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巻　頭　言

山形大学農学部教授（やまがた酸性雨ネットワーク会長）　　　　

　上　木　勝　司　

　　本号の「環境保全」は、「山形県における酸性雨」についての特集として、やまがた酸性雨ネットワー

クの会員に広く投稿の機会を与えていただいたものである。やまがた酸性雨ネットワークは、酸性雨に係

わる調査や研究ないしはそれに関連した事業に取り組んでいる山形県内の大学や高専、国公立研究機関、

計量証明関係企業、行政機関の研究者や技術者、職員と市民団体の会員のための情報交換と交流の場であ

り、設立当初から山形大学（理、工、農の３学部と環境保全センター）の教員が深く関わってきた。本ネッ

トワーク設立の目的は、一つには各機関・組織や研究者の間の交流を密にし、山形県における酸性雨研究

の一層の推進を図るとともに、県内の酸性汚染物質降下の状況とそれによる環境への影響を把握し、山形

県の酸性雨対策に資することにあり、今一つは県内教育機関における環境教育への支援と県民の環境意識

向上に向けた社会教育活動の推進にあった。そして、平成１３年７月の設立以来、総会と交流会を年一回ず

つ開催し、会員から自身の研究や環境問題に関連した研究の最新情報を紹介してもらうなど、研究面での

交流を深めるとともに、県内の教育機関（小・中・高等学校等）などに呼びかけて、平成１４年からは毎年

１１月に酸性雨一斉調査を、また平成１５年からは併せて二酸化窒素の調査を実施してきた。この酸性雨一斉

調査は、初年度は合計５０の教育機関・組織・個人の参加による実施であったが、平成１７年度には７１教育機

関、２４組織（市民団体・企業・行政機関）・個人の参加で、山岳地域以外は、くまなく県内をカバーできる

程の壮大な観測網が組織されるまでになった。なお、ネットワークの組織も、平成１６年度には県内の計量

証明関係企業８社に参加いただくなど、産・官・学・民にわたる幅広い組織へと成長している。

　酸性雨問題が国民の間に広く知られるようになって約２０年になる。旧西独のシュバルツバルトの白骨と

化した枯木が林立する墓場のような光景など、森林衰退の実態がテレビ放映され、多くの人々が環境問題

の深刻さに衝撃を受けたのは１９８０年代も半ば過ぎのことであった。当時わが国では環境庁による第一次酸

性雨対策調査が進行中であり、全国７都市とその近郊での観測であったが、わが国でも広範に酸性雨が観

測されることが分かっていた。その後、山形県庄内地域での我々の観測結果をも含め、わが国の日本沿岸

地域での冬季の降水（降雪）の高度な非海塩硫酸汚染が明らかになり、大陸からの硫黄酸化物の越境汚染

とともに、積雪中に蓄積した酸性降下物によるいわゆるアシッド・ショックなどによる生態系への影響が

大いに注目され、危惧されたところである。なお、わが国では、コンクリート建造物等で直接的な化学作

用による酸性降下物の影響が認められるものの、生態系については、現在のところ、かつて危惧されてい

た程に深刻なレベルでの影響は確認されていない。

　明確な環境被害が認められていないこともあり、行財政改革の波の中で、全国的に自治体レベルの環境

関連予算が削減される傾向にあるとの指摘がある。場合によっては、酸性雨のモニタリングを継続するこ

とすら困難になるのではとの声さえ聞こえてくる。なぜ我が国で酸性汚染物質による生態系への影響が顕

在化しないのかについては様々論議があるが、恒常的に負荷される汚染物質による累積的な効果で環境（土

壌や生態系）がその浄化能を喪失し、一気に崩壊過程に入る可能性もあり、酸性雨のモニタリング等、汚

染物質の環境負荷量を継続して測定してゆくことの重要性はいうまでもない。この様に、現在、自治体レ

ベルで環境行政が難しい局面に立たされているようであるが、少なくとも山形県では、やまがた酸性雨ネッ

トワークという県の環境関係行政部門も参加した産官学民の連携組織が元気に活動している。そして本

ネットワークはなお、共同研究の推進、本県独自の環境教育教材の編纂、更には環境行政へのより効果的

な協力などといった、大きな目標を抱えている。　　　　

　最後に、やまがた酸性雨ネットワークの会員のために貴重な誌面を提供してくれた山形大学環境保全セ

ンターに大いに感謝したい。



やまがた酸性雨ネットワークの活動について

やまがた酸性雨ネットワーク事務局　　
（山形県環境科学研究センター）　

１　はじめに

　酸性雨は国境を越えた地球規模の環境問題であり、森林、土壌、湖沼などの環境に直接影響を与え、被

害を及ぼすと言う意味では、地域にとっても大きな問題と考えられる。

　本県でも、全国並みの酸性雨が観測されており、現在のところ酸性雨との直接的な関連性は見出されて

いないものの、一部の地域では森林の枯損も報告されていることから、県内の酸性雨の状況や生態系への

影響を的確に把握し、これらの知見に基づく対策を推進してゆくことが必要となってきている。

　一方、県内の大学や国立高専、公設試験研究機関などでは、各視点からの酸性雨研究・調査への取組み

が行われてきており、

　①　各機関が所有する研究情報の交換と共同研究の推進

　②　ネットワーク独自事業を通じての環境教育への支援と、県民に対する環境公益活動及び大気環境保

全活動の意欲増進

　③　酸性雨対策推進への協カ

を目的に、研究者、市民団体、行政機関が集まり、平成１３年７月に「やまがた酸性雨ネットワーク」（会

長：上木勝司山形大学農学部教授）が設立された。

２　ネットワークの構成

　当初、県内の大学等の高等教育機関、公設試験研究機関、市民団体、行政機関が主要メンバーであった

が、その後、県内の計量証明事業所からの参加も増え、現在は、２２機関（団体）４０名となっている。

３　活動の概要

　定期的に「やまがた酸性雨ネットワーク」総会や研究者交流会を開催し、事業計画の審議、講演や問題

提起の場を設け、酸性雨に関する知見や研究成果について情報交換・交流の促進を図っている。

　さらに、ネットワーク独自事業として、山形県内各地域における学校の児童・生徒及び一般県民が酸性

雨の調査に参加することによって、その学習意欲を高め、身近な環境問題として酸性雨を認織し、県民の

環境公益活動、大気環境保全活動への関心を高めることを目的に、平成１４年度から、県民参加による「酸

性雨一斉調査」を企画・実施しており、平成１５年度には「二酸化窒素調査」も追加して調査活動を継続し

ている。

　平成１６年度には、これらの環境活動の功績が認められ、環境省環境管理局長から「大気環境保全活動功

労者」表彰を受賞している。

 

― ３ ―



　茨　「酸性雨一斉調査」の取り組み方法

　　以下の取り決めを行い、実施している。

　　①　調査時期は１１月の１ヶ月として、降水試料の採取は、降水毎に４回を目途に採取

　　②　二酸化窒素の測定は、測定用カプセルを大気中に一定期間暴露して測定

　　③　調査は、降水のpHのみをパックテスト（「やまがた酸性雨ネットワーク」事務局で準備）又はpH

計で測定する調査Ⅰと、降水のpH、導電率、イオン成分及び二酸化窒素濃度の測定を行う調査Ⅱの

二つの方法から希望により選択（希望者は試料の採取を実施し、分析を実施するネットワーク会員

あて試料を送付）

　　④　調査結果は「やまがた酸性雨ネットワーク」事務局に報告してもらい、事務局でデータ集、地域

分布等に取りまとめ、参加者に回付して環境学習に活用

　　⑤　参加希望者は、定められた様式により「やまがた酸性雨ネットワーク」事務局あて郵送、FAX、

E-mailで申込。なお、参加者の募集については、県の教育関係機関から通知する他、当センターの

ホームページに掲載して周知

　　⑥　参加者には、調査に必要な器具器材並びに調査方法、注意事項を記した「調査実施要領」及び

「調査測定マニュアル」を送付

　また、これらの貴重なデータについては電子媒体により保存し、参加者からの希望があれば提供するこ

ととしている。

　表－１に今年度までの酸性雨一斉調査地点数（参加機関）を示したが、年々多くなるとともに、継続し

て参加する学校も出てきている状況にあり、調査参加者からは環境学習の一環として参加したこと、住ん

でいる地域の酸性雨の状況を認識できたことなどの声が寄せられ、県民の環境公益活動、大気環境保全活

動への関心を高めている。
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表－１酸性雨調査地点数



　芋　調査結果

　　　平成１７年度は図－１に示した９５調査地点で調査を実施し、これらの調査地点で採取された降水の約

９５%がpH５．６以下の降水であり、pH４．４を中心に分布し、全降水のpH平均値は４．７２であった。

　　　次に、図－２にこれらの調査地点におけるH

イオン濃度分布図を示したが、酒田市、金山町、

新庄市・戸沢村及び小国町の周辺に、Hイオン

濃度が高い地域が認められた。

　　　図－３に示したpH平均値の経年変化を見て

みると、庄内地域を除き、他の三地域について

はpHが低くなる傾向で推移しており、また、酸

性雨一斉調査を開始した平成１４年度から平成１６

年度までは海岸部に近い庄内・最上地域で低く、

内陸部で高い傾向となっている。

　　　一方、二酸化窒素の３年間の調査結果では、

都市域と郊外域とでは約２倍近い濃度差が認め

られ、郊外域とした地点においても、自動車交

通量の多い国道周辺地域の地点では、都市域と同程度に二酸化窒素濃度が高くなっている。

　　　これら二酸化窒素の調査は、雨水を酸性化する原因と考えられる硝酸イオンとの関係を推測する上

で、貴重な調査資料になるものと考えられる。

４　今後の活動予定

　酸性雨一斉調査の拡充により、酸性雨及び二酸化窒素の状況や生態系への影響等について広く情報交換

を行い、酸性雨に係る研究や対策の一層の促進を図るとともに、これらのデータを活用し、環境教育の資

料を作成・配付するなど、県民の環境公益活動及び大気環境保全活動の意欲増進に繋げて行きたい。
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図－３　pH平均値の経年変化

図－１　調査地点 図－２　Hイオン濃度分布



酸 性 雨 の 発 生 源 を 求 め る

山形大学理学部地球環境学科（やまがた酸性雨ネットワーク副会長）　　

柳　澤　文　孝　

　近年、雨や雪などの酸性化は世界規模で問題となっている。特に、アジア地域においては深刻な問題で

ある。日本では大気汚染物質の排出量は低減化しているはずであるが依然として酸性雨が観測されている。

この酸性雨は大規模な工業地帯が数多く存在する太平洋側の都市域ばかりではなく、工場の少ない日本海

側でも観測されている。日本海側では冬季に硫酸イオン濃度の高い酸性雪が観測されるのが特徴である。

このように、酸性化の原因は硫酸イオンであるが排出源を特定するのは簡単ではない。本稿ではイオウの

重さを測定することによって硫酸イオンの起源を求める研究について、山形県の酒田を例に紹介する。

　イオウには質量数が３２、３３、３４、３６の４種類の安定同位体がある。中でも３２と３４が大部分を占めている。

両者の存在比率は起源によって特有の値である。そこで、３２と３４の存在比率、すなわちイオウ同位体比

（３４S/３２S）を用いることによって硫酸イオンの起源を特定できるのである。イオウ同位体比は下式のよう

に国際標準物質対する千分偏差の形で表す。単位はパーミル（‰）である。

　　　δ３４S＝{（３４S/３２Ssample/（３４S/３２S）std－１）×１０００

ここで、（３４S/３２S）sampleは試料の、（３４S/３２S）stdは標準物質のイオウ同位体比である。なお、日本は周囲

を海に囲まれていることから海塩の影響は無視することができない。そこで、試料中に含まれるナトリウ

ムイオンが全て海塩起源であると仮定し、下式により試料中の硫酸イオン濃度とその硫黄同位体比につい

て海塩補正を行う必要がある。

　　　SO４
２-

nss＝SO４
２-

sam－（SO４
２-/Na）sea×Nasam

　　　nssδ３４S＝（δ３４Ssam×SO４
２-

sam－δ３４Ssea×（SO４
２-

sam－SO４
２-

nss））/SO４
２-

nss

ここで、SO４
２-

samとNasamは試料に含まれている硫酸イオンとナトリウムイオンの濃度、（SO４
２-/Na）seaは海水

中の濃度比（０．２５２）、δ３４Sseaは海水中の硫酸イオンのイオウ同位体比（＋２０．３パーミル）である。　　　　

　　

― ６ ―

図１：酒田市の雨の硫酸イオン（○）と非海塩性硫酸イオン（●）のイオウ同位体比



　酒田市で採取した酸性雨の硫酸イオンと非海塩性硫酸イオンの硫黄同位体比の季節変動を図１に示し

た。両者とも夏季に低く冬季に高い季節変動を示している。酒田は日本海に面していることから、イオウ

同位体比の季節変動の要因として海塩起源の硫酸イオンの寄与が考えられる。しかし、海塩の影響を除い

た非海塩性硫酸イオンのイオウ同位体比でも夏季に低く冬季に高い季節変動が認められるため、海塩成分

の寄与だけではこの季節変動を説明することはできない。酸性雨に影響を与えていると考えられるものと

して工場から放出された二酸化硫黄が考えられる。日本国内で考えられる値は＋２～－２パーミルである。

この値は酒田の夏季の値と同程度であるため、現地性のイオウは工場より排出された二酸化硫黄が大気中

で酸化され生成した硫酸イオンが主であると考えられる。しかし、冬季の雨のイオウ同位体比とは大きく

異なっており、冬季の雨に含まれている硫酸イオンは現地性のものとは考えにくい。

　アジア大陸の諸国は、急激な近代化により石炭などの使用量が年々増加しており、石炭の燃焼に伴い排

出されるイオウ化合物の量も増加傾向にある。特に冬季は暖房用に石炭の使用量が著しく増加する。図２

にアジアで産出・使用されている石炭に含まれるイオウの同位体比の結果を示した。山西省など中国東北

部から渤海周辺域で高くなる傾向が認められた。これらの地域の石炭に含まれるイオウの同位体比は日本

で冬季に採取された酸性雨に含まれる非海塩性硫酸イオンの硫黄同位体比とほぼ一致する。

　冬季はシベリアからの北西の季節風が強くなることから、北西季節風の影響により輸送されてくる硫黄

化合物の影響が考えられる。そこで、酒田に到達する空気塊の移動経路を計算で求める（図３）と、中国

東北部から中国北部を通過してきたものがほとんどであった。一方、太行山脈から渤海湾付近の高度２０００

－３０００m付近に大気汚染物質が溜まっていると推定されている。

　以上のことから次のことが推定される。冬季に中国東北部～北部で使用された石炭より二酸化硫黄が排

出される。現地で使用されている石炭のイオウ同位体比は高いことから、排出された二酸化硫黄のイオウ

同位体比も高くなる。北西の季節風によって移動する空気塊は、大気汚染物質が溜まっている太行山脈か

ら渤海湾の高度２０００－３０００m付近を通過し、大気汚染物質を巻き込みながら日本まで長距離輸送される。

そのため、冬季の酒田の酸性雨の非海塩性硫酸イオンのイオウ同位体比が高くなった。

― ７ ―

図２：アジアで産出・使用されている石炭に含まれるイオウのイオウ同位体比



　さて、これまでに述べてきたように、酒田の雨のイオウ同位体比は夏季に低く冬季に高い季節変動が認

められる。夏季は現地性のバックグラウンドであり、値は＋２～－２パーミルと推定される。雨のイオウ

同位体比の季節変動は日本各地で観測されている。そこで、図４に日本各地で測定された雨のイオウ同位

体比の変動幅を示した。変動幅は北東で１０パーミル以上と大きく、南西で４パーミル前後と小さい。日本

のイオウ同位体比のバックグラウンドは０パーミル前後なので、変動幅はその地域の冬のイオウ同位体比

ということもできる。日本の北東と南西の雨のイオウ同位体比はおのおのアジア大陸北側と南側で使用さ

れている石炭のイオウ同位体比に近い値である。従って、日本の北東側はアジア大陸の北側の、南西側は

南側の影響を受けているということが分かる。

参考文献

　赤田尚史・柳澤文孝（２００２）全降下物およびエアロゾルに含まれる非海塩性硫酸イオンのイオウ同位体

比。エアロゾル研究，１７，４，２４７-２５１。
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図３：１９９８年１２月に酒田に飛来した空気塊の移動経路

図４：日本各地で測定された雨のイオウ同位体比の変動幅



「異常な紅葉」「無残なナラ」対策を考えよう

山形大学理学部（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　

西　田　雄　三　

　国内では８０年代から、針葉樹のマツの集団枯れ死が注目され、９０年代に入って、コナラやミズナラなど

の広葉樹の立ち枯れが、日本海側から急激に全国各地に広がった。関西総合環境センター生物環境研究所

（宇治市）によると、山形、新潟、石川、滋賀、京都、兵庫，鳥取、宮崎など１５府県以上で被害の報告が

寄せられている。海外でも、８０年代後半から、カナダ、アメリカ、イタリア、オランダ、オーストリア、

ドイツ、ポーランド、ハンガリーなど欧米を中心にナラ類が枯れ死する深刻な被害が相次いだ。最近でも、

東北地方のナラの異変の報告が相次いでいる。

　私は「土と健康」（１・２、３月号：２００５年）の中で、「うつ病 ・キレル子供たち・BSE」は、その発症

原因が同じであることを化学的に示し、その発症因子の多くは人間の日常生活に由来していること、その

中でも特に 「酸性雨」は人間 ・動物 ・植物にとって大敵であることを指摘しました。　「酸性雨対策」には

「酸性雨の根源」を取り除くことが最大の課題ですが、それは国家的プロジェクトとして世界中で取り組

む必要があり、短期間で解決とはいかないと思います。ここでは 「酸性雨による植物の異常」の原因を化

学的に明らかにし、その対策について新しい提案をしたいと思います。

　

地球は警告する：山林を覆う茶褐色

　「酸性雨」に関してはこれまでにも非常に多くの記述・出版物などがありますので、詳細は省略し、ここ

での議論に必要な事項だけに限定します。「酸性雨」とは、簡単に言えば、化石燃料を燃やすことによって

生成した窒素酸化物、硫黄酸化物が溶け込んで降って来る雨のことで、窒素酸化物、硫黄酸化物を含んで

いるために、酸性を示す雨のことです。酸性を示す度合いとしてpHという表現が使用されます。純水は酸

性でもアルカリ性でもなく、pHは７です。ただ、通常の水道水などには空気中の炭酸ガスが溶け込んでい

るので弱酸性（pH～６）を示しますが、酸性雨ではこの数値がずっと小さくなります（一般的な酸性雨で

はpH＝３－５）。この「酸性」が原因で、湖底から有毒な金属などの溶出のため魚が生きることができな

い湖、「死の湖」を作り出します。（日本では、猪苗代湖の湖水は酸性で魚はほとんどいません）

　この「酸性雨」の影響は、もちろん動物だけではなく、植物にも大きな影響を与えます。それについて

は多くの書籍などで紹介されていますが、以下に京都新聞１９９７：２：２１の記事を引用させていただきまし

た（一部改変）。

　

　　残雪を踏みしめて京都府宮津市と中郡大宮町にまたがる鼓ヶ岳の林道に登った。眼下に天橋立を望む

峠近くで、ミズナラの木々がチリチリとカールした茶褐色の葉をだらりと下げ、枯れていた。黒ずんだ

葉はゴワゴワと異様な感触がする。昨夏には青々とした葉をつけていたというのに、付近一帯は立ち枯

れしたミズナラ、コナラがそこかしこに見られ、この尾根だけで３０本ある。

　　大宮町関係者の話では、この林道沿いのナラの立ち枯れは１９９２年ごろから徐々に始まり、９５年ごろか

ら急激に広まった。すでに４００ヘクタール以上の山林で確認されている。６月から９月にかけて、青々と

していた山林が突然、紅葉する。「葉がチリチリになって２週間も経たないうちに黄色になり、すぐに赤

く変わって最後には黒くなる」。「丹後きのこクラブ」会員の方々は「ここ数年の集団立ち枯れは異様。

― ９ ―



最初は高地だけだったが、今では里まで枯れ始めた。健康な木を探すほうが難しい」と心配する。

　　丹後半島のナラの立ち枯れの直接的な原因は、全長３ミリほどの甲虫のカシノナガキクイムシが食い

荒らしての水枯れ。しかし、関西総合環境センター生物環境研究所の小川眞所長は「樹液を出すような

元気な樹には虫が入らない」と、別の要因を指摘する。小川所長らは、地球規模の大気汚染による酸性

雨と酸性雪が大きな原因ではないかと考えている。雨や雪に溶けた硝酸や亜硝酸によって土壌が汚染し、

ナラと共生していた菌根性キノコが死滅、菌糸の助けで養分や水を吸収していた根が腐ったという。「丹

後きのこクラブ」の調査でも、ナラと共生するフウセンタケやチチタケなどが姿を消し、山村のキノコ

は種類、数ともに激減していた。約２年ほど前から、丹後半島で、ブナがいっせいに実をつけた。マツ

が小さなマツカサを数多くつけたり、クリが異様に実をつける現象も見られる。京都市近郊でも、同じ

傾向が出始めているという。「樹木は自分で動けない。子孫を他に残そうと、山から逃げ出しているかも

しれない」小川所長は、マツやナラから、シイ、カシ、ブナ、スギへと、立ち枯れのドミノ倒し現象が

始まるのではないかと危惧している。

　上の京都新聞の記事は、林業を行っている方々の悲痛な叫びであろうと思います。私は、この現象をみ

て、「土と健康（１・２、３月号）」で書いた人間・牛・羊・鹿が脳・心の疾患で苦しんでいるのと同じこ

とが、植物でも起きていると直感しました。ここでは上で紹介した小川所長の「別の要因」を、「化学的な

根拠」に基づいて述べたいと思います。

紅葉の異常は鉄イオン不足による外

　すでに述べたように、「酸性雨」は地下水の酸

性化を促します。その結果、多量のアルミニウム・

マンガンイオンが地表近くの地下水に生物に利用

可能な形で存在できるようになること、およびそ

れによる弊害についてはすでに述べました（「土と

健康」（１・２、３月号：２００５年））。これに加え

て、地球表面の土地の水の酸性度がより高くなり

ますと（pH＝２～３）、地表面の鉄イオンが水と

ともに流れ去ることなどにより、高地・山岳地帯

にある植物にとって鉄イオンの取り込みが不可能

になり、鉄イオン利用ができなくなります。人間

にとって、鉄イオンは必須でありますが、植物に

とっても鉄イオンは必須なのです。この鉄イオン

不足が明らかに観測されている事実から述べてゆ

きたいと思います。

　上の京都新聞で、ナラの紅葉が異常であるとい

う事実が指摘されていますが、これは鉄イオン不

足と密接に関連している証拠です。植物の葉は緑

色をしていますが、あれはクロロフィルという化

合物の色（クロロフィルaの構造を右に示した）

で、クロロフィルを用いて太陽光を利用し光合成

が進行します。さて、秋になる（温度が下がる）

― １０ ―

クロロフィルaの構造

クロロフィルの分解生成物



と、光合成活動を止めますが、そのときの変化が重要です。秋といえば、いわゆる「紅葉」の季節になり

ます。何故、秋になると紅葉が見られるのでしょうか。それは、クロロフィルが分解され、緑色が葉から

消え、もともとあったカロチンなどの赤色、黄色（種によってその存在比・量は異なる）が見え出すから

です。このときのクロロフィルの分解生成物の一例を１０ページに示しました。さて、このクロロフィルの

分解には鉄イオンと酸素分子が必須です。上で述べたように、山岳地での根の近傍では酸性雨のために植

物は鉄イオンを摂取することが出来なくなります。この「鉄イオン不足の影響」が如実にでているのが、

丹後半島で観測されている「紅葉の異常」だと考えられます。

　さて、この分解生成物（１０ページ）ですがこの種の化合物は多くの窒素原子を含むので、塩基と呼ばれ

ていますが、それらは酸（塩酸、硫酸）と反応します。いわゆる中和反応に近いのですが、これだけで完

全にはpH＝７にまでは、もっていけません。しかし塩基が多量に存在すれば、それに近い状態にすること

が可能です。この現象は針葉樹では起きにくいのですが、いわゆる広葉樹（落葉樹）では、落ち葉のなか

の塩基の存在のために酸性雨の影響を受けるのは針葉樹よりも遅くなることが予想されます。これはまず

最初に針葉樹の異常が観測されたという事実と一致しています。

　この植物の樹体内での鉄イオンの不足が、植物のいろいろな病気の原因となっていると考えられます。

鉄イオン不足が原因で、樹木に必要な樹液（これはまた、害虫にとっては劇薬になっている）が合成され

ず虫が植物内に入りこんでいる（小川さんの意見）と推定できます。人間の場合でも、傷ができた時化膿

菌を殺すときに、鉄イオンを利用しています。鉄イオン不足によって植物にとって外敵を防ぐために必要

な化合物の合成が阻害されているのです。

「酸性雨」対策を実施しよう外

　［酸性］といえば、化学をかじった人ですと、それは中和すればよいではないかという議論になります。

それはそのとおりですが、問題は中和剤です。化学の実験ですと、塩酸・硫酸の中和には苛性ソーダ（NaOH）

が使用されますが、実際の農地・山地でそれはできません。中和後に残るNaCl，Na２SO４などの塩が塩害

を引き起こすからです。海水中で稲は育ちません。　現在、一般的に行われているのは、生石灰（CaO）を

撒くことです。これもあとにカルシュウム塩が残るので、できれば避けたいのですが、実際はこれしかな

いということで実施されているとのことです。（魚住道郎：日本有機農業研究会専務理事　さん）

　ここはやはり、自然が産出する最良の中和剤の使用を考えるべきでしょう。それはすでに述べたクロロ

フィルの分解反応で生成する塩基です。落ち葉に含まれるクロロフィル分解生成物という自然の中和剤は、

その力は弱いが（ｐH＝７にまでには出来ないが、弱酸性にはできる）、量でカバーすれば自然の力で酸性

雨に対抗できるはずで、酸性雨の影響は、広葉樹と比較して針葉樹に対してより大きいという事実もこれ

と矛盾しません。落ち葉がバクテリアで分解され、クロロフィル分解成分が酸性雨を中和すれば、そのも

の自身も肥料（窒素肥料）にはなれるので、一石二鳥です。そのためには、針葉樹よりも、広葉樹（落葉

樹）の方が、この目的にあっているといえます。

　上で述べたように落葉樹の落ち葉を集め、バクテリアでの分解を進行させ、それを再度土へ戻す（林や

田畑に落ち葉を撒いて分解を促す）という手法は、有機農業の方々が主張されている「腐食の有効性」と

一致する議論であります。この場合、当然のことながらバクテリアの作用も重要ですので、殺虫剤・農薬

の無制限な使用は、この作用を台無しにします。　有機農業の普及は重要です外　そして、イチョウの葉な

どをゆっくりと焚き火なんかしている場合ではなくなってきたのです。落ち葉は、「地球へ返す」という運

動を自治体 ・住民の皆さんでぜひやっていただきたいと思います。
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酸 性 雨 と 森 林

山形大学名誉教授・元農学部附属演習林（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　

塚　原　初　男　

１．はじめに

　１９８０年代以降、ドイツ、チェコ、ポーランドを中心とする欧州一円、及び北米東部では、原因不明の森

林枯損被害が大面積にわたって発生し、顕在化した（大喜多敏一、１９９６）。振り返ると１９８２年１１月～８３年８

月、木本類の過湿ストレスに関する長期在外研究員（文部省）として米国ウィスコンシン（W）大学マジソ

ン校を訪れ、T.T.コズロフスキー（K）教授の勧めに応じて行った大型バイオトロン内（K教授は施設長兼務）

での木本類鉢植え苗への亜硫酸ガス（SO２）暴露実験を通じて、筆者は大気汚染、とりわけ酸性雨への関

心を高めた。同年８月、たまたま訪れたデンバーから北部の山岳地帯に向かう途中、見渡す限り広大な面

積の常緑針葉樹の枯損被害林を目にする機会があった。ガイド役のコロラド大学A教授によると「原因は

はっきりしていないが、枯木にはカイガラムシ加害痕跡が共通に認められる」との説明であった。カイガ

ラムシは二次性の加害虫である。そのため枯損の第一原因（初因）は他にあり、ひょっとしたら酸性雨で

はと疑いを持つ研究者も多かったであろう。A教授もその例外ではなく、米国内の公式発表を前に断言を

控えていたようだった。

　当時の酸性雨研究はまだあまり進んでおらず、森林衰退や枯損原因が酸性雨であることが立証されたの

は、何年か後のことであった。また、森林の枯損原因は酸性雨単一ではなく、温暖化や乾燥、強風などと

の複合作用による場合があることも明らかにされた。同じような酸性雨を含む複合作用による森林の枯損

や衰退は、世界のいたるところで報告された。原因解明が複雑で、多要因解析が必要なのが森林を対象と

する酸性雨研究の特徴のようであった。

　ここでは、１９８２～８３年の米国W大学バイオトロン内での木本類鉢植え苗への酸性雨主成分、亜硫酸ガス

（SO２）の暴露実験、及ぴ１９９０年代最後の１０年間に仲間と取り組んだ酸性雨と森林に関する断片的な研究

から、南庄内の降雪による冬季酸性イオン沈着量の局地的集中（local concentration）、降雪による酸性イ

オン沈着量の集中局地とナラ枯れ発生地との地理的一致、生育期の降雨からの酸性イオン沈着量を軽減す

る森林のはたらき、樹勢に及ぼす酸性雨の影響を早期に診断する方法の試み、南庄内における森林被害の

複合要因など、健全な森づくりを目指して取り組んだ概要について紹介させていただく。

　一部は、やまがた酸性雨ネットワークの会合（座長：上木勝司・山形大学農学部教授、２００１．６．３０）で口

頭発表させていただいたことがある。

２．木本類鉢植え苗への酸性雨主成分・SO２の暴露実験

　茨　アカマツ、クロマツ、カラマツ鉢植え苗へのSO２暴露実験（Tsukahara,et al, １９８５）

　　　室内温度３１．１℃の温室でタネから育成された１１６日生アカマツ、１２３日生クロマツ、１３０日生カラマツ

３樹種の鉢植え苗に、SO２を含まない実験空気チャンバーを対照とし、SO２濃度０．５ppm、１．０ppm、

１．５ppmの実験空気を４８時間暴露した。暴露後各鉢植え苗を元の温室に戻し、６０日間育成させて組織

内の硫黄含有量と苗の成長量に及ぼすSO２の影響を調べた。

　　　硫黄含有量は、３樹種いずれも葉、幹枝では高濃度のSO２暴露ほど多かったが根では無関係であっ
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た。

　　　葉組織への傷害は高濃度暴露ほど目立ち、樹種ではアカマツ、カラマツが顕著であったが、クロマ

ツでは目立たなかった。

　　　樹高成長量は、カラマツではSO２１．５ppmの暴露から１５日後以降の苗に有意な成長抑制が認められ、

クロマツではSO２１．５ppmの暴露から１５日後以降の苗に有意な成長抑制が認められた。アカマツでは

SO２暴露の影響が出なかった。

　　　直径成長量は、アカマツ、クロマツ、カラマツではSO２１．５ppmの暴露から１５日後以降の苗に有意な

成長抑制が認められ、カラマツではSO２０．５ppmの暴露から４５日以降の苗及びSO２１．０ppmの暴露から６０

日後の苗にも有意な成長抑制が認められた。

　　　暴露後６０日間の乾重増加量は、３樹種いずれもSO２濃度１．０ppm以下の暴露で無関係で、SO２濃度

１．５ppmの暴露で苗重、葉重、幹重、根重の全てに成長抑制が認められた。

　　　これに相対成長率を加え考察の結果、SO２による大気汚染への３樹種の抵抗性は、アカマツ>クロマ

ツ>カラマツの順になることが知れた。

　芋　２樹齢のヒノキ鉢植え苗の成長に及ぼすSO２暴露の影響（Tsukahara, et al, １９８６）

　　　１０９日生と２０２日生のヒノキ鉢植え苗が、０、０．５、１．０、１．５ppm濃度のSO２に１４４時間暴露され、そ

の後６０日間温室で育成された。その間、葉への可視傷害はどの濃度のSO２でも全く発生せず、ヒノキ

はアカマツなどよりもSO２による大気汚染への抵抗性が高いことがわかった。

　　　成長量反応はSO２暴露によって抑制され、その程度はガス濃度、樹齢、成長量反応の計測項目によっ

て違いがあった。苗の樹高成長量と直径成長量は、１０９日生苗ではSO２濃度の高いほど低下したが、

２０２日生苗では低下しなかった。２樹齢の苗、葉、幹枝の乾重増加量は、暴露処理と無処理間に有意な

差異が無かったが、２０２日生苗の根重増加量は暴露処理によって有意に抑制された。２樹齢の苗に及ぼ

すSO２暴露の成長抑制作用は、苗及び部分重よりもそれらの相対成長率にはっきりと表れた。

　鰯　亜硫酸ガスに対するシラカンバ苗の反応（Tsukahara, et al, １９８７）

　　　樹齢１８週（１２６日）生のシラカンバ苗が、０、０．５、１．０、１．５ppm濃度のSO２に２２時間暴露処理され、

暴露後６０日間温室で育成された。その間、SO２暴露の影響は苗の反応を示す計測項目によって大きな

違いがあり、葉への可視傷害は敏感、成長量反応は鈍感であった。葉は、最低濃度０．５ppmのSO２暴露

でも僅か１～２日後またはそれ以前に損傷を起こしたが、成長量は、最高濃度１．５ppmのSO２暴露で６０

日後またはそれ以前に有意な低下を示した。SO２暴露による苗の成長量低下の程度は、計測項目によ

る違いがあった。

　　　シラカンバは、SO２による大気汚染への抵抗性がカラマツよりも著るしく低いことがわかり、SO２

汚染の指標木本類としての有用性が論じられた。

３．南庄内の降雪による酸性イオン沈着量の局地的集中

　降雪の採集地は、庄内地方の平地から山地一帯と、国道１１２号線及び１１３号線沿いの日本海沿岸から宮城

県まで、主に東北南部日本海側の豪雪地である。採集地点数は８８カ所、降雪のサンプル数は５８４点である

（塚原ら、２０００）。

　１９９０年２月から１９９９年３月の１０冬季に採集された降雪のひと雪の降雪量を知るために、ひと雪の降雪深

（㎝）と雪密度（g/㎝３）を観測した。両者を乗じて、降雪深（㎝）×雪密度（g/㎝３）＝ひと雪降水量

（g/㎝２＝１０㎜（水１gは１㎝３））を求め、酸性イオン沈着量の計算に用いた。

　汚れの無いポリ袋で採集された降雪は、暖房の効いた室内でゆっくり融かし、得られた水溶液サンプル

を酸度（pH）、総イオン濃度チェック用の電気伝導度（EC,μS/㎝）、及びイオン濃度の測定に用いた。測
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定イオンは、１３種にのぼったが、ここでは２種の酸性イオン、硝酸イオン（NO３
－）及び硫酸イオン（SO４

２－）

についてのみ触れる。

　ひと雪イオン沈着量（eq/m２（eqは当量記号、１当量は原子量を原子価で割り算した値））は、イオン濃

度（μeq/渥）にひと雪降水量（g/㎝２＝１０㎜）を乗じ、各イオンの分子当量を基に計算した。

　イオン濃度を、海塩由来成分と非海塩成分に分ける場合は、降雪中のNa+は全て海塩由来成分とし、海

水中のNa+イオン濃度比に相当する濃度は、全て海塩由来（性）成分とみなした。海水中のSO４
２－のNa+イ

オン濃度比には０．１０７７の実験値を用いた（飯田俊彰ら，１９９５）。NO３
－は全て非海塩成分である。

　茨　降雪のpH

　　　降雪のpHは、１９９０年から１９９７年までは４．２～５．２、１９９９年には４．２～４．５となり、２０世紀の終盤にやや

酸性寄りの降雪が多かったが、全体的には４．２～５．２であった。一方、この１０年間の成長期に観測され

た降雨のpHは４．６～６．３であった（飯田ら、１９９５；塚原ら、２０００）。冬季の降雪は生育期の降雨よりも

酸性が強い。

　　　近隣地方を含むこの地方の冬季の気象は変わりやすく、厳冬季でも降雨の日がある。そうした気象

変化は、この地域に北海道の乾き雪タイプでもなく、北陸の濡れ雪タイプでもない、両タイプの中間

的な独特の乾き雪と濡れ雪の混合層を成す雪が降ることが多い。降雪研究者によると、冬季の降雨は

地上気温が３．０℃以上の日に多いとされている。地上付近で融けると降雨、融けないと降雪になるとい

うのである。過冷却水滴の発達する上空で、細かい塵等のエアロゾル様物質が氷晶核のはたらきをし

て雪の結晶が出来る。冬季の降雪が生育期の降雨よりも酸性が強いのは、エアロゾル様物質が酸性の

場合、雪結晶が雨雲よりも遥かに高層から降下するため地面に達する間に取り込まれる大気中の酸性

物質が多い場合、両者の場合が考えられる。

　芋　ひと雪降雪による非海塩性酸性イオン沈着量

　　　降雪サンプルに含まれる酸性イオンの一部を除く殆どは、SO４
２－とNO３

－であった。そこで、ここで

は便宜上、上述した計算方式によって求めた非海塩性SO４
２－（nss SO４

２－）と、本来非海塩性成分である

NO３
－の濃度合計値を、非海塩性酸性イオン濃度とした。

　　　ひと雪降雪による非海塩性酸性イオン沈着量が８．０eq/m２を越える過多例を回数で拾うと、定点観測

の附属演習林（上名川）では５回中１９９７年３月６日に１回、国道１１２号線の側線観測では１９９１年２月か

ら１９９８年１月までの４冬季６回中附属農場（高坂）で１回、上名川で５回、朝日スキー場で４回、弓

張平、中村（大井沢）で各２回、蔵王坊平で３回、青根温泉で２回、国道１１３号線の側線観測では１回

も無く、南庄内の平面観測では１９９６年１２月から１９９７年２月までの２冬季３回中林崎、仙道、大杉、た

らのき代、大日坊、大平で各１回観測された。北庄内の平面観測では１９９８年１月の観測中１回も無かっ

た。

　　　イオン沈着量が８．０eq/m２を越える過多例には、３つのパターンがあった。ひと雪の非海塩性酸性イ

オン濃度が高く降雪量も多い場合、ひと雪の非海塩性酸性イオン濃度が著しく高く降雪量が中庸の場

合、ひと雪の非海塩性酸性イオン濃度が中庸で降雪量が著しく多い場合である。

　　　この１０年間の南庄内の山地（旧朝日村）を中心とする周辺（旧櫛引町、西川町など）及び蔵王山周

辺には、しばしば非海塩性酸性イオン沈着量が８．０eq/m２を越える酸性の強い降雪のあることがわかっ

た。蔵王山周辺の場合は火山活動の影響が推測されるが、旧朝日村の非海塩性硫酸イオンと硝酸イオ

ンの沈着量の多い降雪の原因は未解明である。降雪の化学性は均一ではなく、局地的に著しく不均一

の場合があることがわかった。
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４．降雪による酸性イオン沈着量の集中局地とナラ枯れ発生地との地理的一致

　山形県のナラ類のカシノナガキクイムシによる集団枯損被害発生は、昭和３４年の旧温海町（小国川流域）

の記録が最古である（斎藤幸蔵、１９５９）。昭和４０（１９６５）年代、東へ山越えの大鳥（旧朝日村）での発生記

録があるが、その規模は小さかった。

　その後被害が昭和５２（１９７７）年に滝ノ沢で確認されると、昭和５４（１９７９）年には旧朝日村熊出、越中山、

旧櫛引町鳥類草沢、松根で確認され、被害区域面積は１９２０haにものぼった。これまでの被害は、発生後３

～４年間経過すると一旦は沈静化し、場所を移しながら数年後毎に再発する場合が多かった。

　平成３（１９９１）年、旧朝日村越中山、三栗屋、上名川、下名川、行沢（なめさわ）で発生した被害は

５３０haと見積もられ（山形県）、１０年後の平成１３（２００１）年現在でも旧朝日村を中心とする被害発生が長期

化している。この１０年間の被害発生区域は、海抜約４００m以下の低海抜地域に多かったが、次第に高海抜地

へ拡大しつつあることが既に認められていた。

　平成１７（２００５）年秋現在の被害発生区域は、既に最上川沿いでは川下り舟番所付近まで拡大し、国道１１２

号線沿線では月山の峠を越えて村山盆地内に拡大し、国道l１３号線沿線では村上市、荒川町方面の新潟県で

も大発生し続け、小国盆地内で数１００本の枯損木が確認され、米沢盆地内まで拡大した。今後の全県的な拡

大が懸念されている。

　降雪による酸性イオン沈着とナラ類のカシノナガキクイムシによる集団枯損被害との関連性について

は、有無を含め現在もなお未解明のまま残された課題となっている。また、樹幹注入薬剤による害虫駆除

は、殺虫効果は高いが、駆除された被害木の樹勢回復が難かしく、発生区域の拡大防止に結び付きにくい

などの課題を残している。

５．生育期の降雨からの酸性イオン沈着量を軽減する森林のはたらき（塚原ら、２０００）

　南庄内の山地に位置する附属演習林の６樹種の中齢各１閉鎖林分、計６林分で林内雨量と樹幹流量を、

林外で降雨量を各３点観測法で調べた。森林構成樹種は、スギ、ヒノキ、カラマツ、ブナ、ミズナラ、オ

ニグルミである。調査年、調査期間、及び林内雨、樹幹流、降雨各雨量のシーズン途中の観測及び各雨水

採集回数は、１９９７年の生育期１４１日間に１３回と、１９９８年の生育期１５２日間８回である（塚原ら、２０００）。

　各雨水のイオン濃度の分析測定は１９９７年のサンプルのみについて行った。イオンは紙面の都合上酸性イ

オンと中和イオンに分けた場合について示す。酸性イオン濃度は亜硝酸イオン（NO２
－）、硝酸イオン

（NO３
－）、リン酸イオン（PO４

３－）、硫酸イオン（SO４
２－）、pHから計算された水素イオン（H+）［H+（μeq/

渥）＝１０６－PH］、及びアンモニアイオン（NH４
+）６イオン濃度の和。中和イオン濃度はカリウムイオン

（K+）、マグネシウムイオン（Mg２+）、及びカルシウムイオン（Ca２+）各濃度の和で表した場合である。

　イオン沈着量は、イオン濃度に雨水量を乗じて計算した。

　１９９７年と１９９８年の２シーズンに観測された森林による雨水遮断量（㎜）は、林外の降雨量から林内雨量

と樹幹流量を引き算した値で表した。１９９７年観測の単位土地面積当たりの森林によるイオン遮断量（プラ

スの場合は溶出量）（kg/ha）は、［林外雨量（㎜）×林外雨イオン濃度（μeq/渥）－林内雨量（㎜）×林

外雨イオン濃度（μeq/渥）－樹幹流量（㎜）×樹幹流量イオン濃度（μeq/渥）］にイオン当量×１０－５を

乗じた値である。

　茨　森林による雨水遮断量

　　　観測期間中の降雨量は、１９９７年が１４１日間に１３６１㎜、１９９８年が１５２日間に１２０１㎜であった。各森林の

林内雨量、樹幹流量、雨水遮断量を樹種別に見ると、降雨量比の値（％）で、①林内雨量が少なく

（５５～５７%）、樹幹流量の少ない（５～７%）ヒノキ林は雨水遮断量が多く（３８～４０%）、②林内雨量は

多くないが（６８～７０%）樹幹流量の多い（１２～１５%）ブナ林は雨水遮断量が少なく（１５～２２%）、③林
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内雨量が多く（８１～９３%）樹幹流量の少ない（０～７%）スギ、カラマツ、ミズナラ林も雨水遮断量

が少なく（６～２４%）、④林内雨量が著しく多く（９２～１０２%）樹幹流量の少ない（０～１%）オニグル

ミ林は雨水遮断量が少なかった（０～７%）。

　　　閉鎖状態に見える森林でも、樹冠の発達状態によって雨水遮断量は大きく変動することが知られて

いる。ブナ林では、他の５樹種の林分に比べて、樹幹流量が多いために雨水遮断量が少なくなること

が注目された。

　芋　林外雨及び各森林６樹種の林内雨と樹幹流の化学性

　　ａ．pH

　　　　林外雨（降雨）のpHは、１９９６年には５．２±０．７、１９９７年には４．９±０．２で、多くが５．６以下の酸性雨

であった。

　　　　林内雨のpHは、１９９７年にはスギ林５．５±０．２、ヒノキ林４．７±０．２、カラマツ林５．６±０．２、ブナ６．０

±０．３、ミズナラ５．６±０．２（１９９６年５．７±０．３）、オニグルミ６．２±０．２であった。ヒノキ林以外の５樹

種の森林は、林内雨が同じ１９９７年の林外雨よりも酸性が弱く、酸性緩和作用を持つ可能性がうかが

われた。５樹種の中では、スギ、カラマツ２樹種よりもブナ、オニグルミ２樹種の酸性緩和作用が

やや大きく見えた。ヒノキ林は、林内雨のpHが林外雨よりも低く、酸性緩和作用が無く、逆に酸性

増強作用のある可能性がうかがわれた。

　　　　樹幹流のpHは、１９９７年にはスギ林４．９±０．８、ヒノキ林４．０±０．３、カラマツ林４．９±０．６、ブナ５．６

±０．２、ミズナラ５．８±０．１、オニグルミ６．２±０．２であった。ヒノキ林は、樹幹流が林内雨同様、同じ

１９９７年の林外雨よりも酸性が強く、酸性増強作用を持つことがわかった。

　　　　落葉広葉樹３樹種の森林は、樹幹流が林内雨同様、同じ１９９７年の林外雨よりも酸性がほぼ同等か

弱く、酸性緩和作用を持つことがわかった。

　　ｂ．酸性イオン濃度

　　　　直径１５㌢の三角ロート状の器具によって採集された林外雨の酸性イオン濃度（期間平均値、以下

同じ）は、１９９６年には野鳥類の排泄物由来と見られるNH４
+の異常高濃度サンプルを例外として除く

と５４（μeq/渥，以下同じ）（うちNO３
－＝５，SO４

２－＝２７）、１９９７年には３８（うちNO３
－＝２，SO４

２－＝

２２）で、１９９６年１１回、１９９７年１３回の採集サンプルの全てがSO４
２－を酸性イオンの主成分とし、SO４

２－

とNO３
－との濃度比が８：１の雨であった。

　　　　７５３haの演習林内のオープンスペース３ポイントに、高さ約２㍍の杭を立て、その先端に取り付

けられた三角ロートは、時々野鳥類の止まり場に利用されたようである。

　　　　林内雨の酸性イオン濃度は、ヒノキを除く５樹種５林分が林外雨と同レベル（２２～３９）（うちNO３
－

＝０～８，SO４
２－＝１６～２１）であり、ヒノキの林内雨は林外雨に比べてNO３

－が著しく高く（＝３６）、

SO４
２－が高かった（＝３７）。林内雨は林外雨が閉鎖した樹冠の葉や枝に触れて、主に樹冠から林内に

落下する水滴である。偶然葉や枝の透き間を通過したものも含まれている。ヒノキの樹冠は、酸性

雨の主成分と同じ酸性イオンを組織から、取り込みと吐き出しの結果としての、みかけの上で吐き

出す特性があるようである。

　　　　樹幹流の酸性イオン濃度は、ブナ林では４９（うちNO３
－＝１８，SO４

２－＝２２）、ミズナラ林では３２（う

ちNO３
－＝１１，SO４

２－＝１８）で林外雨と同レベルであったが、オニグルミ林では８７（うちNO３
－＝３７，

SO４
２－＝４０）でやや高く、ヒノキ林では１５７（うちNO３

－＝４７，SO４
２－＝４４）で高く、スギ、カラマツ

林では４５０前後（うちNO３
－＝１１０～１３０，SO４

２－＝７４～７５）で著しく高かった。樹幹流は林外雨が閉鎖

した樹冠の葉や枝に触れた後、太枝や樹幹を濡らしながら立木基部の根元に流下する水溶液である。

流下中の水分の蒸発による濃縮も起こり得る。濃度に高低の違いはあるが、オニグルミ、ヒノキ、
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スギ、カラマツ林の樹冠･ 樹幹組織は、酸性雨の主成分と同じ酸性イオンを組織からみかけの上で吐

き出すか、あるいは濃縮する特性があるようである。

　　ｃ．中和イオン濃度

　　　　林外雨の中和イオン濃度は、１９９６年には３９（うちK+＝７、Mg２+＝７、Ca２+＝２５）、１９９７年には６６

（うちK+＝１、Mg２+＝２４、Ca２+＝４１）で、１９９６年１１回、１９９７年１３回の採集サンプルの全てがCa２+

を中和イオンの主成分とし、Ca２+とMg２+との濃度比が２：１の降雨であった。

　　　　林内雨の中和イオン濃度は、針葉樹３樹種３林分が林外雨よりも約４倍高く１９５～２２５（うちK+＝

１４～３７、Mg２+６０～７７、Ca２+１１１～１２７）、ミズナラ、オニグルミ林が数倍高く２６６～２８７（うちK+＝３５

～５９、Mg２+５９～７５、Ca２+１５３－１７２）、ブナ林が約７倍も高かった（＝３７８、うちK+＝１０４、Mg２+＝

９５、Ca２+＝１７９）。６樹種６林分の樹冠は、樹種による程度の違いはあるものの、酸性土壌を中和す

るはたらきを持つ中和イオンを、組織からみかけの上で多量に吐き出す特性があるようである。そ

の吐き出し量は、３針葉樹林よりも、３落葉広葉樹林が多く、とりわけブナ林は他の２樹種よりも

K+の吐き出し量が著しく多く高濃度なことが注目された。

　　　　樹幹流の中和イオン濃度は、６樹種６林分共に林外雨よりも高かったが（＝１３２～８５１）、樹種によ

る違いが大きかった。ヒノキ林では１３２（うちK+＝１８、Mg２+＝４９、Ca２+＝６５）、ブナ林では２２８（う

ちK+＝７４、Mg２+＝６２、Ca２+＝９２）、スギ林では３２５（うちK+＝８１、Mg２+＝９３、Ca２+＝１４６）、ミズナ

ラ、カラマツ林では４９４～５４８（うちK+＝７２～１４９、Mg２+＝７３～１４３、Ca２+＝２５６－３４９）、オニグルミ

林では８５１（うちK+＝１４３、Mg２+＝１９３、Ca２+＝５１５）であった。ブナ林以外の樹幹流量の少ない５

樹種５林分の中和イオン濃度には、樹冠・樹幹からの吐き出しの他に、流下中の濃縮も加わってい

るようである。６樹種の中では樹幹流量の多い（＝１２～１５%，前掲）ブナ林樹幹流の中和イオン濃

度は林内雨よりもいくらか低濃度であることが注目された。

　鰯　６樹種６林分による酸性イオン及び中和イオンの周年のみかけ遮断量とみかけ吐き出し量

　　　以上の生育期における森林による雨水遮断量、林外雨及び各森林６樹種の林内雨と樹幹流の化学性

データに、冬季における森林による雨水遮断量と冬季における林外雨に相当する降雪量観測値、各森

林６樹種の林内降雪と冬季降雨による樹幹流の化学性の分析値または過去のデータを加え、６樹種６

林分による周年の酸性イオン及び中和イオンのみかけ遮断量とみかけ吐き出し量（kg/ha）を推定し

た。

　　　１９９６年１１月２９日から１９９７年１１月２８日までの周年の林外雨・雪（降水）によるイオン沈着量は、酸性

イオン２５０kg/ha（うちNO３
－＝１３９、SO４

２－＝１１１）、中性イオン１８４kg/ha（うちK+＝７、Mg２+＝７８、

Ca２+＝９９）と見積もられた。

　　　ヒノキ林を除く５樹種５林分の酸性イオンの周年みかけ遮断量（kg/ha）は、スギ７９（うちNO３
－＝

５０、SO４
２－＝２９）、カラマツ８０（うちNO３

－＝５０、SO４
２－＝３０）、ブナ８０（うちNO３

－＝４２、SO４
２－＝３８）、

ミズナラ９０（うちNO３
－＝５２、SO４２－＝３８）、オニグルミ８２（うちNO３

－＝５０、SO４
２－＝３２）となり、７９～

９０で大差無かった。中和イオンの周年みかけ吐き出し量（kg/ha）は、スギ３１（うちK+＝４、Mg２+＝

７、Ca２+＝２０）、カラマツ７３（うちK+＝１６、Mg２+＝１０、Ca２+＝４７）、ブナ１５０（うちK+＝４３、Mg２+＝

９、Ca２+＝９８）、ミズナラ１６９（うちK+＝１９、Mg２+＝５、Ca２+＝１４５）、オニグルミ１９３（うちK+＝２６、

Mg２+＝１６、Ca２+＝１５１）となった。森林からの中和イオンの吐き出し量は、針葉樹２樹種よりも落葉

広葉樹３樹種が多かった。とりわけブナ林はK+の吐き出し量が多く、ミズナラ及びオニグルミ林は

Ca２+の吐き出し量が多かった。

　　　ヒノキ林の酸性イオンの周年みかけ遮断量（kg/ha）は１８（うちSO４
２－＝１８）、中和イオンの周年み

かけ遮断量（kg/ha）が６（うちMg２+＝６）となり、酸性イオンの周年みかけ吐き出し量（kg/ha）

― １７ ―



が８（うちNO３
－＝８）、中和イオンの周年みかけ吐き出し量（kg/ha）が１６（うちK+＝１、Ca２+＝１５）

となった。ヒノキ林は、酸性イオンの周年みかけ遮断量も中和イオンの周年みかけ吐き出し量も少な

いことがわかった。

　　　推定値では、降雨･ 降雪による酸性イオン沈着量２５０kg/ha（＝２５．０g/m２）（１００%）のうち、閉鎖林

による遮断量（遮断率、%）は、スギ林７９kg/ha（＝７．９g/m２）（３２%）、ヒノキ林１８kg/ha（＝１．８９/m２）

（７%）、カラマツ林８０kg/ha（＝８．０g/m２）（３２%）、ブナ林８０kg/ha（＝８．０g/m２）（３２%）、ミズナラ

林９０kg/ha（＝９．０g/m２）（３６%）、オニグルミ林８２kg/ha（＝８．２g/m２）（３３%）となる。

　　　また、森林（閉鎖林）を通過する降雨に溶出されて林内に吐き出される中和イオン沈着量は、降雨・

降雪による沈着量１８４kg/ha（＝１８．４g/m２）（１００%）に対する増量比率（+%）で示すと、スギ林３１kg/ha

（＝３．１g/m２）（+１７%）、ヒノキ林８kg/ha（＝０．８g/m２）（+４%）、カラマツ林７３kg/ha（＝７．３g/m２）

（+４０%）、ブナ林１５０kg/ha（＝１５．０g/m２）（+８２%）、ミズナラ林１６９kg/ha（＝１６．９g/m２）（+９２%）、

オニグルミ林１９３kg/ha（＝１９．３g/m２）（+１０５%）となる。

　　　酸性イオンの遮断量が多く、中和イオンの吐き出し量の多い樹種は、降雨の酸性緩和作用が大きい

樹種と考えられる。閉鎖状態の森林による降雨の酸性緩和作用は、中和イオンの吐き出し量の多いブ

ナ、ミズナラ、オニグルミ３落葉広葉樹がスギ、カラマツ２針葉樹よりも大きく、降雨の酸性緩和に

有効な理由がわかった。酸性イオン遮断量及び中和イオン吐き出し量の少ないヒノキは、スギ、カラ

マツ２針葉樹よりも降雨の酸性緩和作用が劣る理由のようであった。

５．樹勢に及ぼす酸性雨の影響を早期に診断する方法の試み

　反応が必ずしも鋭敏でない木本類を用い、生物検定法による酸性雨の影響を早期に診断する方法は、反

応の鋭敏な微生物や草本類、または動物を用いる場合よりも劣る。しかし、木本類の中の最も反応の鈍い

高齢の森林に影響が顕在化するような環境状態は、生活環境としては深刻である。したがって、木本類の

樹勢に及ぼす酸性雨の影響を早期に診断する方法の確立は、深刻な状態を予知し、元のマイルドな環境に

復元するための警鐘づくりとしての意義がある。

　ここでは、北欧の常緑針葉樹（モミ類、トウヒ類）で開発された針葉痕跡法（NTH；needle retention）

（Kon甘pkaら、２０００）、細根バイオマス法（Kon甘pka and Tsukahara、２０００、２００１）、樹体温度微小変動

法（飯田ら、未発表）などの、当時としては新しい試みについてふれる。

　茨　針葉痕跡法

　　　健全な１本の針葉は長く生き続け、基部の痕跡（needle set）を発生年の年輪の幹材部に明瞭な黒

褐色の斑点として残す。健全でなく、生育途中に脱落した針葉は幹材部の斑点が不明瞭となり、生育

初期に脱落した針葉は幹材部の斑点が欠落する。この原理を活用して、立木を伐採し、各年輪の幹材

部を板状に削り、一定面積当たりの針葉痕跡数を調べる。

　　　南庄内の山地（兜山）のマツ枯れ被害の無い４０年生林（１９５８年植栽、１９６８～１９９８年調査）の場合、

立木７本平均の針葉痕跡数は、アカマツでは１９９０年２．５個から１９９５年２．０個に有意に減数し、クロマツ

では１９９０年４．０個から１９９５年３．５個に有意に減数した。この６年間の針葉痕跡数は年樹高成長量と有意

な正相関があり、針葉の脱落がマツ類の樹高成長量の減衰に影響している可能性がある。１９９０年は、

南庄内でも酸性雨が顕在化し、酸性雪が確認された年代である。針葉痕跡法は、酸性雨がマツ類の針

葉数や樹高成長量を減衰させたかどうかを断定出来る方法ではないが、その可能性を残す１方法とし

て注目される。

　芋　細根バイオマス法

　　　Norby and Kozlowski（１９８０、１９８１）は、管理の行き届いたバイオトロン内のグロースチャンバー
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で、マツ類の１種（レジノサマツ、red pine）の１０週生鉢植え苗に、濃度０．２ppmの亜硫酸ガスを９１時

間暴露後、清浄な空気の２２℃の温室内で６週間育てたところ、地上部重、苗重には違いは出なかった

が、根重（乾）が無暴露苗よりも有意に少なかったこと、木本類３樹種の１９週生鉢植え苗に、濃度

０．２ppmの亜硫酸ガスを３０時間暴露後、清浄な空気の３０℃の温室内で５週間育てたところ、ペーパー

カンバ（paper birch）及びレジノサマツの根重（乾）は無暴露苗よりも有意に少なかったが、アメリ

カトネリコ（green ash）は根重、地上部重、苗重のいずれにも違いは出なかったことを報告してい

る。このように、苗への亜硫酸ガス暴露の影響は枝葉よりも根に早く反応し発達を抑制すること、そ

の根の発達抑制には樹種による違いがあることが既に明らかにされている。

　　　一方、根系の中で、肥料養・水分の吸収能力の最も高いのは細根である。そのため細根量の多少は

樹木の活力（活性または健全性）の指標になり得ると考えられる。Kon甘pkaらは、反応の早さと健全

性の指標となる細根（fine and small roots）に着眼し、独特の林地埋め込み式バイオマス袋による測

定法を開発した。

　　　南庄内の海岸砂丘地におけるクロマツの細根バイオマス量（g/m２）は、４０年生林では土壌の深さ５０

㌢以内、１７年生林では深さ３０㌢以内に集中的に垂直分布していること、樹勢の旺盛なクロマツ林は、

樹勢の劣勢なクロマツ林よりも細根バイオマス量が多かったという。

　　　この方法は、森林の全体的な樹勢診断法としては好適であるが、細根バイオマス袋の埋め込み作業

が非能率的であり、改善すべき余地が残されている。

　鰯　樹体温度の微小変動法

　　　晴れた日の場合、健全な樹木の光合成活性の日変化は、夜明けと共に上昇し、午前１０時前後までは

上昇を続け、正午過ぎまでは横ばい状態を持続し、その後一時的にダウンし（＝光合成の真昼落ち）、

少し回復してから日没に向かって低下する。光合成活性の上昇は気孔開度の増大であり、葉組織から

の水分蒸散量の増大に関係が深い。樹木の蒸散作用は樹体温の調節作用でもある。そのため樹体温の

日変化は蒸散作用の変化と密接な関係があると考えられる。

　　　この原理を応用して、近年開発された赤外線表面温度計で樹木組織の表面温度の日微細変動を観測

し、樹体温調節の役割を持つ蒸散作用の異常チェックがこの方法のねらいである（飯田ら、未発表）。

　　　既に針葉が褐色に変化し枯損したクロマツの樹皮表面温度は、健全木のような気温変化への追値が

無く、気温格差が小さかった。ナラ枯れ個体も同様であった。完全に枯損する前の、樹勢が健全に回

復出来る衰弱木を果たして予知出来るかどうかがこの方法の課題である。

６．南庄内における森林被害の複合要因推測

　茨　ナラ類の集団枯損要因

　　　前述したようにこの被害は、旧朝日村を中心として枯損被害が顕在化し、２００５年現在では旧朝日村

から西方の海岸地域へ、逆に旧朝日村から東方の内陸地域へと被害区域が拡大しつつある。これらの

被害林は、前述の降雪による酸性イオン沈着量の集中局地のほか、高地では海抜約８００㍍の国道１１２号

線沿い湯殿山ホテル道入り口付近（２００５年発生確認済）まで拡大し、途中尾根筋の乾燥しやすい地形

に多い傾向が認められる。ナラ類の集団枯損要因には、酸性雨、海抜高（温度）、水分不足の３要因が

複雑に影響していることが推測される。

　芋　マツ類の枯損要因

　　　昭和５２（１９７７）年、南庄内ではマツノザイセンチュウによる初のアカマツ枯損被害が発生した。場

所は、朝日山地の最北峰金峰山の中腹。工事用運搬車の荷台敷板に石巻港を経て取り寄せた被害材が

使われていたから…とのもっぱらの噂であった。その後のマツ枯れの勢いは、筆舌に尽くし難い。
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　　　マツ枯れ被害林は酸性雨の降下する全域に発生していること、全国的にも高海抜地には被害林が見

られないこと、青森県以北の冬季寒冷地には被害林が見られないこと、以上によりマツ類の枯損要因

には、酸性雨、生育期の高温、及び冬季の寒冷の３要因が複雑に影響していることが推測される。

７．初期融雪による強酸性化防止のための雪処理実験

　茨　初期融雪水の酸性度

　　　雪質で表すと新雪、コシマリ雪、シマリ雪は未融解積雪（premelt snow）と呼ばれている。これに

対してザラメ雪、コシモザラメ雪、シモザラメ雪は既融解（再凍結）積雪（melt snow）と呼ばれて

いる。

　　　未融解積雪が例えば太陽光によって融解を開始した時の初期融雪水、融解途中の中期融雪水、融解

終了する時の後期融雪水の各イオン濃度には大きな違いがある。融雪水全体のpHが４．４の新雪の場合、

同じサンプルの初期融雪水では４．２、中期融雪水では４．４、後期融雪水では４．７となり、融雪の初期から

後期に経過するにつれて融雪水の酸性度は弱まることがわかった。これは、新雪中のSO４
２－やNO３

－な

どの酸性イオンが、融解中に雪の結晶から早く離れる性質があるためである。これはSO４
２－やNO３

－の

選択的溶出（preferential elution）と呼ばれている。南庄内の１９９０～９９年の新雪の場合、全融雪水の

pHは４．２～５．０が多かった。部分的な初期融雪水のpHは３．７～４．５で強酸性であった。初期融雪水は、

酸性の強い水分となって積雪下層に移動し、地面に到達し、土壌の酸性化をもたらす可能性がある

（塚原ら、２０００）。

　　　生育期にクロマツやスギの幼い鉢植え苗を、根元までpHが４．０以下の強酸性水耕液に浸漬させてお

くと生育障害が起き、４．０以上の弱酸性水耕液に浸漬させておけば生育障害が起きない（Ofei-Manu, 

１９９９）。pHが４．０以下の融雪期の初期融雪水が、この季節（融雪期）の木本類、とりわけ木本類の細根

の生育活性にどのような影響を及ぼすかが、課題となって残されている。

　芋　初期融雪水の酸性緩和実験

　　　梶原ら（２００２）は、冬季の低温下において降雪に含まれる酸性イオンを中和し、初期融雪水の酸性

度を緩和出来る中和剤の有無を調べた。

　　　その結果、塩化カルシウム及び塩化マグネシウムは中和剤として有効ではなく、炭酸カルシウム及

び炭酸マグネシウムは中和剤として有効なことが明らかにされた。

　　　必要最少量の決定が次の課題となろう。

８．おわりに

　酸性雨の研究を進めるためには、良く管理された実験施設、良好な装置や分析機器、フィールドワーク

協力者を欠かすことが出来ない。筆者は、多くの人々からのご協力をいただいた。当時の米国内では３本

の指に入るほどの優秀なバイオトロン施設をふんだんに使わせていただき酸性雨研究のキッカケを与えて

くれたW大のコズロフスキー教授、酸性雪のイオン分析にご協力いただいた同僚の上木勝司教授、飯田俊

彰助教授、降雨・降雪の分析試料のサンプリングに協力された農学部附属演習林の職員：保坂良悦・佐藤

八重治・上野清隆・阿部新一・上野　斎・遠藤文子の皆さん、卒論・修論・博論研究として苦楽を共にし

ながら熱心に取り組んでくれた当時の院生及び学生：山谷　睦・寺沢　暢・下井田領子・福島　純・武田

能拓・猪飼啓文・安国起世・祢津　陽の諸君に感謝申し上げる。
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鶴岡市における酸性雨の現状

鶴岡高専物質工学科教授（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　

小　谷　　　卓　
　

１．はじめに

　本研究室（環境分析研究室）では１０数年前より鶴岡市の降水（降雨・降雪）を採取して、化学成分分析

を行い、鶴岡市における、酸性雨の状況について解析・研究している。

　日本海側に面する鶴岡市は、日本海を隔てて中国及びシベリア大陸があり、春季には黄砂現象、冬季に

は季節風の影響による地吹雪が頻発する地理的条件にある。

　これまで明らかになっている諸点について、できるだけ分かり易く解説することにする。

２．採取地点および分析項目など

　降雨・降雪の採取場所は、鶴岡市：鶴岡高専物質工学科棟屋上で、この場所は日本海海岸より約１０㎞離

れた田園地帯に位置し、標高約３０m。真横には国道３４５号線が通っていて、南には金峰山をはじめとする

５００～７００mの山がある。東側は鶴岡市街地となっている。

　降水の採取は常時開放式のポリエチレン製ジョッキを地上からの跳ね返りの影響がないように設置し、

５０柔以上の降水があった時、１サンプルとして採取した。また、雪の場合は室温で溶かしてサンプルとし

た。サンプルはシリンジフィルター（φ０．４５μm）を通過させ分析試料とした。

　採取期間は毎年１月～１２月であり、サンプル数は８０～１２０サンプルとなる。ちなみに平成１７年度は１１７サ

ンプルを採取した。

　本研究室では、以下の１１項目について分析を行っている。

１）pH、２）電気伝導度（EC）３）Cl－（塩化物イオン）、４）NO３
－（硝酸イオン）、５）S O４

２－（硫酸イオ

ン）、６）PO４
３－（リン酸イオン）、７）Ca２+（カルシウムイオン）、８）Mg２+（マグネシウムイオン）、９）

Na+（ナトリウムイオン）、１０）K+（カリウムイオン）、１１）NH４
+（アンモニウムイオン）

　分析方法は以下の機器を用いて行った。
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１）pHメータ ２）伝導度メータ

７）～９）ICP発光分光分析 １０）原子吸光分析

３）～６）イオンクロマトグラフィー

１１）アンモニア電極



３．結果と考察

　３－１．鶴岡市の降雨・降雪はほとんど酸性雨である。

　　　まず、知って欲しいのは鶴岡市に降る雨や雪のほとんどがpＨ５．６以下の酸性雨であり、これは鶴岡

にとどまらず、県内どこに降る雨や雪もほとんど酸性雨であるという事である。毎年１００試料前後採取

する中で酸性雨でない試料は黄砂期（３～４月）に採取される試料の数個しかない。

　　　Fig.１に、鶴岡高専物質工学科棟屋上にて採取した過去６年間の降水の月別pH変化を示した。これ

を見るとほとんどがpH４．５～５．０のあいだにあり、冬季（１２．～２月）に低く、黄砂期に高い傾向を示

す。　さらにTable.１．に示したように、過去６年間のpHの年間平均値を見てみると毎年酸性雨は、酸

性化の方向に向かって来ていることがうかがえる。

　３－２．気圧配置による風向きと強さによってpHは大きく影響を受ける。

　　　次に、鶴岡における酸性雨は、日本列島に見られる気圧配置の中で１/３近くを占める冬型低気圧の

パターン時において降雨・降雪は一番酸性化するということである。

　　　Fig.２に鶴岡に出現する気圧配置によるpHの頻度分布を示す。これは平成１０年に採取した２７９試料

を鶴岡に主に出現する４つの気圧配置パターン（下図参照）を分類し解析した結果である。冬型低気

圧型は１２～２月の冬季多く出現（出現率２９％）し、西高東低の気圧配置で、鶴岡では西～北西の強風

が吹き、地吹雪も出現する。このときpHは４．０～４．５を中心に分布して、平均値は４．５８と最も酸性化す

る。次に大陸低気圧型は６～８月、１０～１１月の夏から秋にかけて出現し（出現率２５％）、主に南西の風

が吹き、pHは４．５～５．０を極大に分布して、平均値は４．５８となった。次に日本海低気圧型は３～５月の

黄砂期に出現し（出現率２４％）、大陸からの西風の他に、太平洋側からの南東の風も吹く。pHは５．０～

５．５を極大に分布して、平均値は５．４８と黄砂の土壌性分によりやや高くなった。
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Fig.１．　過去６年間の降水のpH変化（鶴岡高専物質工学科棟屋上にて採取）

Table.１．　過去６年間のpHの年間平均値



　　　最後に、南岸低気圧型は沖縄九州方面の南岸に低気圧が位置しているパターンで梅雨時や台風時期

に９％出現した。このときpHは５．５２と一番高くなった。

　　　以上のように、「風の吹き様でpHも変わる」事が分かる。
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Fig.２．　気圧配置によるpHの頻度分布

冬型低気圧 大陸低気圧

日本海低気圧 南岸低気圧



　３－３．降水（降雨・降雪）を酸性化させる成分とは何か。

　　　あらためて酸性雨について考えてみる。酸性雨の定義は「大気中に存在するCO２が雨水に溶け込ん

で飽和した時のpH５．６以下の雨」ということで、雨や雪が酸性化するということは何らかの酸性化物

質が雨や雪に溶け込んでいることになる。この酸性化物質が石油や石炭（いわゆる化石燃料）の燃焼

によって生ずるSO２・SO３（イオウ酸化物）やNOx（チッソ酸化物）で、これらが様々な反応経路を

経て、それぞれ硫酸や硫酸塩と硝酸や硝酸塩として降雨・降雪中に取り込まれ酸性雨となる。

　　　　　　SO２・SO３　→　H２SO４　→　２H＋（酸性）　＋　SO４
２－

　　　　　　NOx　→　HNO３　→　H＋（酸性）　＋　NO３
－

　　　我々は、このSO４
２－（硫酸イオン）とNO３

－（硝酸イオン）を測定する事で、降水中の酸性化成を知

る事ができる。硫酸イオンは海塩起源のものと非海塩性の化石燃料起源のものがあり、酸性化に寄与

するのは化石燃料起源の硫酸イオンでこれを非海塩性硫酸イオン（nss－SO４
２－）として区別する。す

なわち、降水の酸性化成分は、非海塩性硫酸イオン（nss－SO４
２－）と硝酸イオン（NO３

－）となる。

　　　一方、降水を中和する成分もあるわけで中和成分は、土壌起源の非海塩性カルシウムイオン（nss

－Ca２＋）と肥料等を起源とするアンモニウムイオン（NH４
＋）である。土砂や土壌粉塵，黄砂粉塵、

肥料粉塵やアンモニア揮発成分等が降水に混入・溶解して中和作用を果たすと考えられる。

　　　これら酸性化成分と中和成分のバランスで酸性化の度合いが決まってくる。

　３－４．鶴岡は大陸からの影響を大きく受けている。

　　　酸性化成分のうちで非海塩性硫酸イオン（nss－SO４
２－）は、１０００㎞にも渡り季節風に乗り中国大陸

から日本に飛来してきているといわれている。そして硝酸イオン（NO３
－）は大陸飛来せず現地性の

ものであるといわれている。また土壌起源の非海塩性カルシウムイオン（nss－Ca２＋）は黄砂起源の

ものと現地性のものがある。

　　　前述したように、降水のpHは酸性化成分と中和成分のバランスで酸性化の度合いが決まってくる

が、鶴岡における状態について考察する。

　　　Fig.３に春期（３～５月）の降水中の酸性化成分と中和成分とpHの変動を示した。これをみると黄

砂現象の多かった年（２００２年）は中和成分も多くpHは高くなる、少なかった年（２００３年）は中和成分

も少なくpHも低くなることが分かる。また酸性化成分と中和成分差が大きくなるとpHが低くなるこ

とが分かる（２００２年と２００５年を比較）、そしてこの春期のpHの変動は中和成分の変動に依存している

ようにも見える。この結果、鶴岡における春季はpHは４．５～５．５で推移する。
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Fig.３．　春季のpH変動と化学成分



　　　次に冬季を見てみると（Fig.４参照）、雪におおわれている日が多い１２月から２月は、舞い上がる土

壌粉塵等も少なく、降水中の中和成分は少なくなり、pHは酸性化成分に依存し、酸性化成分が多いと

pHは低く（２００４年）、少ないと高くなる（２００１年）傾向を示すことが分かる。

　

　　以上のように、鶴岡の冬季はpHが４．４～４．６で推移する日が多くなる。

　　　最後にFig.５に鶴岡における過去７年間の大陸からの寄与率を示した。これは降水中の［nss－

SO４
２－］や［NO３

－］が大陸由来のものなのか現地性のものなのかを計算により出したものである。こ

れを見るとまず、［nss－SO４
２－］の大陸からの寄与率は年々減少傾向にあり、１９９９年５０％近くあった寄

与率が２００３年には２１％まで下がった。しかしここ２年間はやや増加傾向にある。また、［NO３－］の寄

与率は８０％以上が現地性のものであり大陸由来のものはほとんどないことが分かる、特に近年は１０％

以下となっている。このように大陸飛来する非海塩性硫酸イオン［nss－SO４
２－］は鶴岡において５０～

３０％と減ってきているとはいうものの内陸と比べると倍以上高く大陸からの影響を多く受けているこ

とが分かる。
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Fig.４．　冬季のpH変動と化学成分

Fig.５．　大陸由来の酸性化成分の寄与率



４．まとめにかえて

　鶴岡における酸性雨の現状について、これまで得られている本研究室における研究を中心に述べた。

酸性雨の研究は、毎年の気象条件の違いや降水量、地理的条件など、様々な要因によって影響を受けるこ

ともあって、単年度や数年では分からないことも多々あり断定的に言えることは少ない。しかし回を重ね、

年を重ねることによりはっきりしてくる事が多くなってくることも事実である。

　本研究室ではエアロゾルの分析・研究も行っている。エアロゾルの研究と併せて酸性雨を見ていくともっ

と明らかになることもあるが紙面の都合上割愛した。ともかくも、これからも研究を継続して酸性雨の実

態を解明し、新たな知見を得ていきたいと思っている。
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県内の森林・農耕地土壌と酸性雨の影響

山形県農業総合研究センター　農業環境研究部開発研究専門員　　

（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　熊　谷　勝　巳　

１．はじめに

　日本はアジアモンスーン地帯の東端に位置し、温暖で湿潤な気候のもとで現在の土壌が生まれてきた。

土壌は岩石や鉱物の風化によって生成するが、その過程で日本の土壌は降雨による影響を強く受けている。

通常、雨水は空気中の二酸化炭素を吸収していることから、pHは約５．６である。一般にはpH５．６未満の降

水を酸性雨と呼んでいるが、通常の雨も弱い酸性である。したがって、長い間にほとんどの自然土壌は植

物の栄養成分である塩基などが溶脱した酸性土壌となっている。もちろん、山形県の土壌も例外ではない。

農林業に属する土壌は農耕地土壌と森林土壌であり、森林土壌は自然土壌に類似した酸性土壌である。一

方、農耕地土壌はこのような自然土壌を開墾し、長い年月をかけて農作物を安定栽培できるようしたもの

であり、酸性が改良された土壌である。

　このような背景の中で、本県でも酸性雨の降水が確認されていることから、県内で実施している土壌モ

ニタリング調査結果をもとに、森林や農耕地の土壌の特徴と土壌酸性に係わるいくつかの点について紹介

する。

２．土壌酸性化の仕組み

　土壌の化学的性質の一つに、養分保持能がある。土

壌分析では、陽 イオン 交換容量（cation exchange 

capacity, 略C.E.C.）として評価される性質である。図

１のように、土壌粒子の表面は粘土鉱物や腐植に由来

するマイナスの電気（負の荷電）を帯びており、その

総量がC.E.C.である。植物の生育にとって有用な栄養

分の多くは陽イオンであり、プラスの電気を帯びてい

ることから、土壌粒子の表面と電気的に結合している。

この陽イオンは結合している力や濃度などの違いによ

り、他のイオンと容易に入れ替わる。とりわけ、一定

の条件でイオン交換されて土壌溶液中に出てくるカル

シウム（Ca２+）、マグネシウム（Mg２+）、カリウム（K+）、

ナトリウム（Na+）は主要な交換性陽イオン（交換性

塩基）である。C.E.C.の中で交換性陽イオンが何割占

めているかを表す塩基飽和度は、C.E.C.とともに土壌

の肥沃度を表す重要な指標となっている。

　通常の雨水には、二酸化炭素を吸収して微量の炭酸

が含まれるが、炭酸から分離した水素イオン（H+）も

わずかに含まれている。したがって、通常の降雨にお

いても、降水量に比例してH+が土壌に供給されること
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図１　土壌粒子の表面イメージ図



になる。酸性雨ではこのH+の量が多く、pHが１低下するとH+は１０倍量となる。

　一般に溶液中のH+が増加するとpHは低下するが、土壌中では簡単に低下しない。土壌にH+が入ると表

１のような段階の反応が起き、H+が中和され緩衝作用が発揮される１）。酸性雨の影響が土壌に現れにくい

所以である。中和の第１段階では炭酸塩・重炭酸塩による中和が行われ、農耕地土壌で施用された石灰系

肥料成分が該当する。平成７年～平成１０年に本県で実施された第１次酸性雨対策総合モニタリング調査に

よれば、調査地点の降雨のpHは４．５～５．３であった。pH４．５の酸性雨が２，２４５㎜（平成１７年酒田の年間降水

量）降ったことを想定すると、負荷するH+量は㎡当たり０．０７１eqである。これを中和するのに必要なCa量

は１．４２gであり、１０ａ当たりの炭カル（炭酸カルシウム）に換算すれば３．６㎏である。通常、畑では土壌改

良のために炭カル等を標準で１０ａ当たり１００㎏程度施用しており、このような炭酸塩との中和反応により農

耕地土壌での酸性雨の影響はほとんど消滅する。一方、日本では天然の炭酸塩・重炭酸塩が存在しないこ

とから、森林土壌では第１段階による中和がほとんどないと考えられている。

　中和の第２段階は交換性塩基による中和である。森林土壌では、この中和反応が主体である。降雨によ

り土壌に負荷されたH+は、土壌粒子と電気的に結合していた陽イオンと次々に交換していく。次第に土壌

粒子に結合する陽イオンは少なくなり、土壌分析による交換性塩基含有量と塩基飽和度の値は低下する。

H+と交換して土壌溶液中に出てきた陽イオンは下層に溶脱する。長い間に、土壌は植物の生育にとって必

要な栄養分を失っているのである。やがて、土壌粒子の表面にH+が多量に結合すると、土壌粒子の表面が

破壊され土壌を構成するアルミニウムが交換性アルミニウムイオン（Al３+）として放出される。さらに、

pH４．５以下になると中和の第３段階が進行し、土壌中の酸化アルミニウムが溶解し多量のAl３+が溶出する。

アルミニウムは植物に対して強い毒性を持ち、人間のアルツハイマー症との関連も指摘されている。

３．県内各地の森林土壌の化学性

　県内の鶴子（尾花沢市）、木地山（長井市）、荒沢（鶴岡市）、神室（金山町）、水窪（米沢市）、月光川

（遊佐町）、蔵王（山形市）の各ダム湖、大沼（西川町）の上流～周辺流域に広がる森林土壌（有機質層を

取り除いた土壌の表層）の化学性を図２に示した。
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表１　土壌の酸中和能とそれに伴う土壌の酸性化１）



　調査地域はいずれも第１次酸性雨対策総合モニタリング調査の対象地域である。それによると鶴子・水

窪土壌は特徴がよく似ており、pHが約５．８と酸性度が弱く、交換性塩基（２６meq/１００g）が多い。塩基飽和

度は５０％を超えている。神室土壌はpHが５．０であったが、塩基飽和度は４６％と比較的高く、交換性塩基も

２０meq/１００gとやや多かった。一方、蔵王土壌のpHも鶴子・水窪土壌と同程度であったが、塩基飽和度は

３７％、交換性塩基は８meq/１００gと少なかった。荒沢土壌のpHは４．５であり、塩基飽和度は２６％、交換性塩

基は１３meqであった。土壌のpHが４．１～４．３と極端に低かったのは、大沼、月光川、木地山土壌である。大

沼土壌の塩基飽和度は１５％、交換性塩基は７meq/１００gであり、月光川、木地山土壌の塩基飽和度は１０％

以下、交換性塩基は２meq/１００g以下であった。

　図３に酸による土壌中和実験の結果をまとめた。この実験では吉田らの方法１）に準じて、各森林土壌を

０．０１N塩酸・１NKCl溶液で反復５回処理したときの溶液中のH+の変化とAl３+の溶出量を測定したものであ

る。この実験で用いたのはpHが２．０の塩酸であり、現実の酸性雨のpHよりはるかに強い酸である。したがっ

て、酸性雨により各森林土壌がどのような影響を受けるのかを極端な結果として示してくれる。

　５回の処理により添加された酸（H+）の合計量は約８０meq/１００gである。酸に対する中和能は、鶴子・

水窪・神室土壌が高く４０meq/１００g前後であった。これらの土壌は塩基含有量が２０～２６meq/１００gであり、

他の土壌より多かったことから、塩基による中和力が強く働いたと考えられる。したがって、中和は第２

段階が中心であり、酸添加に伴うAl３+の溶出は中和されたH+量よりも少なかった。同様に蔵王土壌の酸中

和能は約４０meq/１００g、荒沢土壌は約３０meq/１００gであったが、両土壌の塩基含有量は７～１３meq/１００gと

やや少なかった。これらの土壌では酸添加量と同量のAl３+が溶出したことから、中和が第２段階の後半に

至っており、塩基による中和だけではなくAl３+の溶出を伴う中和も多くなっていると考えられた。一方、

月光川土壌の酸中和量は約３０meq/１００g、木地山、大沼土壌の酸中和量は約１０meq/１００gであった。これら

の土壌の塩基含有量は１～７meq/１００gであり、添加した酸量の約２～３倍のAl３+が溶出したことから、

多量のAl３+の溶出を伴う第３段階の中和が主体であると考えられた。特に木地山と大沼は、多量のAl３+を

溶出するにもかかわらず中和量は少なく、H+添加量が２０meを超えたところで中和力が頭打ちとなった。

　鶴子、神室、蔵王、荒沢、月光川土壌の母材は安山岩、水窪、木地山土壌は花崗岩、大沼土壌は泥岩で

あると推定される。母材と中和特性の関係は明確ではなかったが、鳥海・朝日山系の土壌は奥羽山系の土

壌に比べて中和能力が低く、中和量に対するAl３+溶出量の割合が高い傾向にあった。
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図２　県内森林土壌の化学性



４．おわりに

　国内における森林土壌への酸性雨の影響は確認されていない。山形県でも同様である。前項で酸性雨に

よるAl３+溶出の可能性を述べたが、河川水におけるAl３+濃度が高まっている事実は確認していない。農業

用水として用いている河川水のpH（８月調査、県平均）は、昭和３１年に６．６だったものが平成９年には７．４

と上昇している２）。しかし、酸性雨が降っていることは事実であり、森林土壌などへの影響が１００年、２００

年といった極めて長い期間に顕在化してくる可能性は大きい。酸性雨の発生源に対する対策とともに、各

方面への影響について気を緩めずに監視していくことが肝要である。

引用文献

１）吉田　稔・川畑洋子：酸性雨の土壌による中和機構，土肥誌，５９，４１３～４１５（１９８８）

２）熊谷勝巳・今野陽一・黒田　潤・上野正夫：山形県における農業用水のケイ酸濃度，土肥誌，６９，６３６

～６３７（１９９８）
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図３　森林土壌による酸の中和とAlの溶出（室内実験）



酸性雨の原因のひとつでもある　　　　　　
大気中二酸化窒素に関する県内調査について

東北公益文科大学（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　

大　歳　恒　彦　

１．はじめに

　「やまがた酸性雨ネットワーク」の活動の一環として、大気中二酸化窒素に関する調査を行ってきた。こ

こでは、簡易測定法を用いた調査の様子とその結果の概要を紹介する。大気中の二酸化窒素は、それ自身

が呼吸器系への健康影響があるだけでなく、酸性雨の原因物質ともなっている。特に、欧米や日本のよう

な多くの先進国では、硫黄酸化物に関する対策が進み、酸性雨の主役は徐々に窒素酸化物から生成する硝

酸イオンに変わりつつある。二酸化窒素は主に物が燃焼した際に一酸化窒素が空気中で酸化された結果生

じる有害なガスで、慢性影響による呼吸器疾患の原因となることから、大気汚染に係る環境基準として一

時間値の１日平均値が０．０６ppm（６０ppb）以下と定められている。二酸化窒素は自動車排ガスや工場及び

家庭の暖房などが排出源であり、浮遊粒子状物質とならび、特に大都市では環境基準の達成率が低いこと

が問題となっている。

　

２．簡易測定法の長所と短所

　ネットワークでの大気中二酸化窒素の測定には、写真１に示すような簡易測定法を用いた。簡易測定法

の特徴は①だれでも、②簡単に、③安価に、環境測定ができるような長所がある反面、測定の正確さが充

分ではないことが短所である。ここで用いたカプセル法は、現場で結果を出すことはできないが、実験室

に送付してもらったカプセルを分析することで、多くの地点の二酸化窒素濃度を知ることができる。
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写真１　大気中の二酸化窒素測定用カプセル
（観測の時には右のようにゴム製のキャップを外す）



　本調査に用いた簡易測定法の正確さを確認するために、県の１１ヶ所の大気汚染常時監視測定局において

カプセルを設置させていただき、データを比較したものを図１に示した。この例では二酸化窒素濃度が

１０ppb程度以下の低い濃度範囲では、簡易測定法は自動測定器の測定値と比較的よく一致したが、それよ

りも高い濃度ではばらつきが多く見られた。全体としては本調査の簡易測定法では若干、実際の濃度より

も低めに評価する傾向があった。各地点における風や温度の変動などの影響を受けるために、一般的に高

い精度が得られないことが問題であり、簡易測定法の精度の改良と確認が引き続き必要である。

３．調査の方法と結果の概要

　大気中の二酸化窒素をトリエタノールアミンを含浸させたフィルターに吸収させ、吸収した二酸化窒素

の量を吸光光度法により測定し、次式より濃度を求めた。ここで、時間とはフィルターをおさめたカプセ

ルの蓋をはずしてフィルターを大気に暴露させた時間（約７日間程度）であり、係数はカプセルの形状な

どにより定まる値である。

　　　　NO２吸収量＝係数×NO２濃度×時間　　（NO２：二酸化窒素）

　測定開始時にカプセルのゴム製の蓋を取り除き、家屋の軒先あるいは庭の樹木などにひもなどで固定し

た。設置場所は直接雨が当たらず、風通しのよい場所が望ましい。測定終了時にゴム製の蓋をし、チャッ

ク付きポリ袋に入れた。測定開始時及び測定終了時間、地点の特性として「都市」及び「郊外」の別を記

録した。

　分析：吸収フィルターをカプセル（筑波総合科学研究所製）から取り出し、発色液（スルファニル酸５

g、N- １- ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩５０㎎、酢酸３０柔をイオン交換水に溶かして１リットル
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図１　簡易測定法と自動測定器の比較（２００３年調査より）



にしたもの）１０柔を加えて静かにかき混ぜる。２０～４０分後に波長５４５nmの吸光度を測定する。未使用

の吸収フィルターも同様に分析してブランク値として差し引いた。亜硝酸ナトリウム（NaNO２）をイ

オン交換水に溶解させた標準液により検量線を作成して濃度の基準とした。

　計算：濃度の計算はNO２０．１ppm（１００ppb）で２４時間あたりNO２２．４８μgが吸収されるとして計算した。

フィルターのNO２ブランク値は約０．１４μg（７日間あたり約０．８ppbに相当）であった。

　表１には、２００３～２００５年の秋季に酸性雨調査と並行して実施した二酸化窒素調査結果を示した。毎年２０

～３０箇所において測定を行い、全体の平均値は８～９ppbであり、大都市地域のように環境基準を超過す

るものはなかった。しかし、県内でも都市部と郊外部に分けた場合には、平均濃度で約２倍の差があり、

人為的な活動による二酸化窒素濃度の変動がうかがわれる。図２は県内の人為的な活動の指標として、自

動車保有台数と二酸化窒素濃度の関係の例である。測定地点の市町村の統計資料と調査結果とをプロット

した。いずれも明確な関係性は見出せないが、地域の自動車保有台数の増加とともに二酸化窒素濃度が高

くなる傾向があるようだ。
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写真２　観測中の様子（窓や立木にヒモなどで固定する）。

表１　大気中の二酸化窒素調査のまとめ



４．おわりに

　簡易測定法を用いて、県内の大気中二酸化窒素の測定を行ってきた。簡易測定法には「誰でも、簡単に、

安価に」環境測定ができるという特徴があり、個人的な生活の質が求められる現代社会において、その重

要性がますます注目されてくるものと考えられる。今後の調査に多くの方々が参加することを期待し、ま

た、発表の機会を与えていただいた山形大学環境保全センターのご担当の先生に感謝申し上げながら、本

稿のまとめとしたい。
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図２　県内市町村の自動車保有台数と二酸化窒素濃度の関係（２００３年）



山形県米沢市における降水中の主要イオン成分の動態

山形大学工学部（やまがた酸性雨ネットワーク会員＊）　　

志田　惇一＊、遠藤　昌敏、水口　仁志＊　
千田　幸志、　山田　大輔、中野　康夫 　

１　緒　言

　環境省による第４次酸性雨対策調査の中間報告１）によると，日本各地における降水pHの年平均値は４．７２

～４．９０であり，第１次～第３次２）３）４）調査までの結果と同レベルの酸性雨が降り続いている。これは森林

や湖沼などの被害が報告されている欧米と，ほぼ同程度のpHであった。著者らは酸性雨の地域的な特徴を

明らかにする目的で，環境省の調査地点としては数少ない，内陸に位置する山形県米沢市の降水を採取し，

測定をつづけている。１９９０年～１９９７年までのデータをまとめ，その主要無機化学成分と地域的特徴につい

て報告してきた。５）６）７） 本研究ではその後の続報として，１９９７年～２００２年の降水試料（雨及び雪）につい

て，降水中の無機化学成分の分析を行い，第４次酸性雨対策調査の中間報告と比較しながら，米沢市にお

ける降水中の主要無機化学成分の動態について考察する。

２　実験方法

　２・ １　降水試料

　　　降水試料は既報６）と同様に山形大学工学部６号館上（地上２２ｍ）で一雨（雪）ごと又は一日以上降

り続いた場合は２４時間おきに採取した。採取期間は１９９７年１月～２００２年１２月である。試料の数は１９９７

年が７４、１９９８年が８３、１９９９年が１２３、２０００年が９８、２００１年が１０７、２００２年が１０１であった。降水量（㎜）

は１９９７年が１４２０，１９９８年が１５３０，１９９９年が２１６０，２０００年が２１８０，２００１年が２３６０，２００２年が１６８０であっ

た。降水の採取装置は常時開放型で、測定精度はイオン濃度や電気伝導率（EC）を基にしたイオンバ

ランスによって確認されている。

　

　２・ ２　測定項目と測定方法

　　　採取した降水の測定項目はpH，EC（μS・㎝－１）及び主要無機化学成分（Na+，K+，Mg２+，Ca２+，NH４+，

Cl－，NO３
－，SO４

２－）の濃度（μmol dm－３）である。測定方法については既報と同様である。

　

３　結果及び考察

　３・ １降水中の主要無機化学成分濃度

　　　今回はpHとECの年平均値、主要８種類イオンの中の酸性成分と非海塩起源（non sea salt：nss－）

であるnss-SO４
２－について検討した。各イオン濃度の平均値は降水量の重み付けをして算出した。

　

　３・ ２　pH

　　　図１に１９９０年～２００２年までのpHの年平均値の推移を全国各地のデータ１）２）３）と共に示した。全国の

観測地点を太平洋側（市原）、日本海側（新潟）、瀬戸内側（倉敷）のグループに分けて比較した。瀬

戸内側，日本海側ではpHの低い傾向が続いている。また太平洋側では１９９９年まで最も高く推移してい

た。全ての地点で１９９９年～２０００年にかけてpHの低くなる傾向を示しているが，これは三宅島雄山の噴
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火の影響と思われる。特に三宅島から最も近い太平洋側でその傾向が顕著に現れている。

　３・ ３　非海塩起源成分

　　３・３・１　nss-SO４
２－及びNO３－の濃度変化

　　　　降水の酸性化成分であるnss-SO４
２－及びNO３

－濃度の経年変化をそれぞれ図２及び図３（３７ページ）

に示した。図２よりnss-SO４
２－濃度は米沢で１９９９年までは他の地域に比べ低い値を示していた。日本

海側では常に最も高い値であった。

　　　　また全ての地点で１９９９年から２０００年にかけて濃度が上昇した。この原因として三宅島雄山の噴火

の影響が考えられた。

　　　　図３よりNO３
－濃度は米沢では測定開始した１９９０年より上昇傾向が見られ、２０００年が最も高い値

であった。上昇傾向については、すべての地点で見られる。米沢の濃度は工業都市の多い太平洋側

や瀬戸内側の値と同程度である。自動車等の交通量増加による窒素酸化物の影響が考えられる。

　　３・３・２　nss-SO４
２－/NO３

－当量比の経年変化

　　　　図４（３８ページ）にはnss-SO４
２－/NO３

－当量濃度の比（S/N比）の経年変化を示した。米沢の降水

は他の地点と同様に，１９９９年までは減少傾向を示していた。全ての地点でNO３
－の占める割合が高

くなっていると思われる。またS/N比が日本海側，太平側，太平洋戸内側の順で低下しているのは，

nss-SO４
２－の濃度に支配されているためと考えられる。
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図１　地域別ｐHの経年変化（１９９０年～２００２年）
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図２　地域別nss-SO４
２－の経年変化（１９９０年～２００２年）

図３　地域別NO３
－の経年変化（１９９０年～２００２年）



４　結　言

　本報告をまとめると，次のことが明らかになった。

　茨　pHは１９９０年～１９９９年にかけて日本海側，瀬戸内側，米沢，太平洋側の順に高い傾向があり，大陸か

らの季節風が関与しているものと考えられる。

　芋　１９９９年～２０００年にかけて，各地点におけるpH及びnss-SO４
２－濃度が高くなっていることから２０００年

９月に起きた三宅島雄山の噴火の影響が確認できた。またnss-SO４
２－濃度は日本海側で高く推移し，季

節風の影響を受けている。

　鰯　降水の酸性化成分の１つであるNO３
－は，近年各地域で増加の傾向にある。
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図４　地域別nss-SO４
２－/NO３

－の経年変化（１９９０年～２００２年）



編　集　後　記 （特集号の試み）

　本「環境保全№８ 特集号」にご投稿頂きました「やまがた酸性雨ネットワーク」の会員の皆様には、投

稿依頼から校正まで、年度末の慌ただしい時節にもかかわらず、過分なご協力を頂きまして誠にありがと

うございました。企画時に予想した成果を十分にクリアーする内容となり、安堵しております。

　「やまがた酸性雨ネットワーク」の設立の趣旨や組織、活動の現状などについては、会長の上木勝司先生

の巻頭言と、事務局の山形県環境科学研究センターの報告中にその概要が紹介されておりますので、ここ

では著者（土橋）が本特集号を企画する切っ掛けとなった「やまがた酸性雨ネットワーク」への参加の経

緯と、山形大学環境保全センター（以下、センター）としての今後の役割と取り組みについて簡単に述べ

させて頂きます。

　センターの業務の一つとして、環境問題の情報の収集と発信という条項があります。情報収集の一環と

して、山形大学理学部地球環境学科主催（山形県リカレント教育推進協議会共催）の一般市民を対象とし

た学習コース「酸性雨を考えてみよう」に参加したことが始まりでした。平成１３年７月１６日～１８日のコー

スで、その時の講師が本誌にもご寄稿頂いております柳澤文孝先生でした。酸性雨に関する基礎的な講義

と簡単な実習、バスに乗って関連研究施設の見学会まで盛り込まれたとても楽しいコースで、３日間の学

生気分を満喫したことを思い出します。東アジアから日本へ越境飛来する大気汚染物質の現状と実態を改

めて勉強する契機になりました。講習終了後まもなく、「やまがた酸性雨ネットワーク設立の案内」が届

き、平成１３年７月３０日に開催された総会で、会員として参加させて頂くことになりました。

　山形大学は、「自然と人間の共生」を基本理念としております。本年（平成１８年）３月１５日には、山形大

学環境宣言が公表されました（表紙見返り）。山形県内の教育機関、試験研究機関、行政府、市民団体、関

連企業等と密接な連携の輪を構築し、山形県の豊かな自然環境を守り育てて、将来の世代に継承する責務

がこれまで以上に明確になりました。「やまがた酸性雨ネットワーク」は、連携の輪の典型的な見本ではな

いでしょうか。ネットワークの実施する酸性雨調査には、たくさんの小学生、中学生、高校生が参加して

おり、環境教育的面からも非常に大きな貢献を果たしてきたと思います。センター広報誌「環境保全」も、

創刊号から上述の連携の輪を重要視し、県内の様々な方からご寄稿を頂いて参りました。本特集号で取り

あげた酸性雨以外にも環境問題はたくさんあります。今後も、センター広報誌は、地域社会とも関連する

できるだけ身近な環境問題を特集として取りあげ、様々な立場の方から様々な研究や取り組みを紹介して

頂こうと考えております。本誌をご高覧頂いた皆様、投稿依頼の郵便物やメールが飛び込んだ時には、ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。

山形大学環境保全センター（やまがた酸性雨ネットワーク会員）　　　

土　橋　陸　夫　
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