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惧されている。NH3 の主な発生源として，家畜排泄物，化学
肥料の施肥などがよく知られているが，窒素酸化物（NOx）
対策のためにガソリン自動車に装着された三元触媒からも
相当量が発生している。そこで幹線道路を走行する自動車
の影響を明らかにするために，幹線道路沿道において調
査を実施した。
以上，埼玉県で実施したこれらの調査結果について報告
する。

１．はじめに
塩化物イオン（Cl-）は大気汚染物質のなかで主要な陰イ
オン種である。人為起源の塩化水素（HCl）のほとんどは塩
素を含む物質の燃焼により発生とされており，近くに廃棄物
焼却施設等が存在し，その影響を受けている地域におい
ては，沈着物に対しても HCl ガスの寄与が大きい。近年，
ダイオキシン類対策特別措置法等により規制が強化され廃
棄物焼却施設数が著しく減少した。このような焼却施設の
大量廃止はダイオキシン類のみでなく，HCl 排出量の減少
による沈着物や SPM 中の nss-Cl-の減少などの効果が期待
された。埼玉県では県南西部の産業廃棄物焼却施設が集
中して存在していた地域で，焼却施設が廃止される前の期
間に沈着量の観測を実施し，焼却施設が沈着物に及ぼす
影響について検討した。また，法令等による対策が大気中
の汚染物質濃度や沈着量へ与える影響は，長期継続的な
モニタリング結果によらなければ把握しにくい。ダイオキシ
ン類対策特別措置法等の規制が沈着物中の nss-Cl-へ及ぼ
した影響について 1987 - 2007 年度の長期観測結果から検
討を行った。
三宅島は，埼玉県の南方（北緯 34 度 05 分 37 秒，東経
139 度 31 分 34 秒，標高 775ｍ（雄山））に位置する。2000
年7 月に雄山山頂で噴火が確認され，二酸化硫黄（SO2）は
世界の火山でも例のないほどの大きな放出量が観測され
た。関東地方では，三宅島噴火後，大気中の SO2 濃度の上
昇だけではなく，沈着物の成分濃度にも変化が現れた。埼
玉県においても，高濃度の SO2 が観測されるようになった
2000 年 8 月下旬以降，沈着物はそれ以前に比べて著しい
pH の低下や硫酸イオン（SO42-）濃度の増加が観測された。
さらに，長期的にみると SO42-だけでなく，Cl-にも三宅島噴
火の影響と思われる沈着量の増加が観測されている。その
ため，三宅島 2000 年噴火が埼玉県内の沈着物中 nss-SO42-，
nss-Cl-へ及ぼした影響について検討を行った。
アンモニア（NH3）は，大気中の主要な塩基性物質であり
硫酸（H2SO4），硝酸（HNO3）などを中和する。その結果，
PM2.5 等微小領域の二次生成粒子の生成に寄与している。
また，沈着等により土壌に負荷された NH4+は微生物による
硝化で H+を放出するため潜在的な酸として働き(土壌酸性
化)，NO3-，NH4+の人為的な沈着量の増加は土壌，湖沼・
海洋に過剰な栄養分を与える(富栄養化)などの影響が危

２．廃棄物焼却施設の影響
2.1 焼却施設集中地域における沈着物に対する廃棄物
焼却施設の影響
埼玉県南西部の産業廃棄物焼却施設が集中して存在し
ていた地域で，1999 年 7 月から 2000 年 8 月に沈着量の観
測を実施した。その結果，焼却施設群の中心部や風下の地
点で nss-Cl-沈着量が大きくなる傾向を示した。また焼却施
設から排出された HCl は沈着物には局地的な影響を与え
ており，湿性沈着による HCl の Wash out 効果が大きいと考
えられた。
産業廃棄物焼却施設集中地域に存在する大気汚染防止
法による規制の対象施設について拡散モデル（METI LIS）を用いて，ばい煙の影響度の分布を推計した。その結
果、各調査地点の nss-Cl-沈着量の観測結果と調査地点に
最寄りの格子点上の影響度の推計値は比例関係を示した。
2.2 埼玉県内の nss-Cl-沈着量の経年変化
主な調査地点の位置を Fig. 1 に示す。埼玉県は関東地
方の西部に位置する内陸の県で, 地形的には西の山地,
東の平野に大別できる。西の山地は関東山地の北部にあ
たり一般に秩父山地と呼ばれ, 東の平野は関東平野の西
部にあたる。埼玉県浦和大久保合同庁舎（さいたま）, 熊谷
市役所（熊谷）は平野に位置する市街地に, 東秩父大気汚
染常時監視測定局（東秩父）は秩父山地東縁の標高約
840m に位置している。
さいたま，熊谷，東秩父の降水量及び沈着量（バルク）の
年度平均値の推移を Fig. 2 に示す。
年降水量は年度毎の変動もあるが，1990 - 1995 年度頃
は減少傾向，その後増加傾向となり，2000 年度以降は横ば
い傾向にある。
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は増加傾向にあったが，1991 - 1993 年度をピークとしてそ
の後急激な減少傾向を示した。2000 - 2001年度に再び少し
増加したが，2003 年度以降はほぼ横ばい傾向にある。
nss-Cl-沈着量が減少する前の 1993 年度における東秩父,
熊谷, さいたまの nss-Cl-バルク沈着量はそれぞれ 13，22，
34 meq m-2 year-1，三宅島噴火前の 1998 年度はそれぞれ
4.5，9.6，14 meq m-2 year-1 となり,1998 年度／1993 年度の比
は 0.35，0.44，0.40 である。
1990 年代後半に nss-Cl-沈着量が減少傾向を示したのは,
廃棄物焼却炉等に対する規制の強化にともなう施設数の減
少などにより，HCl の排出量が減少したためと考えられる。
1997 年 8 月に「大気汚染防止法」および「廃棄物の処理お
よび清掃に関する法律」を改正し, ポリ塩化ジベンゾパラジ
オキシン(PCDDs）及びポリ塩化ジベンゾフラン（PCDFs）を
対象に，廃棄物焼却炉および製鋼用電気炉に対する法的
な規制措置が導入された（1997 年12 月施行）。1999 年7 月
にはダイオキシン類対策特別措置法が成立した（2000 年 1
月施行）。1999年4月には埼玉県公害防止条例に基づき火
格子面積2 m2 未満かつ焼却能力が１時間あたり 30 kg 以上
200 kg 未満の小型焼却炉についても規制を開始した。大気
汚染防止法の対象となる火格子面積 2 m2 以上または焼却
能力が１時間あたり 200 kg 以上の県内廃棄物焼却炉の施
設数は，1990 年度以降徐々に増加, 1997 年に極大となり以
降減少に転じた。小型焼却炉のうち焼却能力が１時間あた
り 100 kg 以上の施設数は, 規制の対象となった後は減少
し続けた。廃棄物焼却施設数は特に大気汚染防止法及び
県条例の経過措置が終了した 2002 年 12 月に急激に減少
した（Fig. 3）。

Fig. 1 主な調査地点

Fig. 3 埼玉県内の焼却施設数の推移
Fig. 2 降水量及び沈着量（バルク）の推移
nss-Cl-の年度沈着量や平均濃度のピークは大気汚染防
止法対象の廃棄物焼却施設数のピークの 1 - 4 年前であっ
た。2000 年の三宅島噴火の影響が重なり施設数減少の影

nss-Cl-沈着量(バルク)は調査期間を通じて大きい方から,
さいたま, 熊谷, 東秩父の順であった。3 地点とも 1980 年代
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響は不明であるが，nss-Cl-の年度沈着量の推移から，2000
年頃までに nss-Cl-沈着量の大幅な減少は終了したと推察さ
れた。
３．三宅島火山の影響
3.1 流跡線解析による短時間の濃度変化の検証
2000 年 9 月から 10 月初めの湿性沈着について，騎西に
設置した酸性雨自動イオンクロマトグラフ分析装置を用い
て観測した降水量 1 mm 毎のイオン種濃度及び大気中の
SO2 濃度の経時変化や上空の気流についての検討を行っ
た。騎西に到達する気流の通過位置が三宅島に近いときほ
ど，湿性沈着中の nss-SO42-，H+の濃度や陰イオン，陽イオ
ンに占める割合の上昇が観測された。nss-SO42-，H+が占め
る割合は，高いときはそれぞれ 90％，70％を越えることもあ
り，強い硫酸性の酸性雨となっていた。また，流跡線解析に
より湿性沈着の酸性化や nss-SO42-濃度上昇の程度が気流
の騎西への進入方向の変化にともない短期間で変化する
事が確認された。
降雨中に騎西の地上の SO2 濃度が上昇する場合につい
て，火山ガスの移流過程や降水量，大気安定度との関係を
検討した。上空に三宅島から騎西へ向かう気流が存在して
おり，加えて，①火山ガスが安定した上空を流れてくる場合
は上空との大気混合が生じたとき，②上空移流に加えて低
空移流も存在する場合は輸送経路途中の湿性沈着による
洗浄効果が弱いときに，騎西の地上 SO2 濃度が上昇した。
三宅島の影響による湿性沈着中の nss-SO42-の濃度及び陰
イオンに占める割合の上昇は，地上SO2 濃度の上昇に関係
なく，三宅島付近を通過し騎西上空高度 1500 m へ到達す
る気流が存在する時刻とよく一致しており，上空で三宅島火
山由来の硫黄酸化物が大量に雲水等に取り込まれたことが
湿性沈着の酸性化の大きな要因と考えられた。

Fig.4 三宅島火山由来の沈着量の推計値

４．自動車から排出されるアンモニアの影響
4.1 幹線道路沿道と農業地域の比較調査
埼玉県鴻巣市の鴻巣天神大気汚染常時監視自動車排出
ガス測定局(鴻巣自排)及び騎西町の埼玉県環境科学国際
センター(騎西)において調査を実施した。
鴻巣自排は国道 17 号（約 5 万台/日）の西側沿道にある。
騎西は鴻巣自排から北東方向約 4.5 km の田園の広がる農
業地帯に位置している。国道122 号（約2 万台/日）から南西
約 2.1 km 離れており，周辺は水田が多く，畜産関係の施設
は近傍には存在していない。
2001 年 4 月 - 2003 年 5 月に沈着物及び大気中の水溶
性ガス状・粒子状物質濃度を測定した。
鴻巣自排と騎西の地点間の差について一対の標本によ
る平均の検定(両側 t 検定， p < 0.05)を実施した(Table 1)。

3.2 長期影響（負荷量の推計）
気象要因の影響などにより SPM が例年よりかなり低濃度
となった 1999 年と三宅島火山の影響の大きい 2000 - 2002
年を除く 1998 - 2007 年について，年度を x，各観測地点の
nss-Cl-と nss-SO42-年沈着量を y として，直線回帰により y =
ax + b の関係式をそれぞれ求め，三宅島火山等の影響が
なかった場合の推計値とした。この推計値と実測値との差
を三宅島火山由来の沈着量とし，この推計量 ＞ 実測値の
場合は，0 meq m-2 とした。東秩父，熊谷，さいたまの2000 2002年度を合計した三宅島火山由来のnss-Cl-沈着量は1.6，
2.5，9.0 meq m-2（平均 4.4 meq m-2），nss-SO42-沈着量は 20，
64，42 meq m-2（平均 48 meq m-2）であった(Fig. 4)。
三宅島火山由来のnss-Cl-沈着量は，三宅島により近い南
部のさいたまで大きくなる距離減衰の傾向がみられた。

沈着量
(n = 27)
粒子濃度
(n = 79)

ガス濃度
(n = 79)
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Table １ 地点間の差
鴻巣自排で
差なし
大（高）
降水量, K+,
NH4+
Mg2+, Ca2+,
NO3-, SO42Na+, NH4+,
K+, Mg2+,
Ca2+, Cl-,
NO3-, SO42NH3，NOx
HNO3, SO2

騎西で
大（高）
Na+, Cl-, H+

HCl

鴻巣自排の NH4+沈着量は騎西より有意に大きかった。
降水量，NO3-，SO42-，K+，Ca2+，Mg2+沈着量は地点間で有
意な違いはみられず，Na+，Cl-，H+ の沈着量は，騎西より
鴻巣自排で有意に小さかった。鴻巣自排と騎西の粒子状
NH4+は，有意な差はみられなかった。騎西の NH3，NOx 濃
度は鴻巣自排より有意に低く，鴻巣自排の HCl 濃度は騎西
より有意に低かった。その他の粒子濃度，ガス濃度は鴻巣
自排と騎西で有意な違いはみられなかった。
4.2 大気中の NH3 ガス濃度調査
幹線道路沿道の戸田美女木大気汚染常時監視自動車排
出ガス測定局（戸田自排），鴻巣自排，市街地のさいたま，
鴻巣測定局（鴻巣），騎西，東秩父の 6 地点で測定を実施し
た。戸田自排は高速埼玉大宮線（平日交通量約 4 万台/日），
一般国道 17 号線（約 7 万台/日）の西側沿道にあり，北側約
200 mには東京外環自動車道（約8万台/日），一般国道298
号（約 5 万台/日）も存在している。さいたまは国道 17 号（約
7 万台/日）から西側約 600 m，鴻巣は国道 17 号（約 5 万台/
日）から東側約 450 m 離れている。
2007 年 1 月 - 2008 年 3 月に，短期暴露用拡散型サンプ
ラー（小川商会）を用いて半月毎に NH3 濃度を測定した。
月平均NH3 濃度の推移を Fig. 5 に示す。NH3 濃度は，幹
線道路沿道（戸田自排・鴻巣自排） ＞ 市街地（鴻巣・さい
たま）・農業地域（騎西） ＞ 山地（東秩父）で推移した。年
間を通じて，幹線道路沿道の2 地点が高濃度となっており，
幹線道路沿道では，自動車から排出される NH3 の影響が
大きいことが確認できた。この調査では市街地と農業地域
では，濃度差が見られなかった。また，人為的な汚染の影
響が小さい東秩父では低濃度で推移した。
NOx を自動車排出ガスの指標と考え，各調査地点の大気
汚染常時監視測定局で測定した NOx 濃度と NH3 濃度の関
係を検討した。NOx 濃度が高いほど NH3 濃度が高くなる傾
向がみられた(Fig. 6)。
このことからも自動車由来の NH3 排出量の影響は大きい
と考えられた。

Fig. 6 NOx 濃度と NH3 濃度の関係（RS:自排局）

５．まとめ
埼玉県の沈着物について，廃棄物焼却施設，三宅島火
山，幹線道路の影響について調査検討を行った。
廃棄物焼却施設が集中して存在していた地域では，焼却
施設群の中心部や風下の地点で局地的に nss-Cl-沈着量が
大きくなる傾向を示し，焼却施設から排出された HCl が沈
着物に与える影響が認められた。廃棄物焼却炉等に対す
る規制の強化にともなう施設数の減少などにより，HCl の排
出量が減少したため 1990 年代後半に nss-Cl-沈着量が減少
した。
三宅島火山の2000 年噴火により，埼玉県内の nss-SO42-，
nss-Cl-沈着量が増加した。三宅島の影響による湿性沈着中
のnss-SO42-濃度の上昇は，地上SO2 濃度の上昇に関係なく，
三宅島付近を通過し騎西上空高度1500 m へ到達する気流
が存在する時刻とよく一致していた。埼玉県内の 2000 2002 年度を合計した三宅島火山由来の平均 nss-Cl-および
nss-SO42-沈着量（バルク）はそれぞれ 4.4，48 meq m-2 であり，
nss-Cl-沈着量には距離減衰の傾向がみられた。
NH3 濃度や NH4+沈着量は，幹線道路沿道で高くなって
おり，自動車から排出される NH3 の影響が大きいことが確
認できた。

Fig. 5 各調査地点の NH3 濃度の推移（RS:自排局）
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