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研究成果の概要（和文）：簡便なアクティブサンプリング装置を用いて、オゾンおよび窒素酸化物等オゾン反応
生成物質の同時測定法の開発を行った。室内における捕集効率実験により、流量0.5L/min、保湿剤であるグリセ
リン濃度10%、フィルター厚さが0.38mmである条件下で、オゾン、NO2の捕集効率が90％以上であることを確認し
た。
最適化された条件下で、ガス、粒子状物質の野外測定試験を行った。アクティブサンプリングによる測定値は、
オゾン、NO2の自動測定機の測定器と良く一致していた（R>0.83）。また、PM2.5の化学成分特性と発生源解析の
結果から、海塩、バイオマス燃焼、土壌粉じん、二次粒子が主要な起源であった。

研究成果の概要（英文）：A simple monitoring method of ozone and its precursors and products by 
active sampling system was developed. First, chamber exposing experiments of filterpack was 
implemented to attain sufficient recovery of ozone and nitrogen dioxide. In the condition of 0.
5L/min for flow rate, 10% for glycerol as moisturizing agent, 0.38mm thickness for collection 
filter, more than 90% of collection efficiency was attained.
Under the optimized condition, a field test of gas and particulate matter monitoring was 
implemented. The results of intercomparision between O3 and NO2 automatic monitor and filterpack 
demonstrated good agreement of both air concentrations. The correlation coefficients were more than 
0.83. Characterization and  source apportionment of PM2.5 was also implemented. Ionic and 
carbonaceous components were major chemical components of PM2.5. The results identified four major 
sources of PM2.5: sea salt (10.2%), biomass combustion (22.2%), soil dust (13.2%) and secondary 
aerosol (44.4%).

研究分野： 大気環境化学、分析化学

キーワード： 対流圏オゾン　窒素酸化物　揮発性有機化合物　粒子状物質　アクティブ捕集　多成分測定　フィルタ
ーパック
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１．研究開始当初の背景 
(1) 対流圏オゾンの濃度は全世界で近年上
昇傾向にあり、原因の一つとして反応前駆物
質である窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合
物(VOC)の排出量がアジア地域で顕著に上昇
することが指摘されている。また、オゾンに
よって様々な環境影響が引き起こされるこ
とが明らかになっており、東アジアにおける
オゾン、微小粒子濃度の増加によって 2020
年には中国の小麦の収穫量が約 50％減少し、
東アジア全体の若年死亡数は約 65 万人増加
すると推定されている。（引用文献①）この
ようにオゾンによる大気汚染が今後加速す
れば、甚大な経済的、人的損失が引き起こさ
れると予想される。従って、大気汚染物質の
大規模発生源地域であるアジア諸国が協力
して測定網を確立し、オゾン汚染の現状を把
握するとともに、削減対策に取り組む必要が
ある。 
 
(2) 東アジアの大気観測網では、大気中オゾ
ンの測定法として紫外吸収による自動測定
機とガスの分子拡散の原理を利用したパッ
シブ型捕集器が採用されている。自動測定機
は精度・時間分解能ともに優れているが、コ
ストが高く交流電源を必要とするので、多地
点・遠隔地の測定には適していない。また、
パッシブ型捕集器は低コストで多地点の同
時測定に適している利点があるが、測定に１
週間程度必要な低時間分解能、大気濃度を算
出する換算係数の妥当性、周辺の気象条件の
影響による測定不確かさの問題点がある。一
方、アクティブ型捕集器は大気吸引流量が正
確に測定でき、多成分のガス、粒子状物質が
比較的短時間で測定できる利点がある。これ
まで、大気中オゾンの測定については、オゾ
ンの不安定さによりアクティブ型捕集器を
用いて測定された例は存在しない。上記のア
クティブ型捕集器の利点を活用すれば、自動
測定機の設置が難しい遠隔地やアジア諸国
において、オゾン及びその関連物質を同時測
定する簡便な方法を確立できることが期待
される。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究ではまず室内曝露実験により、ア
クティブ型捕集器を用いた大気中オゾンお
よび前駆物質測定の最適条件の決定を行う。
標準ガス発生器から発生させた既知濃度の
オゾンおよび前駆物質（NO2、VOC）ガスを曝
露チャンバー内に導入し、チャンバー内に設
置したアクティブ型捕集器のガス捕集効率
を求める。諸条件を変えた曝露実験により、
大気捕集時間が 24 時間以内でかつ、捕集効
率が 90％以上となる測定の最適条件を決定
する。 
 
(2) 室内曝露実験により最適化したアクテ
ィブ型捕集器、参照のためのパッシブ型捕集
器並びにオゾン、NO2、VOC の自動測定機を日

本国内の郊外地点に設置して長期の並行モ
ニタリングを行う。自動測定機とアクティブ
型捕集器、パッシブ型捕集器による測定値の
時間変動、相関プロットの一致性によりアク
ティブ型捕集器、パッシブ型捕集器による測
定の利点及び問題点を明らかにし、大気濃度
測定の妥当性を評価する。更に、同時に捕集
された粒子状物質の成分を分析し、オゾン、
NO2、VOC 濃度との相関を調べることにより、
オゾンとの反応による生成物質の測定妥当
性を併せて評価する。 
 
３．研究の方法 
(1) ４段オゾン捕集フィルターを取り付け
たフィルターパックを内部に設置した曝露
チャンバーにオゾンガスを導入し、捕集効率
を求める実験を行った。オゾンガス標準発生
器から発生させた実大気濃度レベル(約
60ppb)で既知濃度のガスを曝露チャンバー
内に導入する。チャンバー内にオゾンを捕集
するフィルターパックを設置し、バッテリー
式小型ポンプで吸引することによって、捕集
効率＝(フィルターパックによるガス捕集量
(mol)／ガス捕集量の理論値(mol))の式で定
義される捕集効率を求めた。反応試薬、吸引
流量、相対湿度の条件を変えた曝露実験によ
り、オゾン測定のための最適条件を決定した。
更に、多成分同時測定を行うために 1段ろ紙
でオゾン、NO2 ガスを捕集できる条件を検討
するため、吸引流量、相対湿度、グリセリン
含浸濃度、ろ紙の厚さの条件を変えた実験を
行った。 
 
(2) オゾン、窒素酸化物自動測定器、フィル
ターパック、パッシブ型捕集器を用いた野外
並行測定を新潟県内にて行い、野外測定の適
応性を調査した。吸引流量等の測定条件およ
び気象条件が測定値に与える影響について
考察し、室内曝露実験で最適化された条件と
整合性が取れるかを検証した。更に、国設新
潟巻酸性雨測定局においてアクティブ型捕
集器(フィルターパック)によるガスおよび
粒子状物質の 24 時間もしくは 1 週間ごとの
サンプリングを行い、各測定値の時間変動、
相関プロットの一致性により実大気長期測
定への適応性を検証した。 
 
４．研究成果 
(1) 濃度約 60ppbのオゾン標準ガスを曝露チ
ャンバー内に導入した捕集効率実験では、
trans-1,2-bis(2-pyridyl)ethylene（BPE）
及び亜硝酸ナトリウム（NaNO2）をオゾン反
応試薬に用いた所、BPE については捕集効率
は 5%未満でありほとんど捕集されなかった。
一方、NaNO2 は BPE よりも格段に捕集効率が
高かったことから、以後の暴露実験では
NaNO2 を用いた。アクティブサンプラー（フ
ィルターパック）の吸引流量を変化させた捕
集効率実験については、流量 10L/min の条件
では捕集効率は 20%未満であったが、流量が



低くなるにつれて捕集効率が増加する傾向
が見られ、流量 0.5L/min の条件で最大の捕
集効率が得られた。チャンバー内に導入する
オゾンガスの相対湿度を変化させた捕集効
率実験では、オゾン捕集用 NaNO2 含浸フィル
ターに添加するグリセリンの濃度による影
響が見られ、グリセリン濃度が 1%以下の時に
は相対湿度が 30%以下の条件で捕集効率が下
がる傾向が見られたが、5%以上の時には湿度
依存性が見られず捕集効率はほぼ一定であ
った。 
 
(2) 先の捕集効率実験ではオゾン捕集用ろ
紙を 4 段直列に繋ぐことが必要であったが、
多成分同時測定を行うために1段ろ紙で捕集
できる条件を検討した。吸引流量、相対湿度、
グリセリン含浸濃度、ろ紙の厚さの条件を変
えた実験を行った。グリセリン含浸濃度が
0.5%～10%の条件では濃度が高いほど捕集効
率が高くなり、表面上で水分が保持できる
10%で最大の捕集効率となった。ろ紙の厚み
については、厚さが大きくなるほどガスとの
接触時間が長くなり、捕集効率が高くなった。
厚さ 0.38mm のガラス繊維ろ紙を用いたとき
に、0.5～1.0L/min の吸引流量、10～90%の相
対湿度の条件下で、1 段で 90%以上のオゾン
を捕集できることが示された。 
 
(3) NO2 捕集条件の検討実験では、流量
0.5L/min、グリセリン含浸濃度 5%以上、厚さ
0.38mm のガラス繊維ろ紙を用いたときに、1
段で 90%以上の NO2 を捕集できることが示さ
れた。また、この条件でオゾン捕集用ろ紙と
組み合わせたときの、アーティファクトの検
討を行った。前段に NO2 捕集用ろ紙を設置し
たときには、ほぼ全てのオゾンが前段で捕集
された。従って、多成分測定を行うためには、
粒子状物質、NO2、オゾンの順で試料捕集す
る必要のあることが明らかになった。オゾン
捕集用ろ紙に含浸している亜硝酸ナトリウ
ム含浸ろ紙が、NO2 測定に及ぼすアーティフ
ァクトは 1～4ppb 程であり、このアーティフ
ァクトは炭酸ナトリウム含浸ろ紙を用いる
ことで除去できることが確かめられた。更に、
炭酸ナトリウム含浸ろ紙によるNO2の消失量
についても調べた。最大で 1ppb 程度の NO2
が消失され、過小評価される可能性のあるデ
ータが得られた。 
 
(4) これまでの捕集効率実験により決定し
たオゾン、NO2 捕集条件において、自動測定
器とフィルターパックの並行測定を 2014 年
～2015 年に行った。図 1に自動測定機とアク
ティブサンプリングによる大気中オゾン日
平均濃度測定値の相関プロットを示す。両者
の測定値について非常に良い相関（R>0.83）
が得られ、自動測定器の測定値を基準とした
オゾン平均捕集効率は 0.5 L/min では約 94%、
1.0 L/min では約 82%であり、NO2 平均捕集効
率は 0.5 L/min では約 89%、1.0 L/min では

約 80%であった。以上の結果から、オゾンに
ついては自動測定器と整合性の取れる測定
法が確立され、NO2 については炭酸ナトリウ
ム含浸ろ紙による干渉を補正するとほぼ整
合性が取れる結果が得られた。 

 
図 1 自動測定機とアクティブサンプリング

による大気中オゾン日平均濃度の相
関プロット 

 
(5) 自動測定器とフィルターパックの並行
測定の結果から、周辺の気象条件が測定値に
与える影響について考察した。相対湿度 70%
以上の条件下では自動測定器とアクティブ
サンプリング（フィルターパック）法の相関
が非常に良く、90%以上のオゾン、NO2 を捕集
できていた。これは、相対湿度が高いほど捕
集効率が良くなるという曝露チャンバー実
験の結果と整合性の取れる結果となった。気
温との相関については、オゾン、フィルター
パックについて顕著な相関が見られなかっ
たが、平均気温が 30℃近くなるような極度に
気温が高い条件では、ろ紙上の亜硝酸イオン
が硝酸イオンに酸化され、捕集効率が 100%
を大幅に超える傾向が見られた。風速の影響
については影響が見られなかったことから、
平均風速10m/s以内での条件では高い捕集効
率が得られると考えられる。一方、同時に測
定したパッシブサンプラーの測定値では、平
均風速 4m/s 以上の条件では自動測定機と比
べて顕著に過小評価していた。風速に対する
影響が無いことは、アクティブサンプラーの
優位性を示している。 
 
(6) 2015 年～2017 年に国設新潟巻酸性雨測
定局においてアクティブ型捕集器(フィルタ
ーパック)によるガスおよび粒子状物質の 24
時間もしくは1週間ごとのサンプリングを行
い、各測定値の時間変動、相関プロットの一
致性により実大気測定への適応性を検証し
た。オゾンに関しては 1週間平均値が春季と
秋季に高く、冬季に低い季節変動が見られた。
自動測定機との相関に関しては、気温および
相対湿度の影響を受けず良好な一致を示し
ており、通年を通して実大気測定に適応でき



ることを示した。NO2、揮発性有機化合物に
ついては室内実験の検討により粒子状物質
捕集フィルターの影響を受ける可能性が示
され、実大気測定は実施しなかった。 

 
図 2 新潟巻測定局における PM2.5 発生源寄

与割合 
 
粒子状物質については、季節毎に捕集した試
料の成分分析を行い、統計解析による発生源
寄与の評価を行った。PM2.5 の日平均濃度は
4.2-33.4μgm-3 の範囲であり、日本の大気環
境基準を下回っており、主成分はSO42-, NO3-, 
NH4+, 有機炭素、元素状炭素であった。他 
の地点と比較すると新潟の方は NO3-, 元素
状炭素濃度が低く、周辺の固定発生源、自動
車起源の影響が少ない田園地域の特徴が見
られた。統計解析による PM2.5 発生源寄与の
評価を行った所、図 2に示されるように海塩
(10.3%), バイオマス燃焼(22.2%), 土壌粉
じん(13.2%), 二次粒子(44.4%)が主要な起
源であることを示す結果が得られた。また、
後方流跡線と組み合わせた解析による発生
源地域の特定を行った所、海塩は日本海側沿
岸、二次粒子は西日本の影響を強く受けてお
り、バイオマス燃焼は秋季に、土壌粉じんは
冬季に中国東北部からの長距離輸送の影響
を受けていることが示された。また、首都圏
からの影響は気圧配置および中部山岳の地
形の影響によりほとんど見られなかった。こ
れらの特徴は西日本地域で行われた同様の
研究と異なる結果であり、東日本地域におけ
るPM2.5の影響評価を行う際に重要な知見を
示すものと思われる。 
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