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〔報告〕 
大気中ホルムアルデヒドの生成排出比率の推定 

 

                                  石井 康一郎 上野 広行 藤田 進 

                   梶井 克純* 加藤 俊吾* 中島 吉弘* 

（*首都大学東京大学院） 

 

１ はじめに 

当研究所では、2007 年度から首都大学東京との間に

『光化学オキシダント対策の効率的な推進に関する研

究』について共同研究契約を締結し、研究に取り組んで

いる。この中では、OH ラジカルの寿命観測及び VOC 成

分など OH ラジカルと反応する各種成分濃度の観測によ

り、大気成分の光化学反応性寄与解明を目指している。

2007 年度には、都市部の江東区東陽町において夏期及び

冬期に 1,2)、2008 年度は郊外の八王子市南大沢 3)において

夏期及び冬期に、2009 年度には東陽町で秋期に観測を行

った。 

本稿では共同観測中に、連続測定したホルムアルデヒ

ドの生成要因についての解析を報告する。 

ホルムアルデヒドは、大気中の単一の成分としては濃

度が高く、また MIR や OH ラジカル反応性も比較的上位

にあるため、光化学反応に関与する物質として重要な成

分である。ホルムアルデヒドは自動車などから一次汚染

物質として排出される他、夏期には活発に二次生成され

ると考えられている。そのため、ホルムアルデヒドの一

次排出及び二次生成についての知見は、今後の効率的な

VOC 対策推進にとって有用な情報を与えることになる。 

前報では、文献 4)に沿った統計的な手法によって一次

排出と二次生成の割合を求めたが、今回この方法を整

理・改良して適用した結果を報告する。 

 

２ 解析方法 

 本調査で採用したホルムアルデヒド(HCHO)測定はエ

アロレーザー社のモデルAL4201を使用しており、HCHO

とアンモニア及びアセチルアセトンから生成するピリジ

ンの誘導体を励起し、その蛍光強度を測定する連続法で

行われ、濃度データは 1 分間平均値として出力される。 

Stephen Friedfeld ら 4)は、時刻(t)の HCHO 濃度(FA)t

を 5 分前の時刻(t-1)の HCHO 濃度{(FA)t-1}、O3濃度

{(O3)t-1}及び CO 濃度{(CO)t-1 }を変数とする重回帰式 

(FA)t=β0 +β1(CO)t-1＋β2(O3)t-1＋β3(FA)t-1＋εi … (1) 

により一次排出と二次生成について解析している。 

ここで、β0, 1, 2, 3 は定数、εiは標準誤差である。 

この考え方は、ある時刻 t の HCHO 濃度を、時刻(t-1)

までの蓄積効果によって決まる濃度及び時間内に一次排

出された濃度並びに二次生成された濃度で説明しようと

するもので、二次生成濃度を求める場合、ある時間範囲

の中で考える必要があることを示唆している。 

 今回、彼らの考え方を以下のように整理・改良した 5) 。 

時刻(t－1)から(t)の間の HCHO 濃度の増分ΔFA(t)｛≡

FA(t)－FA(t-1)｝は、同時間内に一次排出された HCHO

による増分（Δ1FA(t)）、二次生成された HCHO による

増加分（Δ2FA(t)）及びその環境の HCHO の平衡濃度

（m）との差（FA(t-1)－m）により(2)式で決まると考え

る。 

ΔFA(t)＝Δ1FA(t)＋Δ2FA(t)－(1/τ)(FA(t-1)－m) …(2)  

ここで、τは HCHO 濃度が平衡濃度からずれた時に

平衡濃度に戻るまでの緩和時間である。後記(3)式の c を

使うと、τ=1/(1-c) で求めることができる。 

また、一次排出において、HCHO と CO の排出量比率

a は一定と考え、さらに、二次生成において O3と HCHO

の生成比率 b を一定と考え、新たな定数 c ,d を使って式

を整理すると 

FA(t)＝aΔCO(t)＋bΔO3(t) ＋cFA(t-1)+ d …(3) 

と表すことができる。 

回帰分析に際しては、時刻(t)の HCHO 濃度｛FA(t)｝、

CO, O3は時間(t-5),(t)間の濃度差{ΔCO(t), O3(t)}及び時

間(t-5)の HCHO 濃度{ FA(t-5)}からなるデータセットを

作成し、濃度を基準化して行った。（各濃度は１分間平均

値が得られている。） 
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３ 結果 

観測期間中 O3濃度が比較的高濃度になった 2007 年

8 月 25 日（東陽町）及び 2008 年 7 月 22 日（南大沢）

の日中を解析対象とした。 図 1、2 に東陽町における

HCHO 及び O3の濃度変化並びに HCHO 及び CO 濃度

変化を示した。（CO は毎正時から 17 分間ゼロ点校正の

ため欠測となる。） 

 HCHO 濃度の変化は O3 濃度の変化パターンとよく

対応しており（ 図 1 ）、特に 15 時～16 時にかけての

O3 濃度が 120ppb を超えた時間帯には HCHO 濃度が

12ppb を超え、活発な二次反応による生成が起こって

いると思われる。CO 濃度変化( 図 2 )は短時間には激し

く変動するが、平均的な濃度レベルは 300～400ppb で、

13時から14時にかけて一時的に400ppbを超えていた。 

 
 図 1 ホルムアルデヒドとオゾン濃度変化(東陽町) 

 
図 2 ホルムアルデヒドと一酸化炭素濃度変化(東陽町) 

 
図 3, 4 に南大沢における HCHO 及び O3の濃度変化並

びに HCHO 及び CO 濃度変化を示した。 

図 3 にみられるように、10 時頃から 12 時過ぎにか

けて O3濃度が 40ppb から 60ppb 近くに上昇した。こ

の時間帯には HCHO 濃度は 5ppb を超え(最高 9.3ppb)

ており、O3濃度上昇に対応した上昇が見られた。 

 

 
図 3 ホルムアルデヒドとオゾン濃度変化(南大沢) 

 
図 4 ホルムアルデヒドと一酸化炭素濃度変化(南大沢) 

 
一方、CO 濃度は 10 時過ぎに最高値 290ppb を示し

たが、その後 150ppb まで緩やかに低下した( 図 4 )。 

 
表 1 重回帰分析結果（10：00～15：59） 

 年月日 係数 推定値 標準誤差 重相関係数

a 0.066 0.024 

b 0.041 0.024 

東

陽

町

2007年

8 月 25

日 τ 90min  

 

 0.940 

a 0.007 0.034 

b 0.084 0.034 

南

大

沢

2008年

7 月 22

日 τ 32min  

 

 0.885 

 
重回帰分析結果を表 1 に示した。 

この表で、(b/a)により一次排出と二次生成の比率を

知ることができる。東陽町ではその比率は 0.62 と一次

排出の割合が高いことを、南大沢では 11.2 と二次生成

の割合が高いことを示している。係数を比較すると、a

は東陽町が南大沢 a よりかなり大きく、b は南大沢が東

陽町の 2 倍程度である。東陽町では一次排出と二次生

成の寄与に大きな差はないが、南大沢では一次排出の割

合が低く、二次生成の寄与が 10 倍以上高かった、と考
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えられる。 

 図 5、6 に HCHO 濃度の推定値と残差の分散を示し

たが、ランダムな分布を示していることから、このモデ

ルが妥当であると考えられる。 

図 5 推定値と残差の分布図(東陽町) 

図 6 推定値と残差の分布図(南大沢) 
 

参考文献 

1) 石井康一郎、上野広行、秋山薫、星純也、木下輝昭、 
  佐々木啓行、梶井克純、加藤俊吾、西田哲、中嶋吉弘、

下紳郎、松永壮、Alex Guenther, Eric Apel, James. P. 
Greenberg：光化学オキシダント生成に関する調査、

東京都環境科学研究所年報 2008, p95-97 
2) 中嶋吉弘、松田裕明、井出滋雄、宮崎洸治、山崎晃司、

岡崎創、長田拓也、田島洋介、Jeeranut Suthawaree, 加
藤俊吾、下紳郎、松永壮、Eric Apel, James Greenber, Alex 
Guenther, 上野広行、佐々木啓行、星純也、横田久司、

吉野彩子、石井康一郎、梶井克純：ＯＨラジカル寿命

観測による都市大気質の診断Ⅱ―東京都心部におけ

る総合観測―、大気環境学会誌、44(1) 33-41(2009) 
3) 石井康一郎、上野広行、石井真理奈、梶井克純、加藤

俊吾、中嶋吉弘、中野一男、下紳郎、中塚誠次、松永

壮、森川多津子、箕浦宏明：光化学オキシダントの調

査と二次生成ホルムアルデヒド、東京都環境科学研究

所年報 2009, p123-124 
4) Stephen Friedfeld, Matthew Fraser, Kathy Ensor, 

Seth Tribble, Dirk Rehle, Darrin Leleux, Frank 
Tittel : Statistical analysis of primary and 
secondary atmospheric formaldehyde, Atmos. 
Environ., 36, p4767-4775 (2002) 

5) 石井康一郎、上野広行、梶井克純、加藤俊吾、中島吉

弘、松本幸雄、伊藤政志：大気中ホルムアルデヒドの

一次排出と二次生成比率の解析、第 50 回大気環境学

会講演要旨集 p478(2009) 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270050004400460046005800310061003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d0020005b00270050004400460058003100610020003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF3057304A3056308F5E835831>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


