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多重汚染源による風下0地上濃度分布についての一解析

井　上　力　太豪

渡　辺　有　治繰

中　島　　　敏来廉楽
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4　まえがき
　大気汚染には色々な形態があり、その実態を知るためには、その形態に応じた解析方法が採られな

けれぽならない。その形態の一つとして特定汚染源からの汚染質の大気拡散翼象があり、それに闘す

る研究報告が過宏に多数量出され、またまとまった専門書（1）も潤行されている。それだけでたく野外
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の汚染質濃度観測の資料も積み：重ねられている。しかしこの方面の研究は遜常平担た地面上での現象

として扱われており，その⊥不特定多数の汚染源とか大きな汚染源が散在している場合とかを考える

と非常に複雑な現象とたる。叛産業都窃の計薩や既存の都市の改造の問題に対して公害の立場から，

激在する汚染源による地表面の汚染濃度影響を解明することは重要たごとである。

　汚染質の大気拡敬現象を解析するには色々のパラメーターを決定したければならない。環境条件と

しては、風向風速および大気安定度（風速，摂射量あるいは雲形雲量を知って間接的にその程度を知

ることができる）であり，地形要素としてはひらけた場所，谷閥，盆地などであり，気流を特長づけ

る地形が問題になる。その外には汚染源自体が持っている特性（汚染質の排出温度，排出速慶など）

があり，又汚染質の大気中での振舞についても知る必要がある。

　今際著者等は上記の諸問題の一つとして複数の，しかも各々比較的大きな汚染源（以後”多重汚染

源〃と略称）からの大気拡散現象の解析を野外の濃度観測と合せておこなった。

2拡散計算
　計算に使用する大気拡散の式としては，先人達による　Sutto箪の式，　BOsanqueもaRd

PearsOnの式，坂上の式たどがある。又わが国の例をあげると，過去に原子力気象調査会が実用

的な英圏気象局式（いわゆるPasqu理工の式）を使用しておこなった研究例がある。検討してみる

に，Sut七〇nの式は実用式として広く用いられているが，式の中の三つのパラメーター（水平およ

び鉛直方向の拡散係数，安定度指数n）を選定しなければならず，現在のところ大気の各種安定度と

パラメーターとの関係などについて決め手がたい。だから，SU樋ORの式を使用するときにはその

都度パラメーターを測定するなり，決めるなりしなければならないという不便がある。それに大気拡

散現象は非常に変動が大きく厳密た式を用いたからそのま玉現象に適用できるとは限らない。そこで

著者等は以下の拡散計算には英国気象周式を採用することにする。

　先ず，地表面に汚染源があり煙が風下方向へ流れてゆくとする。そしてある平均濃慶（時間平均濃

農：）に注熟すると，水平方向および鉛蔭方向に汚染濃度が正規分布をしていると考えてよい。この分

布の形についての議論の余地のあるところは省くことにして，上記の仮定をすれば，汚染源から放出

される汚染質が1単位／分であるとき，溝染源から風下の任意地点の軸上地上濃度GQは，

　　　　　　　　2．8　＞〈　1　〔〕肩3
　　　　　　　　　　　　　　　（単位／㎡）　　　　　　　　　　　　（1＞　　　　c。＝
　　　　　　　　u・d・θ・h

で表わされる。

　ただし，　θ篇横の拡がり　　（deg　）

　　　　　　hm鉛直拡がり　　（　肌　　）

　　　　　　u二平均風速　　（7π／seG）

　　　　　　d＝汚染源からの風下星髄沈黒）

uとdは実測することができるが，hとθをどう決めるかが残されている。この二つのパラメーター

は大気安定度との闘係から極くおおまかに決あられる。著者等の計算においてθの決定は風向暑己鍮計

からその、時間変動巾そのものの角度を使用した（風下距離が5㎞程慶であるから）。hの決定につ
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いては野外の気象観測から間接的に大気安定度を決めることによりP改sg磁11の与えたhとdの閣

係鴎から導いた（館4麟）。実際の大気安定度

の決定については後に「測定および結果」のと

ころで詳述する。鎗1図の中に記入されている

安定度はおよそ次のようである；A強い不安定

状態，G弱い不安定状態，　D中立状態，∫弱野い

安定状態，営並の安定状態。又Dα）は乾燥断熱

状態に用いられ，D②はそれにつぐ状態に用い

られるQ今圃の気象観測の結果から一塩すると

D（D，即ち乾燥断熱状態の大気と考えられる。

そこで鉛直拡がり！1とdとの関係式を求めると，

　　　　h＝篇70dq82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

30〃

　ノ00〃
ん

刀η5即

　3〃

！⑳1

詔

！0

5
3

　〃

第’ 1

ツ／

　　　θノ30　D　　ε／ ぼ　　〆　／／　　1〆

^
／ノ／
^

σ305’／　　3」 ノO　j汐塑〃り
　認疎溜）

となる。更に汚染源の風下の地表薗の任意地点（d，y，0）における地上濃度G（d，　y，○）を

求めるにあたり汚染源の地表面からの高さによる補正を加えた式は

　　　　・町一器2二闘一二趣・聯幽⑧

で表わされる。

　　　　y　篇軸と直角方向の躍離（㎞）

　　　　y。一軸上濃度の％oになる二上：耕直弗距離（協の

　　　　H　瓢蒋効煙突高度（7π）

ここで風向の変動巾を225d鴫（」）とするとy。は軸上距離と次の陽係が成立する。

　　　　yo際0．2d　　　　　　　　　（4）

そこで3）式に上記のθの敏および（2），㈲式を代入してyについて解くと

　　　　・一十｛　一・）…一一献詞蚤
　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　撃
　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／・

とたる。

（5）

　そこで⑤式を用いて煙突高霞別の地上濃度分布國を作成する。これを拡散のものさしとする⑦その

一例が第2図である。これをもとにして次の作業をおこなうQ

　（D　調査する地域について拡散のものさしと同じ縮尺の白地図にある大きさの方眼を描く（今回の

調査では，後に詳述するが，地域があまり広くたいので100ηZの方眼とした）。

　①　地図上の汚染源と「ものさし」の汚染源とを合わせ，汚染濃度を測定したときの時悶平均風向

に合わせて方眼の交点上に「ものさし」上の数漉を読み取る。この操作を地図上の各汚染源について
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同様に：おこなう。

　㈱　地図土の同一の方眼の交点の読み敢つた数値にそれぞれ各汚染源の汚染質の放出量を掛けた後

．合計する。

　働　地図上の数値を馬い外挿法によって必要な階級別に等纏線を描く。

　この方法によって求めた理論濃度分獅図が第ろ園である。又地上濃度に大きな影響をおよぼす各汚

線源の有効煙突高度の箪定が必要である。これの七二を次に述べる。

3有効煙突高度
　実際の煙突高慶Hユと，放出速度と浮力とによって煙が更に上昇する高度△Hとの和Hユ＋△Hが

有効煙突蕩度と呼ばれるものである。煙の上昇薦慶△翼を求めるには色々な式があるが，いずれが正

しいかあまり統一的た，晃癖；は今のところない。鋼えばGu胆姐鷺gsら（2）によると，80εa瓢≧ue名ら

の式とPrles組eyの式を圭ヒ較して次のように云っている。三一条件のもとで工つの式を比較して

みると，実際の観測と一番よく合うのがPriestleyの式であり，　Bosa．nαueもらの式は過大に

見積る傾向がある。といっているQしかしP践es帆eyの式は複雑過ぎて実用的ではなく，　BOs－

aぬqueもらの式を用いると実際の煙突を低く設爵する恐れがある。そこでここに又一っの実用式が

ある。これは簡単でしかも実験と良く合うといわれているもので，アメリカのOak　Ridgeで開発

されたものであ滋3）。　又イギリスのG。m撫舳ee。纂Air　P。llu縫Q捻（1954）でもこ

の式の使用を勧告している。だが，この式も実際よりも幾分低く目に見積る傾向があると報告されて

一4一
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い翻4）旧るが，揃の理師・輌はこの式借用して翻煙突巖の算定を瀧妨こ雄する。

Oak　Rldg。の公式による△Hの算定式（5）（6）は

　　　　△康tsv’D＋a4虹一伽）
　　　　　　　　　　　　u

となる。ただし

　　　　V瓢放出速度（御レ’seG）

　　　　D噂放出口直径（㎝）

　　　　u驚平均風速（翻／seG）

　　　　QH驚放出熟量（GaZ／seo）

　次に実際野外測定をおこなったモデル地区（童蘭主輪頭地区と仮称）にある5本の煙突の諸要素お

よび気象条件を（6＞式に入れて計算した結果と肌条髄B。。a聴u。筋の（5）（7）式による計算結果を

第1表に示す。

第　1　表

s（委含有量 煙 突切 △H加 煙突頂
　　1　　　　；　　　　・
@i工　場；旧風蚤；煙突基部煙突i錨幽噸♂臨馴　　　　　　　　　　1

uOL％ 高さ
頂部

煬a の式

Oak斑dge　l　B・s範湿e七

@　　　　の式

部　の

浴@速

嘩

焼結機 ろ80 90～440 0．06 75 45 15，重 5D．8 ＆7冤

2 同上 520 8〔卜MO ao4～0｛〕8 75 4．5 11．o 25．9 8．7

5 発電所 唯10 歪7〔ト’2〔｝D o君1～0創3 5Z5 495｛ 5．7 192 8．4

i　　　　　i
4 二上 215 17〔γ｝200 OD5～Oj　o

5Z549引　　　　9　ξ

質明　　… 544 p 8．4

5 同ま： 115 17〔ト’20朗 ao5～α101 5z5｝ 495｝ 5．9　i 2α・i 8．4
i　　　　　i

但し外気温　20℃
　　　風速窪臓における風速65惚

この表からもわかるようにBosanque七らの式による△9はOak　Rldge公式によるよりも可成

り大きくなることがわかる。参考までに計算に使興した資牌を同表に舶えた。

4測定地域
　測定地域として選んだのは，室蘭市輪亜地区（箋4図）であり，略東西海に閉寮れた四方数K飛の地

域である。南北に比較的高い山があり，東側にも1007πぐらいの丘をもった可成り特長のある地域

である。実際に地形が風向にどのような影響を専えているかを調べるために，月平均および郊平均の

輪西地区におけるwi葺d　rOseを作った（鎮5図）。年平均では，1鍍北酋51％，礪21％，葉北

東19％，東U％でありこれだけで全体の82％を占めている。特にこの地区に薩接汚染影響のあ

る風向は，匹又は北の成分を含み山月から翌年の4月で圧倒的に多くの期閣には全国向の60％～

85％がこれらの成分の風によって占められている。この図は，過去9年蘭の窒蘭気象台の資料をも

とにして，昭和40年7，8，9月の資料と輪薦地区に設置したプロペラ型風向風速計（第4図）によ

一6一



第5図　室蘭布輪西地区の風向百分率
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る同年同月の自記紙からの資料との風向の相関から輪蕩地区の9年間平均のwind　roseを求めた

のである。

　この地域で汚染源と考えた5本の煙突の風下に入る地域は，輪西町，大沢町，みゆき町，東町であ

り，入口割合は噛6万人の全入口に対して約20％である。このとき風肉は南繭洒～衡～北の範囲の

風であり，そのうち禰南西一口一西北西一北西までの素謡頻度が大半を占め残りの風向は殆んどない

ことにたる。このことは，この地域特有の港内風によるものと考えられる。

　次にと記の特徴をもっと具体的につかむために以下のことを述べる。この地域の汚染濃度と風向風

速との相関，特に亜硫酸ガスとの関係を大まかに調べるために，1ケ月の輌瓢rOSeに対する南

醗西～藤～北の風向舞渡の百分塾と輪西地区に設置されたPb％キャンドル（北海道庁公害部による）

によるsO，窺9／day泊凹磁メ纏を・如畳ほ・（記田）、PbO、キヤンド・レ法によると1ケ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月平均の轍酸ガスに相当する縫しかわからな

5「

逡

鳶

ミ

§5
箋

第 6 図

⑭

Φ

⑩

いので，その閥に色々な因子が加わって（特に

Pb％と空気中のSO2ガスの反応に関して平

均風速の毒える効果は大きいとされている）単

純にwiぬd　rOseとの関係をつかむことはで

きたいが，ある程度の相関が認められると思う。

尚，風速との関係はつかめなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5測定および結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5一唾モデル地区の亜硫酸ガス濃度の計算

諄　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著二等が選んだ室蘭市輪西地区は，北海道に
9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おいて数少ない工業地帯であり，汚染の型は逆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転回を伴う静穏状態におけるものと異り，ある

　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程度以上の風速を伴った場合に発生する汚染源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風下の地上汚染濃度が問題になる。輪西地区の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汚染物質は，製鉄ユニ簗が主であるので，それに
　　　0　　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　　／00　ぐ％，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特有な酸化鉄の微粒子，化学工場からの硫化水

　　　　　　　ε5酔晒～）OF酬顯尺。諮　　　　　　素など色々のものが混与合ってい溝6しかし汚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　染濃度を測定するためのトレ噴サー・として現在

の分析法では上記の物質は野外灘定に不適遙であり，建物による乱流域の発生（dσ珊鷺drafも）

を考慮しなくてもよいだけの汚染源高度を有することなどの理由から問題を単純化するために亜硫酸

ガスをトレーサーに選ぶことにした。亜硫酸ガスの発生源として考えられるものは，あ支り多くなく

主なものは，重油専焼の火力発電所（煙突；5本），製鉄工穆の一つである焼結季幾（煙突；2本）の

合計5本目煙突である（第4園）。

　この5本の煙突はi灘1の海犀近くにあるので，汚染濃度鋤濾講べる地域を縮から限定される。

　5一喋一1　拡散パラメーター・としての気象要素

一8　
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⑳　風向風速；これは図に示す地点（第4図）において観測された。ここは地面から約窪0ηzの所

　であり，計器はプロペラ型風向風速網田詑録計である。計器設置場所は周囲の建物による気流の

　乱れの影響を受けないことを欝漂にして選ばれた。

㈲　大気安定慶を推定するための測定

（b－i）　パイロットバルーンによって風向風速の盤直分布の測定をおこなった（鍵7図；室繭

　気象台の協力による）。

　　不安定大気は渦による運動量の垂i直輪回に好都合な条件を有じ（おり，高度による風速の垂直傾

　度は，不安定大気のもとにおけるものが安定大気のもとにおけるよりも大きくないという事実が

　がある。だから，風速難直傾度を測定することは，大気の乱流の程度を測定するための定貴的

　方法となり彫る。田aylorの乱流に評する統謙的相関理論を応用して，　Su馳ORが，空気力

　学的になめらかな表纈に対して次の関係が当てはまるとした。

　　　　　　　　　　　　　／n＼一と
　　　　　　　　　貢巧、「πノ2”n

ただし，

　　　丘　＝基準高度Z1における平均風速

　　　Z1篇基準高度

　　　n　＝＝舌L流パラメーター（0〈n＜・　　　　1）

　nは不安定大気状態において小さく妥定状態になると1に近づく。だいたいの安定度とnの関係

　は第2表に示す。

　　⑦式に」二記測定結果を代入して計算した結果が第5表である。そして得られた箆の鏡を第2表

　　　　　　　　　　パイロソトバルーンによる箆の推定（安定慶）

高　　　慶伽） 風　速（7％e∂ し　　n 備　　　　　考
一」胤

1　0 8．　0 基　準　高　度

9　2　　　　i

E田　i
｝　　　駐　5

@　u。　；
　　0．　1　4

i

（注）　昭和40年9月28デ日　室蘭驚輪薩町における潰」定

　　　放球時閥14h29ηz

第　2　表

nの分類表（Sut』boぬによる）

！不　安　定 　　　　　　1
?　　　　　立

安　　　　　　　定　　　　　　　　　　一

中隔畷定 焔|鍍の錠
n α　2　0　　　　i D。2　5 α5　ろ　　l　　　　o・5　G

（注）　風速の垂直分布におけるSU馳onの指数法則において用うる。

　　　　　　　　　　　　　　一　第　5　表　一
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W工冠PSP職）　1（厩／S3C）

工1　12

一16一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

と比較してみると不安定と判定される。しかし上記の理論は平担で地面摩擦の小さいところで適

用されるものである。輪西地区の地表面の風速は，港内風によって風が収対してきて，かなり強

くたり高履との風速差はそんなに大きくたらないようである。だから中立大気の時でも，風速の

垂直分布傾度は大きくならないのではないかと思う。

（b－2）　エブリー日射計による測定時の田射量（単位；GaZ／c擁／hr）と風速との関係から

安定度分類蓑（原子力気象調査会の修正案）⑧によつて判定するとG又はDとなる（第4表）。

　　　　　　　　　　　　　　　　一　第　4　表一

　　　　　　　安定度の分類（東海村における原子力気象調会における修正）

日 射G麗／c透／時 本 曇 夜

地表風速

ﾅレseG ＞50 49～25
く24嘗

（9～10）

{曇の夜

上窟　雲
i旬～5）
?下層雲
i7～5）

雲　　　量

i4～o）

く2 A A－B B D …
　　．一
c

2～5 A－B B c D 鷺 F

5～4 B B－G c D D E

4～6 G G－D D D D D

＞6 G D l　　D D 「　D　・ D

（注）　A－BはAとBの値の平均

安定度の分類（Posqulll）

地菱風速

雛／sec

　〈2

2一ろ

5－5

5－6
　＞6

日　　　　　　射

搬 並 弱

ヘーBB3

A－B
aB－GG一工）

BGGD

D

昼　　夜

全天量
　　D

　　D

　　D

　　D

　　D

夜

全天薄雲又
は雲量≦；％

の下層雲

　　D

　　D’

　　D

擁｝　　　一
致　　　　茸乏

≦5盗．

　　F

　　D

（注）　A－BはAとBの値の平均

笑潰i1｛直をま，　口召珪…040奪9月28鼠12．〔｝0～1　＆00，　口端寸量55．7GaLる／c涜／hr，　風速7ηレ／

sec　（10ηZ濤1度）o

　この場合，分類表は海から離れて平組な土地における大気安定獲を対象にしている。だから，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一
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輪西地区鉱う礪購三熱たせま噛域鯛等の謝髄受けても・重也面加鄭よ駄気

　の熱乱流の影響は少ないと思われる◎

（。一，）餉硫騨（細鋤か・次・）麟に・っ離定・てみ・。それ朧…（9憶

第　8　図

・一一一．一 ﾋ一・

一＿＿

礪3遜丸憂瓢再蔓1噸一、ll弾、同志纏爾聯・噸繍
「篭；．τ三二＝＝二寒ll．．、蔵二二．頁二二：．＝壷” @．豊静＿窯＿＿＝藍＝＝至＝＝　’藍7．．『至＝丁丁配∴｛＝葺＝．一鼎．蛭

一．一一一 V一一・一　　　・

　　　ζ．噌　　　　　　　　㎜一L一」一

一磯・一一一一一一一一一卑一一一一．一一．・一一一一一一．一　一r瀦一一舟一・．・一一一一

昭
奪

‘ 〔

ぬ

「「…｝…一 ：〔謄

　　るBrOQkh．aven．の実験煙突上の風向測定をもとにしてきめられた風向変動の4つの型である

　　（G。ea七in・もabi！i鰯狽・d・rat・in・七abi1鎚y，　m・d・・aもe　S七ablliむy・

　　9・・aも・七abili七y）．この鋼嚢によると，大気安定度は・／・・d・・aもe　s七abili七y

　　である。即ち中立に近い大気状態ということになる。

　5一重一2煙突要素

　　5節に記した有効煙突高獲の推定である。

　以上必要なパラメーターを得た。そこで今回の実験で適胴すべき大気安定度は，上記5つの判定

法と子午躯の地形的条件（大気安定灘簸腰累醜る地勲漁による熱酌乱流の二二緬

地区では両｛員晦畷まれていて力燃程度が・！・さいとみられる・又風激大きな影響をおよぼす地形

であること，即ち港内風）を考慮すると謎のように大気麟乞驚熱状態にある・購分孝賑でD

　（工）と判定されるのである。

　5－2璽硫酸ガス濃度の測定

汚染源の繊舞よび前述のW魚d…eを考慮して，著老鰍翻掟鯉或を推定し測定地点を定め

た，灘定地点ははじめ略汚染源を中心に周心円と放射線を描きそれらの交点によって定めようと試み

られた。しかし次のいくつかの四一によって鎗4図の⇔印のような配置となった。即ち澗定器用電源

を得ること，実験規模の関係で測定班が5班しか編銭できなかったこと，それにともむつて14測定

一12一
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地点を分担して移動測定する結果となったことなどである。

　今年の野外測定は，輪西地区において冬期の家庭暖房等による排煙の影響を除くために，一戦測定に

望ましい風向の頻度の比較的大きな9月を選んだ。当初5日間を予定したが，望ましい風向が1日だ

けとなった。

　亜硫酸ガスの測定法は，吸収蔽50㏄に対して被検空気500Zを50分越で吸引し比定簸をおこ

なうP・ラ・ザニリン渕α◎を糊した．この方法によると亜硫酸ガスの捕集効薬は98％以上呂、

われている。

　そこで前述の測定規模の関係から，測定に当っては風向風速の平均値の変動の少ない（第8図参照）

10．50～46。50の聞に各班が移動して測定がおこなわれた。又この間，後に得た同時刻聞の汚染

源の稼動状況資料から放出状態も一様であったことも確かめられている。

　そこで査4の測定地点で得た亜硫酸ガスの濃度を地図上に記入し外挿法によって概略の等籠線を描

いた。それが第4秘中の等値線である。膚，第5，第4図ともに濃度の単位はpp鵬である。

6考　　察
　著者等のおこなった今鷹の野外実験は，将来薪産業都島計画や既存の都市の改造をおこたうとき，

公害の立場からその無爵影響の予想をたてることが目的であった。又加えて多重汚染源の場合，その

各々の汚染源の風下地上濃度に対して占める割合などがっかめればということもあった。しかし，実

験の規模からして十分な推定を碍るに至らなかった。だが，風向風速の平均値，汚染源の稼動状況が

測定時間中略一定であるという前記の仮定のもとでの結果としては満足すべきものが碍られたと思う。

　地上濃度分布の決定に重要た大気拡散現象の気象および煙突の各パラメーターの推定は十分とはい

えたいが間接的な推定としては成功したものと思う。又実験期間の関係で大気安定度の種類の中で中

立状態（乾燥断熱状態）のみにとどまったが，都甫設計の立場定に公害を考慮した場合，最悪な気象

条件のときの資料が必要である。その上その様な条件の発生す為1年を通じての頻度，継続財閥など

も問題とたるであろうQ

　さて，嘆4の測定地点における測定結果と計算値を比較してみると，次の事が量えると思う。

　測定儂が略正確なものと判断されるので，計算値との違いを検討してみた。第3図の濃度分布と第

4図のそれを比較してみると，計算による分衆の中心纏が測定値による分布の中心鰹より汚染源に近

くしかも中心濃慶が約2割も蕩く計箕されている。大気拡散に鴬いて地上濃度に一番大きた影響をも

つ困子は湾染源の高さ，即ち，菊勘煙突高度である。著者等はOak：Ridgeの公式によって有効煙

突蔦慶を誹算したのであるが，廊“己の結果からみると高度が実際よりも多少低く見積られるのではた

いかと思う。上記の公式にしても高度は｛つの煙突について野外観測によって求められたのである。

Briggsωによると，汚染源となる煙突がある程度近接して複数存在すると（今翻の場合，火力発

電所の5本と焼結機の2本がそれぞれある程度近接していた）煙は上昇途上で互いの側面が接近して

終いには1っになり，これが周囲からの空気の乱流混合の状態を変え，浮力の上昇に伴う減衰度を抑

え有効煙突高度の再上昇という現象がおこるのではないかという説を唱えている。

　次郷トレーサーについて述べる。亜硫酸ガスはトレ’一サーとして比較的扱い易く又それ自体汚染質

一15一
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として重要な意味を持っているので今團の実験にも用いたのであるが，次の專項には注意する必要が

あると思う。一般に大気中の湾染質は，粒子状，ガス状に限らず激着，沈着，衝突による，又は光建学

酌および化学的反応によっておこる大気の自然浄姥作用によって，ある時闘経つとその絶対景がかた

り消耗する。このことが先の研究により亜硫酸ガスにおいて4蒔間の半減期をもつていることがわか

っている。又G田nmingS　によると汚染源（火力発電所）からかなり離れた地点での亜硫酸ガス濃

度が計算で予想される髄：で大きく下まわるといった報告もある。であるから広い地域の汚染濃度分布

を亜硫酸ガスによって推楚するのは適当でないと思う。三下の瀦定は最も遠い地点でも5勲に満ない

ので藪硫酸ガスの汚染源からの到達時闘も最大で約レ勧時隠ということになり（平均風速を約8膨

seG）ま二記の作用による誤差は考え．たくてもよい。

　今後は更に資料を積み各種の気象条件における解析をおこなってゆきたいと思う。

　おわりに本調査実施にあたり，種々の便窟を与えられた富士製鉄室繭製鉄所衛生管理諜の課員の方

方，灘風資料の観測をして下さった気象庁室蘭地方気象台の職員諸氏，ならびに本観測の実施に協力

していた父いた谷沢助教授，佐々木助手に厚く感謝いたします。
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