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大気常時監視システムの今後のあり方について
環境監視事業第２ユニット

池澤

健

昭和４３年に大気汚染防止法が制定され、都道府県知事の義務として大気汚染の状況を常時監視し、その結果
を公表するとともに、必要に応じて緊急時の措置をとることが定められた。そこで、各都道府県（政令市含む）
では、大気常時監視システムを構築し運用することとなった。当初は、中央監視局（親局）に大型汎用コンピュ
ータを用い、各測定局（子局）に設置された測定機の出力を、子局用インターフェイスを介して通信回線を用い
て収集する（テレメータ）システムであった。そのため非常に高価なシステムとなっていた。その後のコンピュ
ータ関連技術（IT）と通信技術の進歩により、徐々
に小型化されてきたものの、基本となる収集デー
タの種類はほとんど変化していない。
現在、全国の環境大気常時監視システムは、一
般に各測定局と親局の間を通信回線（有線・無線）
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自治体の大気常時監視に必要な全ての機能を低ｺｽﾄに実現！
ﾘｱﾙﾀｲﾑ収集、一日一回の収集、ｵﾝﾗｲﾝでの収集などに一台で対応！
ﾒﾆｭｰ、ｱｲｺﾝ選択等により、ﾏﾆｭｱﾙﾚｽ操作が可能！
測定局、測定項目の変更がきわめて容易！
当社開発のｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄな子局装置ＲＥＣ−１21に対応！
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処理を行っている。（図−１参照）
近年は、環境省の「そらまめ君」により、全国
の自治体が収集した１時間値データがすぐに Web
上で公開されている。しかしながら、これらのデ
ータは、「速報値」であり、確定値とは必ずしも一
致しない。それは、データ収集後に自動測定機に
より記録された記録紙のデータと照合したり、熟
練者（専門技術者）による異常値判定（一部はコ
ンピュータによる自動化がされている）を行い、
最終的に「確定」させるためである。
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機器監視センターへのデータ転送

ワールドワイド！ インターネットへ

■INSﾊﾟｹｯﾄ、衛生通信、各公衆回線に対応し
た オンラインデータ収集（１分 ５分１０分選択）
■子局の収録データをメモリーカードで持ち
帰り読み込み
■アイコンメニュー、共通インターフェイス採用
■データのインターネット転送
■ｉ−modeへの警報メッセージ出力
■ｉ−modeでの速報データ確認
■環境省準拠年報等各種帳票、グラフの作成
■Windowsシリーズに完全対応

環境データの表示
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これまでの大気常時監視システムは、測定データの取得率を向上させ、リアルタイムでのデータ収集に寄与す
ることを目標に改善されてきたものである。
しかし、近年のコンピュータや通信システム
技術の発展に伴い、「そらまめ君」の速報値と
確定値の違いの極小化、確定作業の繁雑さの解
消など、システムに対する新たなニーズが生ま
れてきている。つまり、これまでは単に測定局
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に設置された測定機から出力される測定デー
タを収集・処理する機能だけであったが、測定
データの品質（精度・信頼性）を担保する情報
を合わせて取り込み、コンピュータによる情報
処理によって、測定機稼働状況の的確性判断や
データスクリーニング手法（表‑1 参照）を用
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いた異常値判定の補助などが可能となってき
た。
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これらの測定機稼働状況の情報取得（状態監

表−１ スクリーニング手法
（環境大気常時監視マニュアル抜粋）
種類
内容
各項目毎に上限値、下限値を設定して
上下限値
その範囲超過をチェックする。
それぞれの１時間値の前後のデータを
階差上限値 比較して、その階差上限値を超過した
ものをチェックする。
それぞれの１時間値の時間的変化率に
変分上限値 ついて変分上限値を設定してチェック
する。
データの変化が一定時間ない場合や、
周期性
単調増加または減少をチェックする。
NOとＣＯ、ＮＯとNO2、ＮＯとSPMな
同一局項目
ど、経時変化パターンが同じ傾向を持
間比較
つ項目についてチェックする。
同一項目の隣接局との比較を行い
隣接局比較
チェックする。

視信号）は、測定機が湿式主体から乾式主体に変わってきていることに伴い、内容が変化してきている（表‑2
参照）。また、測定機の保守管理の面からは、湿式測定機は吸収発色液の色の付き具合、バブリング状態など測
定機の稼働状態が視覚的に捉えやすか

表−２

測定機から出力される状態監視信号の例（湿式･乾式比較）
（SO2計・NＯx計・Ox計）
分類
信号項目
内容
えることが難しい反面、検出部の温
電源断
電源が切れた。
度・圧力・流量などの情報取得が容易
校正不能
ゼロ、スパン校正時に校正範囲を超えた。
湿 セル出力劣化
非職セルの出力電圧が低下した。
になったことが挙げられる。
式 計量不良
吸収瓶に吸収液が計量されない。
計 異常値
マイナス指示となった。
大気流量
流量が規定の範囲から外れた。
従って、これからの大気常時監視シ
フィルター詰まり
フィルターが詰まった。
ステムに求められる機能は、データの
電源断
電源が切れた。
校正不能
ゼロ、スパン校正時に校正範囲を超えた。
収集・処理機能が安定的に稼働するこ
光源出力劣化
光源出力が低下した。
とは当然として、測定データの品質を
検出器出力異常
検出器出力が規定範囲から外れた。
乾
検出器温度異常
温度が規定範囲から外れた。
担保する情報をどのように、どれだけ
式
ｺﾝﾊﾞｰﾀ温度異常 温度が規定範囲から外れた。
計
収集し、どのように処理するかを設計
異常値
マイナス指示となった。
流量異常
流量が規定の範囲から外れた。
段階で吟味し、システム構築に反映さ
圧力異常
圧力が規定範囲から外れた。
せることが大事になってくる。そのた
フィルター詰まり
フィルターが詰まった。
めには、単にコンピュータ技術・通信技術のみではなく、測定機の保守管理技術やデータ処理・評価技術など総
ったが、乾式測定機では、視覚的に捉

合的なノウハウを保持することが必要となる。
また、この大気常時監視システムで得られる測定機の稼働状態データにより、リアルタイムでデータ確定作業
を行うことが可能となる。従って、速報値と確定値の違いを小さくできる。異常が見られたときは速やかに測定
機の臨時保守点検を行うことで欠測を最小限に止めて、測定データの取得率向上にも寄与できることとなる。
グリーンブルーからは、これまでに大気常時監視システムの構築はもとより、測定機の保守管理や環境調査レ
ポート作成など、幅広い業務に深い知識と経験を持った技術者が多く育っている。これらの優秀な技術者による
大気常時監視システムの開発でより一層、顧客ニーズを満足するシステムを送り出していきたいと思うものであ
る。

大気質保守管理の仕事から学んだこと
環境監視事業第１ユニット

鈴木

史行

私が、測定機器の保守・管理の仕事を始めたとき、二酸化硫黄・窒素酸化物・光化学オキシダントに関しては、
測定方法に湿式と乾式の二つの種類（今月のキーワード参照）があることを教わった。当初、測定方法は基本的
に一種類しか存在しないと思っていたので、複数の方法があることが印象深かった。さらに、原理が全く異なる
ところが驚きでもあった。
今回、第１ユニットの東京保守サブユニットで接する機会の多い自動測定器の湿式および乾式の機器のなかで、
NOx 計について記すことにする。
乾式自動測定機
我が国では、二酸化硫黄・窒素酸化物・光化学オキシダントの測定には、大気試料を一度吸収液に吸収させ、
その反応から濃度を測定する湿式測定法が用いられてきた。これに対してガスのままで測定できる乾式測定法が、
平成8年10月25日に環境基準に基づく測定法として追加された。
乾式測定法として採用されたのは、紫外線蛍光法による二酸化硫黄、化学発光法による窒素酸化物および紫外
線吸収法もしくは化学発光法による光化学オキシダントである。乾式測定法は欧米では1980年代から使用されて
きたが、わが国では歴史の浅いものであり新しい技術によるものである。また、湿式測定法のように吸収液を用
いないため、吸収液の調製・交換・廃棄の作業が不要で維持管理が容易である。
湿式測定法（ザルツマン試薬を吸収液とする吸光光度法）
ザルツマン法は、Ｎ−１ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩、スルファニル酸および酢酸の水溶液を吸収液と
している。二酸化窒素は、水に吸収されると亜硝酸および硝酸を生成するが、亜硝酸の生成率は、吸収液の組成、
二酸化窒素濃度、吸収条件等に依存し、一般的には係数を含む次式で表わされる。
NO2

＋

H2O

→

α・HNO2

＋

（１−α）・HNO3

(1)

式中のαはザルツマン係数と呼ばれ、二酸化窒素が吸収液（ザルツマン試薬）に吸収され、反応して生成する
亜硝酸イオンの量と初めの二酸化窒素との生成比率（NO2‑／NO2）である。
ここで生成する亜硝酸は、スルファニル酸とジアゾ反応し、ジアゾ化スルファニル酸塩として吸収されます。
このジアゾニウム塩は、発色剤であるＮ−１ナフチルエチレンジアミン２塩酸塩とカップリング反応し、アゾ染
料を生成し、桃色に発色する。この発色の 545nmにおける吸光度を測定し、二酸化窒素濃度を求める方法である。
一酸化窒素は、ザルツマン試薬とは反応しないので、硫酸酸性過マンガン酸カリウム液を満たした酸化器に通
して二酸化窒素に酸化した後に同様に測定する。
乾式測定法 （オゾンを用いる化学発光法）
試料大気にオゾンを反応させると、一酸化窒素（NO）から励起状態の二酸化窒素（ＮＯ2*）が生じ、これが基
底状態に戻る時に光を発する（化学発光）。この化学発光の強度を測定することにより、試料大気中の一酸化窒
素濃度を測定することができる。 一方、試料大気をコンバータと呼ばれる変換器に通じて二酸化窒素を一酸化
窒素に変換した上で化学発光の強度を測定すると、 試料大気中の窒素酸化物（一酸化窒素＋二酸化窒素）の濃
度が測定でき、これらの測定値の差を求めることにより 試料大気中の二酸化窒素濃度を測定することができる。

すなわち、一酸化窒素とオゾンが反応すると二酸化窒素（NO2）が生成され、一部は一定の割合で励起状態の
NO2* となる。それが基底状態に戻る時に、励起エネルギーが光エネルギーとして放出されるので、その強度を
測定することによりオゾン濃度が測定されることになる。
したがって、オゾン濃度を充分に過剰にすれば、発光強度Ｉは一酸化窒素濃度と比例する。一酸化窒素とオゾ
ンの反応の発光スペクトルは、600〜3,000nmの波長帯域にあり、極大波長は、1,200nm付近である。他の化学発
光の影響を除くために、光電測光部に光学フィルタを使用する。光電測光部には、光電倍増管（PMT）や光電素
子が使用されています。また、他の物質の化学発光と同様に、共存成分Ｍと励起分子が衝突して励起エネルギー
を失うクエンチング（消光）を起こすこともある。一般に、クエンチングを起こすガスとしては、二酸化炭素お
よび水分が知られていますが、大気中の二酸化炭素濃度程度では測定への影響は無視できる。水分については、
除湿器や調湿器を付加することによりその影響を除去する。窒素酸化物の中で、オゾンとの化学発光によって測
定できる物質は一酸化窒素のみです。したがって、二酸化窒素はNO2*→NOコンバータによって窒素酸化物をすべ
て一酸化窒素として測定し、別途測定した一酸化窒素の量を差し引くことにより求めることができる。
保守管理を行う上では
乾式測定機が、登場してから湿式測定機は減少の一途である。この理由の一つに吸収液の問題がある。湿式の
場合は、吸収液を持参する必要があるため常に車両を使用しての点検作業となる。しかし乾式の場合は、通常は
大きな荷物が無いことから電車等の公共交通機関を利用して点検を行うことができる。このことは環境負荷の面
からも注目できる利点である。デメリットとしては、分析部がブラックボックスになっている点である。したが
って装置の故障が起きると、乾式測定機は修理がその場で対応できないことが多い。配管の経路や、機器の動作
をみるためには、湿式の方がわかりやすく勉強はしやすい。湿式、乾式共にいろいろな場面を利用して測定機に
ついて勉強していくことが大切である。
今回この原稿を書きながら気づいた点は、日々の業務に追われて、測定機について深く考えずに作業を行って
いたことである。今回の原稿を作成しながら、測定機の勉強をすることができたのは、私にとって大きな収穫と
なりました。このような機会を与えていただいたことを深く感謝します。

今月のキーワード：

大気質監視での湿式測定機と乾式測定機

大気質の常時監視をする測定機に、わが国では 1970 年代から今日まで湿式測定機を使用してきた。これは欧
米諸国が 1980 年代初頭には、湿式から乾式測定機に移行が完了していたのと対照的である。湿式測定機は化学
分析の原理に基づいたもので、NO2 の測定に用いるザルツマン試薬とかオキシダントの測定に用いる沃化カリ溶
液とかを用いて測定を行う。これに対して、乾式測定機は物理の原理に基づいたもので、化学発光法とか紫外線
吸収法とかが用いられる。わが国は長らく湿式法を用いていたため、先進国では唯一国連の大気質統計から除外
されてきていた。これからは、国連の環境統計に我々が日々努力して集めた常時監視データの統計値が載ること
になる。

●
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今回は、大気汚染を常時監視するために働いている環
境監視事業の２名の方に投稿してもらいました。ベテラ
ンと新人、監視システムと保守管理という異なる背景の
二人に、大気の常時監視を支えるそれぞれの仕事につ
いて語ってもらいました。（堀江）
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