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目　　　　　的

空気中には大気汚染物質や室内に発生源をもつ多種多様

な汚染物質が存在し､我々は日々これらの暴露を受けてい

る｡人は一日の大部分を住居やオフィスビルなどの室内で

過ごすことから､近年､室内空気質にも高い関心が寄せら

れている1)｡そして､微量でも有害性の高い汚染物質につ

いては､室内外の濃度の比較､個人暴露畳の監視､呼吸器

系疾患などとの因果関係の解析研究が注目されるようにな

ってきた｡

二酸化窒素は代表的な空気汚染物質の一つで､大気中の

濃度が15ppb増加すると呼吸器疾患のリスクが20%増加する

と指摘されている2)｡二酸化窒素についてのWHOのガイド

ラインは1時間値で400μg/m3､24時間値で150μg/m3とさ

れているが､人口1,000万人以上の巨大都市などではこのガ

イドラインを超えるところが存在する3)｡

我が国の二酸化窒素の環境基準は｢一時間値の一日の平

均値が0. 04ppmから0. 06ppmまでのゾーン内またはそれ以下

であること｣と定められている｡しかし､自動車排出ガス

測定局(測定地点)での測定などによると大都市部では達

成率が低く､一般大気での二酸化窒素濃度の平均も平成5

年の時点で0. 017ppraと過去10年間高い水準のまま推移して

いる4)｡ ちなみに､札幌市の大気中二酸化窒素濃度は降雪

による交通渋滞が激しい12月と2月に特に高くなる5.6)

一方､室内にも調理や暖房のためのガス韓具や石油スト

ーブなどの使用､喫煙など二酸化窒素の発生源が存在する｡

都市部では汚染された大気の室内への流入も懸念される｡

しかし､日常生活の大部分を営む住宅内やオフィスビルで

の測定例および個人暴露濃度の測定例は多くない7)｡

1996年2月､ Spenglerらによって提唱された､二酸化窒

素暴露の実態把握､要因解析と国際比較のための調査が､

北半球の15カ国19都市で一斉に行われ8)､我々も参加する

機会を得た｡我々は札幌市における実態を調査することを

目的として､北海道立衛生研究所(当所)の職員の中から､

対象者の住居地域が市内全域に分布するように30人を選び､

住居の内外および職場の二酸化窒素濃度､そして､個人暴

露濃度を調査した｡本報告ではこの実施結果を述べる｡

調　査　方　法

1.調査地点と対象者

札幌市の各区(9区27人)と札幌市近郊の石狩市(1人)

および江別市(2人)に住む当所職員､合計30人(男性24

名､女性6名)を対象とした｡幹線道路からの距離などを

考慮した住居区分では､都市部型14戸､郊外型16戸であっ

た｡なお､本調査では石狩市と江別市からの上記の通勤者

も札幌市内の郊外型居住者として取り扱った｡対象者の通

常生活の大部分を営む住宅内やオフィスビルで

2.調査日時

平成8年2月14日早朝から16日早朝までの48時間､調査

依頼者に下記のバッジの装着および設置を指定した｡開始

時刻は各自に委ねたが､概ね午前6～8時であった｡

3.二酸化窒素の捕集と定量

捕集には柳沢バッジ9)を用いた((㈱アドバンテック製､

トリエタノールアミンを含浸させたフィルターを装着した

フィルムバッジ状のもの:40×50×10mm ;約17g)｡バッジは

使用直前にアルミニウム製の袋から取り出し､捕集後は同

一の袋に入れて三重に折り返した後､ビニールテープで密

封し､測定のためにブランク試料8個とともにハーバード

大学公衆衛生大学院に送付した｡二酸化窒素の定量はザル

ツマン試薬を用いる吸光光度法で行った9)(N-l-ナフチル

エチレンジアミン二塩酸塩､スルプアニル酸および米酢酸

の混合液とNO 2が反応して生じたアゾ化合物の545nmの吸光



度を測定)｡測定結果は2日間の平均値とした｡

4.バッジの設置場所と装着部位

バッジの設置は､室内では居間の中央部付近のテーブル

上などとし､屋外では自動車の排気ガスの影響などを直接

受けないベランダなど地上1 m 以上の位置とした｡また､

降雪があっても濡れないように工夫して設直した｡個人暴

露測定用のバッジは通勤､就労､レストランや自宅でのだ

んらんなどを含めて常時衣服の外側の胸の位置に装着した｡

外出の際はコートの外側に装着し,睡眠時はベッドの横な

どに置いた｡職場での二酸化窒素の捕集は当所事務室､図

書室､ボイラー室､生物系および化学系実験室の5カ所で､

138時間ずつ2日間､同一のバッジで行った｡また､二

酸化窒素暴露の要因解析のために､ワークシートに行動記

録を記載した｡

表1　札幌市における冬季の室内及び屋外の二酸化窒素濃度と個人暴露溝度(2日間の平均)

結　果　と　考　察

測定結果を表1に示した｡二酸化窒素の濃度範囲は室内

(I)､屋外(O)､個人暴露(P)でそれぞれ3.6～55.3､0.1

～19.6､7.3～47.6ppbであった｡平均値は室内､屋外､個

人暴露濃度でそれぞれ16.8､ 11.5､ 26.9ppbであり､室内で

の濃度は屋外よりも高値を示した｡また､個人暴露濃度の

平均値は室内外での漉度より高く､通勤時や職場での暴露



が考えられた｡職場での二酸化窒素濃度は事務室､実験室､

図書室では18.9～26.8ppb(平均22.5ppb)と大きな相違は

認められなかった｡ボイラー室では44. 3ppbとやや高かった

が､滞在時間の長い(2時間以上)職員は今回の調査対象

者にはいなかった｡

屋外の二酸化窒素濃度が最低値の0. 1ppbを示した地点は､

閑静な､自然環境に恵まれた住居の屋外であった｡一方､最

高値の19. 6ppbを示した地点は都市部の幹線道路に近い住居

の屋外であった｡屋外の二酸化窒素濃度は､都市部の平均

値13.9±3.35ppb (±SD;n =14)に対して､郊外での平均

値は7.57±4.06ppb (n =16)と郊外に向かうに従って低く

なる傾向が認められた｡しかし､室内の二酸化窒素濃度と

屋外の二酸化窒素濃度の相関は都市部の住居でも郊外の住

居でも認められなかった(それぞれr=0.233, -0.288)｡

なお､札幌市内の自動車排出ガス測定局(5カ所)で1996

年2月に二酸化窒素濃度が環境基準のゾーン内(日平均値

で0.04～0.06ppm)にあった目は10～23日､環境基準

(0.06ppm)を超えた日は2測定局で3および4日存在した

5)｡　また､ 5カ所の一般大気測定局で日平均が環境基準を

超えた日はなかったが､環境基準のゾーン内であった日 は

1～130存在した6)｡調査を実施した2日間は降雪が少な

く､交通渋滞も激しくはなかったので､屋外の二酸化窒素

濃度は2月の平均的な値を示したものと考える｡

本調査で室内漉度が相対的に高かった住宅では､表1に

示したように個人暴露もやや高い値を示した(表1 ;

No. 11, 13, 19,25).これらの事例では炊事にプロパンガスが

使用されていたり(No. 13)､換気が不十分な状態で室内排

気型の石油ストーブが使用されていた(No.19､25).なお､

職場でのガスバーナーを用いる特殊作業が暴露濃度を増加

させた事例も認められた(No.28)

図1札幌市における冬期の二酸化窒素濃度

個人暴露濃度は図1に示したように､住居室内の濃度と

度数分布が類似していた｡個々のデータにおける相関性に

ついては､図2に示したように､滞在時間の長い室内の空

気(I)と個人暴露(P)との間にある程度の相関が認め

られた(r=0. 624)｡個人暴露濃度は対象者が移動した場所

すべての空気中濃度の平均値なので､一カ所の空気中濃度

と高い相関を期待することは通常は出来ない｡ちなみに､

対象者の屋外での活動時間が短かったため､屋外空気とは

相関が全く認められなかった(r=0.10)｡

屋外空気と室内空気中の二酸化窒素膿度の比(I/O比)

は､個人暴露への汚染源の寄与を考察するためのよい指標

となる｡本調査での I/O比は1.9±2.1であった(但し､屋

外での濃度が極端に低かった1例(No.30)を除外した)｡

諸外国では一般にこの比が1前後であり､札幌と好対照を

なしている8)｡以下にSpenglerらの結果との比較を述べる｡



図2　二酸化窒素の個人暴露濃度と
室内空気中濃度の相関

今回と同様の調査は札幌市の他､伊永により徳島市でも

実施された｡それによると,徳島では二酸化窒素濃度のI/

O比は札幌市よりもさらに大きく､2.8であった9)｡徳島市

における屋外での二酸化窒素濃度は16.4ppbであり､札幌市

よりわずかに商い濃度であったに過ぎない｡札幌市との相

違は主として徳島市の調査での室内濃度が41. 9ppbと高かっ

たことによる｡この濃度は今回の19都市での調査において､

インドのボンベイ(40.8ppb)､韓国のソウル(43.2ppb)､

テジョン(38.7ppb)の結果とほぼ同じ過度であった8)｡こ

れらの都市でI/O比が1前後であるのは屋外空気中の二酸

化窒素濃度が室内に匹敵するほど高かったことによる｡

一方､アメリカのボストン､イギリスのロンドン､ワッ

トフォード､ドイツのベルリン､クロアチアのザグレブ､中

国の北京では室内での二酸化窒素濃度が17～20ppb程度で

も､屋外での濃度が28～41ppbであったためにI/O比は0. 3

～0.8であった｡これらの郡市では個人暴露濃度への寄与は

屋外空気の方が大きかった｡

札幌市の屋外空気中の二酸化窒素濃度はスイスのジュネ

ーブ､フィンランドのクオピオ､ノルウェーのケラー､ド

イツのエルフートと同程度に低かった｡

屋外の二酸化窒素濃度は発生源の状況や気象条件で変動

するので､ 2日間の調査で都市間の相対的な比較を行うこ

とは危険である｡しかし,今回のような一斉調査はそうし

た比較研究のよい先例になると考えられる｡

室内での濃度が札幌市より低値であったのはエルフート､

オタワ､ベルリン､クオピオ､ケラー､ジュネーブといっ

た北米と北欧の諸都市であった｡なお､これらの都市でも

勤労者を対象としたので､個人暴露濃度には職場の二酸化

窒素濃度が反映されていた8)｡

室内空気はガスや石油の燃焼に伴う物質の他､建材や家

具などに由来する揮発性有機化合物(VOC)10)､ホルムア

ルデヒド､防腐剤､防蟻剤11)などで汚染されている場合が

あり､これらによる健康被害がアレルギー体質の人ばかり

でなく､健常者にとっても懸念されている｡本道では北方

型住宅の普及に伴い､温熱環境などは格段に改善されてき

ている｡しかし,気密性の高い住宅では室内空気の汚染実

態の解明が必要であり､また､汚染物質への対策として､換

気や排気に留意する必要がある｡この重要性は今回の調査

でも示された｡

要　　　　　約

代表的な空気汚染物質である二酸化窒素について､平成

8年2月､札幌市内およびその近郊から通勤する当所職員

を対象として､住宅内外の濃度と個人暴露濃度(各n=30)､

および職場内の濃度を調べた(n= 5)｡その結果､屋外(O)

の二酸化窒素濃度は11. 5±6. 9ppb(平均値±標準偏差)､室

内(I)では16.8 ±11.3ppb､職場では26.9±10.4ppb(n=

5)､個人暴露濃度(P)は21.4±8.7ppbであった｡ I/O比

は1.9±2. 1で､二酸化窒素への個人暴露は室内空気の寄与

が大きいことが判明した｡また､室内空気中の二酸化窒素

濃度と個人暴露濃度の相関係数はr=0. 624であった｡本調

査において､室内で開放型の暖房器具を使用した結果､室

内空気中の濃度と個人暴露濃度がやや高い値を示した事例

も認められた｡

本調査にあたり､ご協力頂いた当所の職員の方々に感謝

申しあげます｡
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英　文　要　約

Concentrations of nitrogen dioxide in indoor and out-

door air of Sapporo city were measured during two days

in February, 1996. Thirty homes were chosen from em-

ployees of Hokkaido Institute of Public Health to cover

most part of Sapporo city area. Personal exposure was

measured at the same time for the 30 workers. Nitrogen

dioxide was collected with filter badge (Yanagisawa

badge) and was determined by spectrophotometry.

The concentrations of nitrogen dioxide in indoor, out-

door, workplace air and personal exposure were 16.8±

11.3, 11.5±6.9, 26.9±10.4 (n=5), 21.4±8.7ppb, respec-

tively. The indoor/outdoor ratio of the nitrogen dioxide

concentration, 1.96±2.09, showsindoor air is more im-

portant for personal exposure than outdoor air in

Sapporoin winter. Correlation (r) of the concentration

between theindoor air and the personal exposure was

0.624.

Key words: nitrogen dioxide;indoor air; outdoor air; per-

sonal exposure; Sapporo city


