マトリックスと，各種装置
での励起・蛍光計測波長範囲．（出典：Fröhlich-Nowoisky et al . （2016））



を光検出器で計測する。図 3a には，一例として
我々が開発した分光型機器での光軸断面と信号経路
を示す（Taketani et al., 2013）。粒子の到来を検出す
る散乱信号の強度は，校正のうえで粒径の特定に用
いることができる。その精度を高めるには，図 3b
に示すように，シーズガス流によって粒子を個別レ
ベルで確実に検出部の中央に導入することが重要で
ある。我々は，この独自開発機器のほか，市販品の
なかでも，光強度の一次信号が記録でき，励起波長
と蛍光波長の組み合わせにより 3 種のバンドでの蛍
光 計 測 が で き る WIBS─4（Wideband Integrated 
Bioaerosol Sensor Version 4）を 活 用 し て き た。
WIBS─4 では，光散乱の非等方性を計測すること
で， 粒 子 の 非 球 形 性 に 関 す る 形 状 パ ラ メ ー タ

（Asymmetric Factor）を記録できる利点もある。

　大気中粒子には，バイオエアロゾル以外にも蛍光
を発する成分が存在し，計測の干渉となりうる。た
とえば多環芳香族炭化水素や，フミン酸とその類似
物質等は環境中の代表的な蛍光性物質である。我々
が開発した分光型の装置を用いて大気中粒子の蛍光
スペクトルを計測し，334 のスペクトルをクラスタ
ー解析した結果を見ると（図 4），実に多様な蛍光特
性を持つ粒子が実大気中に存在することがわかる

（Taketani et al., 2013）。既知粒子の蛍光特性との比
較や過去の知見をもとに，クラスター 2，3，5 は芳
香族性物質，6 はフミン様物質，クラスター 1，4，
7─9 はバイオエアロゾルなどと分類できたものの，
確定的な診断は難しい。バンド型機器の場合は，こ
うした詳細なスペクトル特性の情報は得られないた
め，バイオエアロゾルの判定は更に困難となる。特
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図 4　 横須賀にて計測された，単一粒子からの蛍光スペクトルのクラスター分析結果．
青数字は本文中のクラスター番号．（Taketani et al ., 2013）

図 3　 JAMSTECが開発した，単一エアロゾル粒子の蛍光計測装置（分光型）． 
a．光軸断面と信号経路図，b．粒子導入部．（Taketani et al ., 2013）



に，表 1 に示した 1 バンドのみで蛍光計測するタ
イプの機器では情報が限られる。そのため，森林性
大気など，局所的なバイオエアロゾル発生源の影響
が確実に卓越し，干渉となりうる他の粒子の影響が
大きくない環境を選んで計測がなされる場合も多
い。
　このような弱点を補うためには，より確実に判定
することができる DNA 染色蛍光法などの手法を併
用し，蛍光特性からのバイオエアロゾルの確定的な
判定基準を明確にしていくことが一つの戦略とな
る。DNA 染色蛍光法は，蛍光顕微鏡観察などで長
く実績があるものであり，オンライン自動計測は難
しいものの，原理的には DNA を保有する粒子であ
ればほぼ見落としなく計測することができる。我々
は，細胞生物学などで広く普及している蛍光色素で
ある DAPI （4ʼ,6-diamidino-2-phenylindole）を用いた
染色蛍光計測をもとに，オンライン自家蛍光法によ
るバイオエアロゾル計測を評価している。その結果
についても次章で述べる。比較評価の基準として
は，ゲノム解析も有効な手段である。従来，分離培
養できない微生物割合は 99％ にも上るともいわれ，
絶対数に関する議論の大きな壁となってきたが，こ
の問題は，培養に依存せず網羅的な計測を行う「メ
タゲノム解析」によってクリアされつつある。遺伝
子情報からバイオエアロゾルを種別に分類して計測
できる点は魅力である。しかし，前処理などの手間
も大きく，エアロゾル環境試料の連続計測への応用
はこれからである。
　以上をまとめると，自家蛍光法に基づいたバイオ
エアロゾル計測には，判定基準や標準化等の課題が
あり，個数濃度の計測値にはおよそ 2～5 倍程度の
大きな不確かさが伴うと推察されるものの，計測の
簡便さ，迅速性，自動連続性の面で圧倒的に他法よ
り有利である。そのため，1 章で述べたような，有
機エアロゾルの未把握分への寄与割合の解明や，健
康や気候への影響の解明へ向けた有効なアプローチ
とみなされている。

3．計測の実例

　この章では，上記の手法をもとに蛍光性エアロゾ
ルを連続測定し，個数濃度レベルやその時空間分布
と変動等を解析した結果や，バイオエアロゾル判定
法を評価した結果について示す。東京都心での都市
大気計測，長崎県・福江島での越境汚染性大気計
測，船舶による海洋性大気計測の結果について紹介
する。
3.1　東京での計測
　2013 年 2 月 28 日～3 月 10 日，東京都目黒区駒場
にて，我々が独自に開発した，バンド型機器（2 章
及び表 1 参照）を用いて，大気中の蛍光粒子を計測
した。3 バンドのうち有意な信号強度（ここでは粒

子が存在しない場合の信号ゆらぎの 3 倍（3σ）超と
した）が得られたバンド番号をもとに，タイプを
FL1，FL2，FL3，FL12，FL23，FL13，FL123 と 分
類した。さらに，FL123 については，チャンネル 1，
3 の強度比が 1 以上のものを FL123hr，1 未満のも
のを FL123lr と区別し，計 8 種に分類した（FL123lr
が支配的）。主因子分析に基づいて，分類された蛍
光粒子タイプ間の共変関係を探るとともに，同時に
計測された CO（一酸化炭素ガス），NOx（窒素酸化
物ガス），EC（元素状炭素エアロゾル粒子），エアロ
ゾル水溶性イオン成分の濃度との相関から起源を探
った（Miyakawa et al., 2015）。
　図 5a には，解析で得られた主な 4 因子のうち，
第 2，第 3 因子への寄与が大きかった FL1＋FL13，
FL12＋FL123hr の個数濃度の時間変動を示す。こ
れらは合わせて 39％ の変動を説明した因子であり，
CO，NOx，EC との強い正相関から，燃焼起源の
粒子，特に PAH を含有する粒子であると解釈した。
つまりこれらは蛍光性ではあっても，バイオエアロ
ゾルではないものと解釈した。一方，図 5b には，
44％ の変動を説明した第 1 因子への寄与が大きか
った FL3，FL2＋FL23＋FL123lr の個数濃度変動を
示す。この量は，ミー散乱ライダーでの偏光解消度
の解析から得られた非球形粒子（黄砂ダスト等）に由
来する量（より具体的には非球形粒子によるエアロ
ゾル光学的厚さのうち地表付近（高度 0.12─1 km）の
値）や，土壌ダストのトレーサとして有効な，マグ
ネシウムとカルシウム濃度の和とよく相関した。こ
のことから，土壌起源の有機物，特に土壌ダスト粒
子に付着したバクテリア等が検出された可能性が高
いと考えた。気象場の情報を用いた後方流跡線解析
によると，顕著な濃度増大がみられた 3/7 ─ 9 及び
3/10 の気塊は，ゴビ砂漠及び関東北部でのダスト
発生の影響を受けており，計測された蛍光性バイオ
エアロゾルもこれらの地域に由来しているものと考
えた。
　本蛍光測定法は「非破壊方式」であり，装置の後
段に別の粒子計測器を配置すると，同一粒子の組成
を多角的に分析して，内部混合状態を知ることがで
きる。我々は，レーザー誘起白熱光によるブラック
カーボン計測装置を後段に直列的に設置して，上述
のバンド型蛍光機器で測定された蛍光性バイオエア
ロゾルとの内部混合状態を探る計測を行った

（Taketani et al., 2015）。2012 年 10 月 26～29 日に行
った同地点（駒場）での測定では，0.4μm 以上のサ
イズを持つ 43,881 個の粒子のうち，蛍光性の粒子

（FL）は 14.2％，ブラックカーボン（BC）を含む粒子
は 2.3％，両者を含む粒子（MIX）は 0.3％ であった。
FL 型，MIX 型いずれの粒子においても，3 バンド
全てで有意な蛍光信号を計測した蛍光性バイオエア
ロゾルがそれぞれ 3％，2％ 含まれ，間違いなく，
それらがブラックカーボンと内部混合している粒子

57

地球環境 Vol.24 No.1　53─61（2019）



が大気中に存在していることが確認された。蛍光特
性のパターンやサイズ分布は FL 型と MIX 型で似
通っており，ブラックカーボン粒子と蛍光性バイオ
エアロゾル粒子の内部混合粒子はランダムな凝集に
よって形成したものであると考察された。バイオエ
アロゾルと大気汚染粒子の混合はアレルギー性の増
悪をもたらす可能性も指摘されており，単一粒子レ
ベルでの混合状態の計測も意義深い。
3.2　福江島での越境汚染大気計測
　2011 年 9～12 月及び 2015 年 3～4 月には，アジ
ア大陸から輸送されてくる越境汚染大気での計測を
意図して，長崎県福江島において計測を行った。そ
の際の装置には WIBS─4 を用いた。WIBS─4 は，励
起光との組み合わせで 3 バンドの蛍光信号を計測す
るものであり（表 1 脚注），3 バンドの波長帯等につ
いては上述の開発機器の場合とは異なるが，同様
に，3 バンド全てで蛍光が検出された粒子を蛍光性
バイオエアロゾル粒子とみなした。2011 年のケー
スでは，微小（0.8─2.5μm）及び粗大（2.5μm 超）粒子
をそれぞれ 1,800 万個，180 万個以上検出したうち，
蛍光性粒子及び蛍光性バイオ粒子の割合は，微小で

は 21％ と 3％，粗大では 48％ と 16％ であった。
大陸からの越境輸送が確認された日には，微小粒子
での割合が 51％，5％ へ増大した。2015 年の観測
期間中には，ブラックカーボン（BC）や一酸化炭素

（CO）といった大陸での燃料燃焼起源のトレーサと
なる物質濃度の上昇が伴った越境汚染事例が数回観
測され，同時に蛍光性粒子の個数濃度も増加した

（図 6）。このことは 2011 年の状況と整合的であっ
た。これまで，黄砂などがバイオエアロゾルのキャ
リヤーとして重要であることが示されてきた（たと
え ば Iwasaka et al., 2009; Murata and Zhang, 2016）
が，本研究の結果からは，必ずしも黄砂だけでな
く，バイオエアロゾルが汚染空気塊とともに越境輸
送されうることを示している。
　2015 年の観測ではさらに，オフライン型の DNA
染色蛍光法によって確度の高いバイオエアロゾル計
測も間欠的に行い，自家蛍光法による計測値の比較
検証を行った。その結果，個数濃度レベルと変動の
面で比較的よい一致が確認された（図 6）。このよう
な独立した手法の相互比較から，3 バンドでの同時
蛍光検出が，バイオエアロゾルの判定基準として妥

58

金谷ほか：バイオエアロゾル蛍光計測

図 6　 長崎県・福江島にて計測された，蛍光性バイオエアロゾル粒子の個数濃度（青）と DNA 染色蛍光法に基づく
個数濃度（赤）の時間変動．越境汚染大気のトレーサである一酸化炭素（CO）の濃度変動も併せて示す．

（a）

（b）

図 5　 東京都目黒区駒場にて測定された各種蛍光性エアロゾル粒子の個数濃度変動．変動因子ごとにまとめて示す．
a：因子 2 および 3，b：因子 1．同時に計測された各種トレーサの濃度変動も併せて示す．（Miyakawa et al ., 2015）



当であることがわかった。
3.3　海上での計測
　我々は，上述の WIBS─4 を海洋研究開発機構の
海洋地球研究船「みらい」に搭載して，外洋大気中
の蛍光性バイオエアロゾル計測も幅広く実施してき
た。図 7 には，2016 年 9～10 月の MR16─06 航海中，
北極から日本への復路において計測された蛍光性粒
子の個数濃度を，DNA 染色蛍光法で測定した蛍光
性バイオエアロゾルの個数濃度結果と合わせて示
す。9 月 24 日までは，北極海と同様に低濃度（蛍光
性バイオエアロゾルで 1 個/L 程度）で推移した。9
月 25～26 日及び 29～30 日には，シベリア森林火災
からのプルームが，遠くベーリング海及び西部北太
平洋へ輸送され，BC の濃度上昇を伴う形で船上で
検出された。その際に，蛍光性バイオエアロゾル濃
度が 200 個/L にまで急上昇した。その濃度レベル
や変動は，オフライン型の染色蛍光法で計測された
値とよく一致し，3 バンド全てでの蛍光検出が，バ
イオエアロゾル判定の適切な条件であることが再度
確かめられた。また，森林火災に伴って，バイオエ
アロゾルが多く大気中へ放出されることを初めて明
らかにした。その実体については，葉などの破片な
のか，高温燃焼に伴って巻き上げられた土壌バクテ
リア類等なのかなどは解明されておらず，今後の解
明が待たれる。一方，南大洋やインド洋など，他の
海域で検証した結果では，自家蛍光法による蛍光性
バイオエアロゾル個数濃度が DNA 染色法と比べ過
小となる傾向があり，判定基準に関して全球的な確
証が得られたとはいえない段階にある。両法におい
て可測粒径範囲の下限は 0.5μm 程度と近いものの，
必ずしも十分に一致していないことに起因して，例
えば計測下限サイズ付近のバイオエアロゾル粒子が
卓越する場合には差異が大きくなる可能性もあるた
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図 7　 海洋地球研究船「みらい」の MR16─06 航海期間中，2016 年 9月 24日～10月 2日における
航路上の蛍光性エアロゾル粒子（WIBS─4 による）及び DNA 染色蛍光計測での個数濃度．
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図 8　 MR11─05 航海において WIBS─4 にて計測された
蛍光性バイオエアロゾルについて，個別粒子の 3
バンドでの蛍光強度比（I1/I2，I3/I2）をプロット
したもの．上図，下図での色はそれぞれ粒径，
非球形性パラメータを表す．



め，さらなるキャラクタリゼーションが求められる。
　2011 年夏季に西部北太平洋で行われた MR11─05
航海では，WIBS─4 での計測からの蛍光性バイオエ
アロゾル粒子について，個別粒子のバンド毎蛍光強
度比（I1/I2，I3/I2）を解析した（図 8）。強度比は広
い範囲に分布したが，I3/I2 比が小さい（0.1─0.2）群
と大きい（1 に近い）群に区別された。比が小さい粒
子群には粒径が小さい特徴も見られ，解析の結果，
船の排煙由来の粒子と考えられた。（なお，上記の
MR16─06 航海の解析においては，風向等により自
船の排煙の影響を受けたデータは排除している。）散
乱光のパターンから推測される粒子の非球形性パラ
メータ（Asymmetric Factor，値が大きいほど非球形
性が高い）についても，特徴をもった分布をしてい
る（図 8）。このように，蛍光が有意に計測された否
かだけでなく，蛍光強度比や粒径，非球形性パラメ
ータについても解析に加えることで，より確定的な
判定基準作りや，バイオエアロゾルのさらなる分
類，発生源の解析，地球システムでの役割（健康・
気象/気候面）の理解向上が達成できると考えられ
る。

4．まとめと今後の発展性

　自家蛍光法に基づいた大気中バイオエアロゾルの
計測は，自動連続性，迅速性において優れている。
しかしながら他の蛍光性成分の干渉などの課題があ
り，DNA 染色蛍光法などとの比較検証に基づいた
担保を取ることが必要である。本稿では，計測原理
から，このような検証の実例，都市型・越境汚染・
海洋性大気などの多様な環境での計測例と解析まで
を述べた。今後，森林性大気なども加え，計測デー
タを揃えていき，濃度レベル自体や，濃度変動を支
配する環境因子，発生源等を明らかにしていくこと
が重要である。個別粒子の蛍光特性や粒径，非球形
性などの情報は，粒子のさらなる分類や起源解明を
可能にする。また，より確かなバイオエアロゾル計
数が可能になると，氷晶核形成などを介した雲・放
射場・気象気候への結びつきの理解が高まること
や，健康影響面で留意すべき粒子タイプの識別など
に関して鍵となる情報が得られることも期待され
る。
　バイオエアロゾルは成層圏や大気圏外，果てには
宇宙にも存在するのか。生命の起源とのつながりは
あるのか。こうした根源的な問いにも応えられる計
測技術の発展も望まれる。
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