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北東アジアにおける酸性物質の長距離輸送

市川陽 一
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1. はじめに

アジアでは，経済成長，人口増加にともない，大気汚染物質の排出量が年々

増加している。 一方，欧州では， 2度にわたる硫黄削減の議定書締結（1985年，

1994年），窒素酸化物に関する安定化の議定書締結 （1988年）および新しい議

定書の準備により，北米ではアメリカの大気浄化法の改正（1990年）により，

大気汚染物質の排出量の抑制，削減が着実に進んだし，将来的にも見込まれて

いる。

アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）の1995年の資料によると，アジア

の二酸化硫黄の排出量は増加の一途をたどり， 2000年には既に減少傾向にある

欧州とアメリカの排出量の和を上回り，それ以降，差を広げてし、く。とりわけ

中国の寄与は大きく， 1990年にはアジア全体の 2/3に相当する年間2,000万t

を超える二酸化硫黄の排出があった。スト ックホルム環境研究所の予測では，

このまま特段の対策を施さなければ，中国の二酸化硫黄の排出量は1990年に比

べて2025年に3.5倍， 2050年に約6倍になる。昨年来，アジアの多くの国が経

済の危機的状況に見舞われる中，中国は1997年における国内総生産の成長率
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8%台を確保し， 何とか踏みと どま っている。アジアの景気後退がいつ回復す

るか，経済的な悪化が環境対策の推進にどのよ うな影響を及ぼすか不透明な点、

が加わることにより，アジア地域，特に中国を含む北東アジアの大気汚染問題

がますます重要になってきた。なお，ESENA（北東アジアのエネルギー，安

全保障，環境）スクールホームペイジ（http://www.nautilus.org/esena/cur-

riculum/index.ht凶）によると，国連では，中国，日本，モンゴル， 北朝鮮，

韓国，ロ シアを北東アジアと称している。

電力中央研究所では， 1980年代末に，北東アジアを対象に大気汚染物質の輸

送解析のための研究を開始した。輸送中に起こる様々な物理， 化学現象を簡略

化した計算モデルをつくり，電力中央研究所の観測網のデータをもとに妥当性

を確認し大気汚染物質がどこからどこへ運ばれたかとし、う発生源寄与，つま

り越境大気汚染の解析も行った。 1992年に越境大気汚染の解析結果が最初に報

告されたときには1），結果の妥当性は別にして，そのような解析をすること自

体を批判する声が一部にはあった。そもそも越境大気汚染の問題は，既に17世

紀の本2）に，イギリ スから流れていった煙によ ってフランスのぶどうが被害を

受けて困っているとし、う記述が見られる。今日の越境大気汚染問題は， 1967年

にスウェーデンの科学者オーデンが，北欧南部の河川，湖沼の魚の被害はイギ

リス，欧州大陸から排出された二酸化硫黄が原因であると指摘したことに始ま

る。この問題は1972年に開催された国連人間環境会議で取り上げられた。欧米

でも，越境大気汚染の問題は，初めは懐疑的な目で見られていた。しかし時

聞をかけて議論を重ね，関係国が共同で実態把握や輸送解析を行うことによっ

て， 排出量削減の合意に至った。

アジアにおいても，最近多くの研究者が越境大気汚染の解析結果を報告する

ようになってきた。欧州のように統一の輸送モデルで，年毎に各国の発生源寄

与を評価するにはほど遠いが，越境大気汚染をキーワードに国際的な議論がで

きるようになりつつある。本報告では，筆者らが行っている北東アジアにおけ

る輸送解析の結果や国際的な取り組みについて述べる。

2. 長距離輸送モデル

表 1はアジアを対象に開発されている長距離輸送モテ．ルである。欧米では

1970年代， 80年代に盛んに輸送モテツレが開発された。 アジアのモデノレは1990年

代になって報告されるよ うになった。
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表 1 アジアの長距離輸送モデル

開発機関 種 類 気象 物理ー化学過程 予測内容

電力中央研究所 ・トラジェタトリー 観測データ 気相化学： 2物質 日本の硫黄

（市川，速水，藤図） (2次元） 湿性沈着 （察内，雲 通年解析

・ハイプリッド（ト 下），乾性沈着 発生源寄与評価

ラジェグ トリ ー＋

オイラー）

大阪府立大学 オイラー 観測lデータ 気稲化学： 2物質 日本の硫黄，蜜紫

（池田，東野他） （硫黄）. 5物質， 4 通年解析

反応（窒素） 発生源寄与評価

湿性沈着（察内，雲

下），乾性沈着

量豊橋技術科学大学 粒子 （3次元） 格子点f直デ 気相化学： 2物質 日本の硫黄

（北田他） -? 湿性沈着，乾性沈着 エピソード解析

発生源寄与評価

向 上 オイラー 格子点値デ 気相化学 38物質， 日本の硫黄，窒

-? 90反応 索，オゾン他

観測データ 乾性沈着，湿性沈 エピソード解析

（降水） 着，雲による鉛直愉 発生源寄与評価

送

九州大学 ー京都大学 オイラー 格子点値デ 気相化学： 53物質， 日本，中国，韓国

（美， 植田） 一夢 112反応＋α の硫黄，E草索，オ

乾性沈着 （湿性沈着 、Iソ

なし） エピソード解析

国立環境研究所 オイラー 格子点f直デ 気相化学： 53物質， 日本，勝国のlift
（現在，九州大学 ータ 112反応＋α 賞，窒紫

鵜野他） 乾性沈着（湿性沈着 エピソード解析

なし）

向上 オイラー 気象モデル 気相化学 2物質 日本，勝国の硫賞

乾性沈着，湿性沈着 エピソード解析

（雲内，雲下）

気象研究所 粒子（2次元） 気象モテソレ 気相化学 ：2物質 日本の硫黄

（佐藤） 乾性沈着，湿性沈着 通年解析

発生源寄与評価

山梨大学 オイラー 観測データ 気相化学： 2物質 日本の硫黄

（片谷他） 格子点値デ 乾性沈着，湿性沈着 通年解析

-? 発生源寄与評価

（次頁につづく）
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開発機関 種 類 気象 物理ー化学過程 予測内容

中国科学院 オイラー 格子点値デ 気相化学： 2物質 中国，日本の硫黄

（賞他） -!J 乾性沈着，湿性沈着 通年解析

観測データ 発生源寄与評価

（降水）

中国環境科学研究院 オイラー 気象モデノレ 気相化学： 2物質 中国南東部の硫黄

（孟他） 湿性沈着，乾性沈着 エピソード解析

向 上 トラジェダトリー 観測データ 同上 中国南東部の硫黄

(2次元） 通年解析

発生源寄与評価

延世大学校 オイラー 気象モテツレ 気相化学： 64物質， 韓国の硫糞，窒索

（李） 157反応 エピソ ー ド解析

湿性沈着，乾性沈

着，雲による鉛直輸

送， 液相化学

雲林科技大学 台湾 オイラー 気象モテソレ 気相化学： 63物質， 台湾の硫策，窒索

大学 157反応 エピソード解析

（張，鄭他） 湿性沈着，乾性沈 発生源寄与評価

着，雲による鉛直輸

送，液相化学

アイオワ大学 オイ ラー 観測lデータ 気相化学 ：2物質 日本の硫黄

(Phadnis, 湿性沈着，乾性沈着 季別解析

Carmichael他）

レイソズアジアプロ トラジェ Fトリー 観測データ 気相化学 2物質 アジアの硫黄

ジェタ ト (3次元） 格子点値デ 湿性沈着，乾性沈着 通年解析

(Arndt, -!J （降水） 発生源寄与評価

Carmichael他） 排出γナリオ，生

態系影響との結合

Sida-SEIプロ ジェ オイラー 観測データ 気相化学・硫黄酸化 アジアの硫黄

F ト （スウェ ー 物，窒索酸化物，窒 通年解析

デγ版） 索化合物 排出γナリオ，生

湿性沈着，乾性沈着 態系彫響との結合

（スウ ェーデγ版）

輸送モデルは，その構成からトラ ジェク トリ ー型とオイラー型に分けること

ができる。トラ ジェクト リー型は，空気塊の流跡に沿って， 大気汚染物質の発

生，拡散希釈，反応，沈着や雲による除去を考える。粒子モデルは，大気汚染

物質を多数の粒子で（ガス状，粒子状とし、う意味ではなく，単にマーカーとし
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て）模擬し，粒子を移動，発生，消滅させるこ とで，上記の諸過程を考慮す

る。粒子の動きを追跡するので， トラジェク トリ ー型の一種と見なすことがで

きる。オイラー型では，発生から沈着に至る諸過程を考慮した物質収支式を解

く。その際，対象領域を 3次元の格子に区切る。トラ ジェクトリー型，オイラ

ー型にはそれぞれ長所，短所がある。 トラジェクトリ ー型は，物理，化学過程

を簡単に扱うが，入手しやすい排出，気象，地理データをもとに，簡単に計算

ができる。オイラー型では，十分なデータや性能のよい計算機が必要になる

が，物理，化学過程を詳細に組み込むことができる。一般に前者は年間などの

長期間解析に，後者は高濃度時などのエピソード解析に適している。

輸送計算には，風や降水量等の気象データが必要である。対象領域全体の気

象場は，「観測データ」を補間して求める方法，欧州の気象予報センター

(ECMWF）や日本の気象庁の「格子点値データ」（GPV:grid point value）を

用いる方法，「気象モデノレ」を実行して与える方法がある。前二者では補聞や

座標系の変換が必要なだけだが，自分で気象モテツレを実行するには相応の負担

がかかる。ほとんどのモデルは，気相化学，湿性沈着，乾性沈着を扱う。ま

た，一部のモデノレでは，積雲対流による鉛直方向への物質の移動を考慮してい

る。気相化学では，二酸化硫黄と硫酸イ オンの 2種， 1反応とし、 う簡単なもの

から， 60以上の物質， 150以上の反応を扱う複雑なものまである。予測内容の

欄に国名が記載されている場合は，その国で観測されたデータをもとにそデ／レ

の妥当性を検討したことを意味し，必ずしも対象領域を示すものではなし、。硫

黄酸化物だけでな く窒素酸化物の予測も見られるよ うになってきたし，越境大

気汚染の解析である発生源寄与の評価も多くの機関で実施された。世界銀行の

レインズアジアプロ ジェクト 3）や Sida(Swedish International Development Co-

operation Agency )-SEI (Stockholm Environment Institute）プロジェ クトりでは，

エネルギーや排出制御のシナリオを作成し，それに対応する現在～将来の酸性

沈着量を輸送モデルで‘計算し，その結果をもとに生態系影響を評価している。

電力中央研究所では，鉛直方向に一層（2次元）のトラ ジェクト リー型モデ

／レとトラ ジェクトリ ーとオイラーのハイブ リッド型モデルを開発した5）～9）。ハ

イブリッ ド型モデルは遠くの発生源に対してはトラ ジェクト リー型モデル，近

くの発生源に対してはオイラー型モデルを用いる。これは，遠くの発生源から

排出された汚染物質は，長距離輸送される聞によく混合され，鉛直方向には混

合層内で濃度がほぼ一様になると考えたからである。 この仮定は，発生源がほ
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とんどない九州北西海域で，大陸からの季節風が支配的な冬季に行った航空機

観測の結果によって，ある程度裏付けられた。近くの発生源に対しては，排出

源データを詳細に考慮して，濃度の鉛直分布を精度よく予測した方がよいとい

う考えからオイラー型モデルを用いた。また，対象領域全域で鉛直分布まで含

んだ詳細な排出源データが得られず，全域にオイラー型モテツレを適用する意味

が薄れることが，ハイ ブリッ ド化を図った理由の 1つでもある。

本研究で用いた長距離輸送モデノレの物理，化学過程を図 1に示す。 トラジェ

クトリー型モデルでは水平方向だけの 2次元の輸送・拡散，ハイブリッド型モ

デ／レのオイラ一部分では 3次元の輸送・ 拡散を扱う。 二酸化硫黄の硫酸イオン

への変質，二酸化硫黄と硫酸イオンの乾性沈着とウォッシュアウト（雲下洗浄）

による除去および雲水への取り込み，雲水中の硫酸イオンの降水中への取り込

みによる除去は，濃度に線形に比例して生じると仮定している。二酸化硫黄か

ら硫酸イオンへの変換率は，夏季に 3%／時，冬季に 1%／時，輸送過程中の二

酸化硫黄の乾性沈着による除去率は0.72%／時とした。雨や雲による除去がな

いとすると，冬季には 2%弱／時で二酸化硫黄は減少してし、く。単純に考える

と二酸化硫黄の寿命は約50時間（実際はもっと長い）となり ，風速が10m/s 

の場合， 1,800km輸送されることになる。 北京と福岡の距離は約1,500kmで

あるから，わが国の硫黄の沈着量を予測するには，いわゆる北東アジアと呼ば

れる地域を長距離輪送モデルの対象としなければいけないことがわかる。

長距離輸送モテ．ルの計算を行うには，排出量データと気象データが必要であ

図 1 長距離輸送モデルの物理，化学過程



市川：北東アジアにおける酸性物質の長距離輸送 57 

表 2 1990年における人為起源の二酸化硫黄の排出量

（単位：万ti年）

園地域 本研究 レインズアジア

日 本 99 83 

北 朝 鮮 68 35 

韓 国 161 167 

中 国 2,095 2,235 

i:J 湾 58 49 

モ ン ゴノレ 9 8 

ロシア極東地域 25 

l口,._ 計 2,515 2,577 

る。排出量分布は，空間的に細かい格子で与える方がよいが，今のところ北東

アジア全域に対して得られるデータは， 1度（約100km）程度の分解能であ

る。本研究では，電力中央研究所が1990年を対象に推定した北東アジアの約

80km格子のデータと水平方向，鉛直方向とも 3倍密な空間分解能をもっ日本

域のデータを用いた。 二酸化硫黄の国－地域別の排出量を表 2に示す。比較の

ため， レイ ンズアジアのプロジェクト で用いている排出量も記載した。北東ア

ジア全域の人為起源から年間約2,500万tの二酸化硫黄が排出され，その うち

の80%以上を中国が占めることがわかる。日本には火山があり， 1980年代の末

には年間約150万tの二酸化硫黄の排出があった。内訳は，九州が110万t，北

海道が20万t，本州 ・伊豆大島が20万tである。

気象データは観測値を補間して用いた。 北東アジア全域で入手可能な高層風

の観測地点は54しかな く，十分なデータが得られているとは言えない。降水量

については， 345地点のデータが得られるので陸上については十分と言えるが，

海上でのデータはない。日本国内については，気象庁のアメダスからほぼ20

kmごとに地表風のデータが得られる。最近は，風については気象庁広域モデ

ル（RSM）の格子点値 （GPV）データが CD-ROMで提供されている。 気象

庁 RSMのGPVデータを用いることにより，地理的要因を詳しく考慮でき，

データ打ち込みの労力も不要になる。

3. 輸送モデルの検証

長距離輸送モデノレを作った次の段階は，その妥当性を確認することである。



58 

本研究では，電力中央研究所の酸性降下物観測網のデータと比較することによ

り，モデルの検証を行った。電力中央研究所は， 1987年10月～90年9月の期聞

に，北海道から九州に至る日本全国21地点（図4の番号付き・地点）で観測を

行った。ここでは， 1988年10月～89年 9月の予測結果について示す。 観測地点

は日本を地理的，気候的要因によって分割した地域の代表地点（15点）と島の

地点 （5点）および筆者らの研究所がある東京都狛江市である。瀬戸内はほと

んどが工業地帯で，その地域を代表する高松市は局地的な大気汚染の影響を受

けると思われる。また，狛江市は首都圏に含まれる。それ以外の地点は，局地

的な大気汚染の影響を受けない場所とみなせる。

図2は硫黄の乾性沈着量の年間値について，輸送モデルによる予測と観剖を

比較した結果である。 ．がハイプリッド型モデル，．がトラジェクトリー型モ

デルの結果で，同ーの観測値（観測地点）に対してベアで示されている。図に

は，予測値と観測値が l対 lに対応する線とファクタ－ 2 (1/2倍， 2倍）で

一致する線が記載されている。両モデノレの結果は似ているよ うに見えるが，ハ

イブリッド型モデルの方が少しよし、。特に， K地点（狛江市）に対して，

イプリッド型モデルはトラジェタトリー型モデルの過小評価を大きく改善し

た。しかし，同じように工業地帯に近いT地点（高松市）に対しては，あま

り改善がみられない。残りの郊外や島の19地点に対しては，両モテ・ルとも比較

的よい結果が得られている。
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表3 輸送モテソレの予測結果と観測結果の比較

年間の硫黄の沈着量 （単位： 100万t／年）

トラジェクトリー型モデノレ ハイブリッド型モデノレ 観測値

乾性沈着 0.11 0.16 0.21 

湿性沈着 0.25 0.27 0.32 

全沈着 0.36 0.43 0.53 

図3は硫黄の湿性沈着量の年間値を比較した結果で、ある。両モデルの予測値

は観測値とよく一致している。

日本の硫黄の年間沈着量について，輸送モデルの予測結果と観測結果をまと

めて表3に示す。乾性と湿性を足した総沈着量 （硫黄換算）は，ハイブ リッド

型モデノレの予測値が43万 t／年，観測値が53万 t／年である。ハイブリ ッド型モ

テ．ルは観測値の80%以上を予測で、きた。モデJレの予測精度は比較的ょいと言え

る。乾性沈着量は地表近くの濃度に強く依存するが，湿性沈着量は濃度の鉛直

分布にあまり影響を受けない。そのため，濃度の鉛直分布を考慮しないトラジ

ェクトリー型モデルと考慮できるハイブリッド型モデルの間であまり差が見ら

れない。

4. 発生源寄与の評価

ある地域で発生した大気汚染物質がどこで沈着するかという発生 ・沈着の関

係評価は，環境対策を考える上で役に立つ。発生 ・沈着の関係により，ある地

域の酸性沈着量を効率的に減らすには，まず，どの地域の排出量を削減すべき

かを知ることができる。このような評価は，観測結果との比較により妥当性を

確認した輸送モデルを用いて行うべきである。

図 410）は電力中央研究所のハイ ブリッド型モデノレを用いて，日本に沈着する

硫黄の国・ 地域別の発生源寄与を評価した結果で、ある。ロシアやモンコツレ，台

湾の寄与は，足してもせいぜい 1%と小さく，この図には現れていない。な

お，寒候期は10月～翌年の 3月，暖候期は 4月～9月を意味する。日本全域で

見ると，わが国の人間活動による寄与が40%，火山の寄与が20%，大陸の寄与

が40%を占める。寒候期は冬の季節風の影響で，日本海側では大陸の寄与が

80%を超える。

Sida-SEI4lの予測では， 1985年以降，排出防止，制御の対策がとられないま
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まだとすると， 2025年に中国の硫黄（換算）の排出量は約3,500万tに達する。

図 4や表2,3から，中国の排出量の約 1%が日本に沈着すると推定できる。も

し，中国で特段の環境対策技術が導入されないまま2025年を迎えると，他の国

の硫黄の排出量が伸びなくても，日本に沈着する硫黄の量は， 3,500万tから

1,000万 t (1990年の硫黄換算の排出量）を引し、た量の 1%に相当する25万tが

増える。これは，日本に沈着する硫黄の量が約 5割増加することを意味する。

日本に沈着する硫黄の発生源寄与の評価結果は，最近，幾つかの機関で報告

されている。大陸の発生源寄与の割合は，中国科学院が見積もった 5%から 日

本の複数の機関の40%まで大きな聞きがある 11）。電力中央研究所では，この差

について議論を進めるため，少しずつ活動を始めている。これについては，次

節以降に述べる。こ こでは，大陸からの大気汚染物質の輸送を裏付ける現象に

ついて触れる。

わが国の日本海に面する地域では，季節風が強い冬季に硫酸イオンの湿性沈

着量が高くなる。このような現象は，大陸で排出された硫黄酸化物がわが国に

輸送されてくると考えることで説明がつく。また，大陸と日本の燃料中の硫黄

同位体比や鉛製品の同位体比の違いを利用したり，地面から発生するラドンを

長距離輸送のトレーサとすることにより，大陸からの大気汚染物質の流入が確

認されている II）。

レイ ンズアジアモデルの予測によると， 1990年から1995年の聞に，中国では

270万t，朝鮮半島では21万tの硫黄の排出量の増加があった。筆者らの研究の

結果では朝鮮半島の排出量のうち 6%が日本に沈着するので，先に2025年の予

測をしたときと同様の計算をすると， 5年で270万t×1%+21万t×6%で4万

tの増加になる。 10年では8万tの硫黄沈着量の増加になる。日本への硫黄の

沈着量が50万tと考えると， 16%の増加があったことになる。 10年間で16%の

増加は，気象や火山活動の年変化によ って埋もれてしまう可能性があり，硫黄

酸化物濃度の観測結果に顕著な増加を認めるにはもう少し時聞が必要かもしれ

ない。しかし隠岐における非海塩性硫酸塩の1984年～1993年の変化は年率

3.3%の増加を示す12）とし、う報告がある。隠岐の位置が大陸の影響を受けやす

いこともあって，筆者らが予測した大陸起源の寄与増加率を超える値になって

いる。
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5. 国際的な取り組み

越境大気汚染問題を議論する場合，関係諸国の間で，発生・沈着の評価結果

について納得が得られないといけない。 しかし前節で述べたように，日本に

沈着する硫黄の発生源寄与を見ても，評価結果に大きな聞きがある。これま

で，それぞれの機関が独立に長距離輸送モテソレの開発および解析を行ってきた

が，そろそろ国際的な共同研究（共同開発）が必要な時期にきている。

電力中央研究所は長距離輸送について国際的に議論するために，以下のプロ

ジェクトを実施した。

(1) 米国アイオワ大学との共同研究

米国アイオワ大学の C紅白川hael教授のクソレープと「酸性物質の長距離輸送

モデノレの評価に関する共同研究」（1993年12月～1996年 3月）を実施した。ア

イオワ大学では，詳細な気相，液相化学を扱う広域の酸性沈着とオキシダント

モデル STEM-II (Sulfur Transport Eulerian Model-II）を開発している。

STEM-IIは北米を対象に開発され，十分な実績をもっそデルで，最近は， 日

本や韓国でも活用されている。 Carmichael教授は，レインズアジアプロジェ

クトに参加しており，そこで用いられている BAT(Branching Atmospheric 

Tr勾ectory）モデノレを所有している。本共同研究では，それらのモデルと電力

中央研究所のそテ．ルの比較計算を実施した。この結果は次節で紹介するが，輸

送モテツレが一般にどの程度の予測精度をもつか，予測結果に違いが現れる原因

は何か， それぞれのモデルで改良すべき点は何かなど，有益な知見が得られ

Tこ。

(2) 台湾電力公司との共同研究

台湾電力公司が窓口になって，台湾大学の鄭教授，雲林科技大学の張副教

授，ニューヨーク州立大学の Chang教授のグループと「広域大気汚染と酸性

雨に関する共同研究」 （1995年 7月～1998年6月）を実施している。台湾のグ

ループは， Chang教綬らが米国酸性降下物評価計画 （NAPAP）で開発 した

RADM (Regional Acid Deposition Model）の台湾版TAQM (Taiwan Air 

Quality Model）を用いている。 RADMは詳細な物理，化学過程を扱い，

STEM-IIと並んで著名なモデルで，台湾の他にも韓国で活用されている。本
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共同研究では，電力中央研究所の輸送モテ．ルも気象場として気象モデルの出力

を用いた。その成果は近々まとまる予定であるが，アイオワ大学との共同研究

で得られた知見を深めることができるだけでなく， 観測データの代わりに地理

的条件を詳細に考慮した気象モデルを用いることの効果，熱帯地域へのモデル

の適用性など興味深い結果が得られるものと期待している。

(3) 国際応用システム解析研究所 （IIASA）とのプロジェク 卜

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis）はオーストリア

にある非政府，多国籍の独立した科学研究機関で，環境，経済，技術，社会等

の問題を専門としている。電力中央研究所は IIASAの越境大気汚染プロ ジェ

クト（リーダーは Dr.Amann）と「東アジアの広域環境問題の総合評価に関

するプロジェクト」（1997年10月～2000年3月）を開始した。本プロジェクト

の目的は，北東アジアのエネルギーシナリオ，排出源対策にもとづき，大気汚

染物質の長距離輸送解析を行い，現在から将来にわたるわが国の酸性沈着によ

る影響を予測することにある。その一環として，国内外の研究機関が開発した

アジアの長距離輸送モデルの整合性を評価する。 そのため， 1998年と99年に

「アジアの大気汚染物質の輸送に関する国際ワーク ショップ」を開催すること

を計画している。本ワークショッ プは公開とし，輸送モデルの情報交換，改良

点の抽出，予測結果の相違点の検討，総合的な評価を行う。こういった活動

が，アジアの越境大気汚染評価の合意に至るインセ ンテ ィプとして働くことを

望んでいる。

6. 輸送モデル聞の比較

電力中央研究所のトラジェクトリー型モデルとハイ ブリッド型モテ予ルをアイ

オワ大学の STEM-II , BATモデノレと比較した結果について述べる。 STEM-

Eはオイラー型のモデノレ， BATモデルは 3層の トラ ジェク トリ ー型モデルで、

ある。 STEM-ITは本比較計算のために，電力中央研究所と同じ物質とほぼ同

じ化学過程を扱うように簡略化された。

図5は大気中の二酸化硫黄濃度の月平均値について， 3つのモデルで、比較し

た結果で‘ある。観測値は 3節で述べた観測網の 2月のデータである。同ーの観

測値（観測点）に対して 3つのモテツレの結果が組になっている。大まかに見る

と， 3つのモデルで、似たような結果が得られている。 T地点（高松市）に対し
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て，電力中央研究所のモデルは年聞の乾性沈着量を過小評価していた。同じ過

小評価が STEM-II, BATモデルの結果にも見られる。この過小評価は，長距

離輸送モテ．ルの空間分解能（水平方向に10～100km）では考慮できない局所

的な風や汚染源が原因の可能性がある。

図6は全硫黄酸化物に対する粒子状硫酸イオンのモル比（色値と呼ぶ）を示

している。ゐ値は 2次生成物（硫酸イオン）の存在割合であるから，硫黄酸化

物の長距離輸送評価のよい指標である。 輸送モデルの結果と観測結果はよ く一

致している。 BATモデルは fs値を低く予測した。この原因の 1つは， BATモ

デノレで用いている二酸化硫黄から硫酸イオンへの変換率が小さいことである。

こうした長距離輸送モデル聞の比較を通して多くのことを学んだ。まず，化

学過程，気象場が同じであれば，モデノレの型によ らず予測値は似たような結果

になる。あるモデルで過小評価した地点に対しては，他のモデルで、も同様であ

った。次に， STEM-IIや BATモデルのような多層のモデルで

気汚染物質が上方に運ばれ，地表濃度が過小に予測される傾向があることがわ

かった。このメカニズムは，熱の影響が強い対流境界層や対流性の雲の存在が

あれば説明できるが，今回の計算ではそれらを考えていないので，どうして起

こるのか検討が必要である。また，電力中央研究所のモデルでは，常に至ると
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ころで雲が存在し（雲中型），大気中の二酸化硫黄や硫酸イオンが除去される

と仮定している。これが大気中の硫黄酸化物濃度を幾分過小評価する原因にな

っていることがわかった。今回示した STEM-IIの結果は，降水期間のみ大気

中の硫黄酸化物が液相に移動する （晴雨型）として求めたものである。

STEM-IIの感度解析結果は，晴雨型の採用により雲中型の過小評価傾向が改

善できることを示した。この共同研究の成果を受け，速水ら川は，雲中型と

晴雨型の中聞に相当する，雲底高度より上空に雲が存在し，その下では降水期

間中にのみ硫黄酸化物の除去が生じる曇天型を考えた。 曇天型を用いると， T

地点（高松市）の大気中二酸化硫黄濃度の予測値は 2倍以上になり， ファクタ

-2の線内に収まる。

7. まとめ

北東アジアの環境対策を考える上で，信頼できる長距隊輸送モデノレを共有す

ることは重要である。既にアジアを対象に多くの輸送モテツレが開発されている

が，その中から 1つを選択して用いることはなかなか難しl，、。人は自分の経験

を大切にするしそれぞれのモデルには長所，短所がある。本稿のまとめとし

て， 如何に北東アジア地域で共有できる輸送モテツレを開発するかについて考え

てみたい。

輸送モデノレを用いて，国 ・地域間の発生・沈着の関係が評価される。各国は

その結果をもとに環境対策に取り組むことになる。そのため，関係諸国が納得

して受け入れられる輸送モテ．ルで、ないといけない。共有の輸送モテソレは，国際

的な中立機関が新たに開発するのがよいだろう。その際，関係諸国の広域大気

汚染の専門家から，各国のモデル開発の経験や排出，気象，地理に関する特性

について，十分な指導を受ける必要がある。また，共有のモデルとして確立す

る前に，観測値や既存モデノレとの比較が不可欠である。観測値との比較により

モデノレの妥当性が検証される。既存モテツレと比較することにより， 6節に筆者

らの経験を示したが，モデノレの特性を整理で、き，改良すべき点を抽出する こと

ができる。

共有モデノレは，発生沈着評価にあたっては，絶対的なものでないといけな

い。そうしないと，越境大気汚染について共通の認識をもつことができない。

しかし，酸性沈着量の評価に関しては，標準モデノレとして位置づけるべきであ

る。米国環境保護庁が大気環境影響評価で推奨している Referencemodelの考
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えである川。特定の地域に対して，必ずしもそのモデルを用いる必要はなく，

より優れた予測精度が確認されているモデルで、あれば，使用が受け入れられる。

1つの長距離輸送モデルで，北東アジアという広い領域の複雑な気象，地理的

特性を網羅して扱うことは無理がある。空間的，時間的に密な予測をしたし、場

合は，その地域，期間に固有の特性をモデルに組み込む必要がある。そして，

予測の際には共有モデルとの比較をまず行い，両者の相違について検討した

後，沈着量評価をすべきである。

アジアにおいても長距離輸送の解析結果が多く報告されるようになってき

た。越境大気汚染について評価するには，統一の長距離輸送モテ．ルを共有する

必要がある。しかし関係諸国でどのように輸送モデノレを共有するかという枠

組みについて，議論が進んでいるとは思えなし、。また，欧州では，越境大気汚

染の環境対策を硫黄や窒素の沈着量だけでなく，生態系影響にもとづいて考え

るようになってきた。大気中の輸送と生態系影響を結びつける仕事も必要であ

る。とにかく，アジア地域で大気汚染物質の排出量が着実に増加する中，踏む

べきステップは多い。多くの機関が国際的に協力し，加速して越境大気汚染の

問題に取り組む必要がある。
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