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緒 言

公衆 衛生上 問題 とされる主要な大気汚染物質 の う

ち現在 までに5つ の物質,亜 硫酸 ガス,二 酸 化窒素,

一酸化炭素
,浮 遊粒子状物質,光 化学 オキシダン ト

について環 境 基 準が定 め られ1)ているが,全 国的に

みて この基準 に比較 して最 も不適合で ある割合が大

きいのは二酸化窒素 であ り2),この ことは水 島臨 海工

業地帯 の後背地 であ る倉敷市について も同様 である3).

二酸化窒素の発生源 は主 として,固 定発生源で ある

工場の ボイラー等の燃焼排 ガスと移動発生源で ある

自動車の排気 ガスであって,排 ガスに含 まれ る一酸

化窒素(少 量の二酸化窒素 も含 まれ る)が大気中で酸

化 されて二酸 化窒素 に変化 し4)大気 中 に存在す る.

従 って大気中では二酸化窒素 と一酸化窒素 がほぼ同

程度の濃度 レベルで検 出 され,窒 素酸化物 と総称 し

て取扱われ ることもある.

筆者 は,最 近(昭 和50年 度)の 倉敷 市の窒 素酸 化

物汚染 について,自 動測定機 による測定結果 を解析

しい くつかの知 見を得たので報告す る.

調 査 方 法

窒素酸化物濃度

ザル ツマ ン法によ る自動 測定 機(電 気化学計器㈱

製)に よって1時 間 ごとに測定.

亜硫酸 ガス濃度

電気 伝 導 度法 による自動測定機(電 気 化学計器㈱

製)に よって1時 間 ごとに測定.

風向風速

微風向風速計(光 進電気㈱製)に よって測定.

Fig. 1 Mizushima Industrial Area

調 査 成 績

窒素酸化物汚染の日変化

昭和50年 度 にお ける松江,福 田,倉 敷,天 城 の各
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Tab. 1 NOx and SOx exhausted from factories7), 1972

Fig. 2 Hourly averaged concentrations of NOx(NO+N02),NO2 and SO2

•œ NOx (NO+NO2)

•› NO2

•~ SO2
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Tab. 2 NOx exhausted from cars7), 1972 風速 別特性

図4の よ うに風速階級 別の平均濃度 は窒素酸化物

の場合,風 速の強 い有風 時ほ ど低 いが亜硫酸 ガスで

はむ しろ1～6m/secの 場合に平均濃度が高 い.

しか し図5の よ うに特定風向 では異 つた傾向 が認

め られ,工 業地帯 か らの風 向において は窒素酸化物

も亜硫酸 ガスと同様 に1～6m/secの 有風時 に平均

測定点 におけ る汚染の時刻別平均濃度 を図2に 示 し

た.窒 素酸化物 は,松 江,倉 敷,天 城は2山 型の 日

変化をす るが福 田では明瞭な2山 型はみ られない.

松江は午前,夕 方の ピークの間に小 さな ピークが認

め られむ しろ3山 型 とも評価で きる.亜 硫酸 ガスは

どの測定点 も1山 型 である.

Tab. 3 Correlation co-efficient between hourly averaged

 concentrtions of NOx(NO+NO2), NO2 and SO2

表3は 窒素酸化物,二 酸化窒素,亜 硫酸 ガスの時

刻 別平均値 の相関係数 を計算 した ものであ る.二 酸

化窒素 と窒素酸化物の相関係数は0.857～0.925で ど

の測定点 で も両者の濃度の関係が強 いが,亜 硫酸 ガ

ス と窒素酸化物,二 酸化窒素の相関係数 は,松 江,

福 田では0.332～0.539,倉 敷,天 城 では負 の相関係

数 が計算 されて いる.

窒素酸化物汚染の風向別特性

図3の よ うに窒素酸化物の風向別の汚染特性 は測

定点 によ り異 ってい る.

松江 はS～NEで 平均濃度が高 くENE～ESEの

場合 に低濃度 とな り, SSWが ピークで ある. WNW

～ENEの 範囲 では亜硫酸 ガスの特性 と異 ってい る.

福 田はSSE～SWで 平均濃度 が高 く, SSWが ピ

ークとな り二酸化硫 黄の傾 向 と一致す るが,WNW

～NNWで も平均濃度が高 く
,こ れは亜 硫 酸 ガス と

一致 しない.

倉敷 はE～WNWの 広 い範囲で平均濃度 が高 く,

亜硫 酸 ガス の場合ESE～SWで 平均 濃度 が高 く傾

向が異 る.し か しピー クはSの 場合 で亜硫酸 ガスの

平均濃度の高い方 向に一致 している.

天城はSE～Wの かな り広 い範囲 で平均濃度 が高

く,亜 硫 酸 ガスで はSSW～WSWの 平均濃度 が高

く傾向が異 るが,ピ ークとなる風向 は一致 して いる.

濃度 が高 い.工 業地帯か らの影響のない風 向の場合

には窒素酸化物,亜 硫酸 ガスと もに風速 の弱 い弱風

時 ほ ど平均濃度が高 いが窒素酸化物は弱風 時 と強風

時 の平均濃度の差 が亜硫酸 ガスの場合に比 べて大 き

い.

一酸化窒素 と二酸 化窒素

図6に 時刻別,風 向別 の一酸化窒素の割合い を示

した.時 刻別 にみ るとどの測定所 も午前8～9時 に

割合 いが多い.松 江,天 城,倉 敷 は夕方20～23時 に

も割合 いが多 くな る.天城では昼間12～16時 の割合

いが低 く,福 田では夜 間2～6時 の割合 いが低 い.

風向別の一酸化窒素の割合 いが 多いの は,福 田-

NW,松 江-WNW～ENE,倉 敷-E系 とW系,天

城-SEとWNW～NWで あ る.

考 察

1 固定発生源に よる窒 素酸化物 の汚染

亜硫酸 ガスと同様 に窒 素酸化物 の場合 に も水 島臨

海工業地帯の影響が認め られ る,図3の 風 向別平均

濃度 のよ うに臨海工業地帯 か らの風 向で亜硫酸 ガス

と同様 に平均濃度が上昇 してい る.ま た図5の よう

にSSW(天 城 はWSW)の 場合の風速 別 平均濃 度が

弱風時 よ りは有風時 に高 く,亜 硫酸 ガ スと同 じ傾向

を示 してお り,前 報5) 6)では亜硫酸 ガスの汚染が工業

地帯 の固定発生源の影響で あることを指摘 したが窒

素酸化物 において も影響が及んで いることを示す も

のであろ う.こ れ は,表1の よ うに工業地帯の窒素

酸化物 の排 出量が,硫 黄酸化物 とほぼ同程度 とされ

てお り7),この ことか らも支持 され る.

2 移動発生源 による窒素酸化物 の汚染
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Fig. 3 Concentrations of NOx(NO+NO2) averaged according to wind direction

•œ NOx(NO+NO2)

•› NO2

•~ SO2

図2の よ うに亜硫酸 ガスと異 り,窒 素酸化物汚染

の 日変 化は2山 型 を してお り移動発生源 である自動

車か らの窒素酸化物 も汚染の原因 となっている と考

えられ る,こ れは図3の よ うに窒素酸化物,二 酸化

窒 素の平均濃度 が亜硫酸 ガスに比べて高 くなる風 向

が認 め られ,そ れ らが工業地帯か らの風向 でない も

のがほ とん どであること,図4の よ うに窒素酸化物

濃度 が弱風時 ほ ど平均濃度が高い こ と,特 に図5の

よ うに工業地帯か ら逆 の風向で この傾向が強 いこ と

な どか ら支持 され る.

一方,図6の ように一酸化窒素は どの測定点 も8

～9時 に もっ とも比率が高 く
,自 動車走行量が多い

時 間帯 に一致 してお り,こ れ も移動発生源の影響を

示唆 してい る.即 ち,一 酸化窒素の多いほ ど発生源

か ら排 出 された一酸化窒素が二酸化窒素 に酸化 され

る時 間が短 かい こと,発 生源が近 いことを示すか ら

であ る.表2の よ うに移動発生源の窒素酸化物排出

量 は固定発生源 に比べ て少 ない と評価 されているが,

地上 発生 源であ るため環 境汚 染に与 える影響 は大 き

くな り無視 で きな くなる.

ただ し,松 江 における窒素酸化物 の 日変化 につ い

て は,近 くの低煙突の固定発生源 で硫黄酸 化物 よ り



水島臨海工業地帯 におけ る大気汚 染 と気象条件 につ いて　 501

も窒 素 酸化物 を多 く排出す る もの7)によ る影響 も2

山型の原因 となって いる可能性があ る.

Fig. 4 Concentrations of NOx(NO+NO2), NO2 and SO2 averaged accord

ing to wind velocity

•œ NOx(NO+NO2)

•› NO2

•~ SO2

3 窒素酸化物汚染の特徴

以上 のよ うに窒素酸化物による大気汚染については,

固定発生源 と移動発生源の影響が認め られ るが両者

の負荷 は測定所 によって異 ってい る.松 江,福 田で

は図2の 風向別平均濃度,図5の 風 向風速 別平均 濃

度な どか ら,特 に松江ではSSW, 6m/sec以 上 の

強風 で もあま り平均濃度が低 くな らず疾風 汚染の傾

向 も認 められ固定 発生源 の影響 が強 い.こ れは前 報6}

のよ うに比較的不安定な気象条件時の拡散 で説明で

きる.福 田の 日変化 において,亜 硫酸 ガス と窒素酸

化物 が似 た動 きをす ること も福田の固定発生源の影

響 を示 している.松 江の 日変化にお ける窒素酸化物

の2山 型 につ いて は,前 述 の よ うに移動発生源のみ

でな く低煙突 の可能性 もある.

倉敷,天 城 では固定発生源の影響が及んでお りこ

れは比較 的安定 な気象条件時の拡散で説明で きる.

しかし距離が10km以 上離れてお り影響 は少 くな っ

ている.倉 敷 では,図6の よ うに一酸化窒素の比率

が他 の測定点に比 べて高 く,市 街地 にあって道路 に

も近 いため移動発生源の影響 が強 く認 め られ る.

こうしたことか らみて,窒 素酸化物 による大気汚

染 について は,亜 硫酸 ガスの場合 よ りも挾 いスケー

ルの汚染 の局地性が あると考 えられ る.

結 論

1 水島臨海工業地帯の固定発生源か ら排出 され る

窒 素 酸 化物 は, S～WSW, 1～6m/secの 海風で

移送 され,亜 硫酸 ガスの場合 と同様 に大気汚染の原

因 とな ってい る.工 業地帯 に近 い松江,福 田では特

に固定発生 源の影響 が強 く,松 江で は疾風汚染 の傾

向 も認め られ る.

工業地帯 か ら10km以 離 れた倉敷,天 城 に も固定

発生源の影 響が亜硫酸 ガスの場合 と同様 に及 んでい

る.

2窒 素酸化物の大気 汚染については移動 発生源の

影響 も無視で きな い.ど の測定 所に も移動発生源 の

影響 は認 められ るが,市 街地の倉敷 で は特 にその影

響 が顕著 である.
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Fig. 5 Averaged concentrations of NOx(NO+NO2)and SO2 on the class
ified wind velocity in the condition of sea breeze and other wind

 direction

•œ NOx(NO+NO2)

Fig 6 Ratio of NO (NO/NOx(NO+N02)) on averaged concentrations

•~ Matsue

•œ Fukuda

•› Kurashiki

•£ Amagi
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Relationship between air pollution and meteorological conditions

 in Mizushima Industrial Area

Report 3 (Air pollution of nitrogen monooxide and nitrogen dioxide

 monitored by auto recorder)

by

Kentaro INOUE

Department of Public Health, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Masana Ogata)

The author analysed the air pollution data of NO, NO2 and NOx (NO+NO2) measured 
by auto recorder in Mizushima.

The results obtained were as follows.
1) NOx exhausted from factories in Mizushima Industrial District are carried by sea breeze 
(wind S-WSW, 1-6m/sec.) and pollutes northern area of Mizushima as same as SOx.

The sea breeze bings the NOx exhausted from factories to Matsue, closed to factories, 
Fukuda, about 3km from factories, and also Kurashiki and Amagi, far from factories, as same 
as SOx.
2) NOx exhausted from cars is not negligible at four monitoring stations analysed, especially 
at Kurashiki.


