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海外の対策事例と今後の展望について 
 

山田 克之 （環境省水・大気環境局大気環境課） 

 

１．はじめに 

微小粒子状物質（PM2.5）については、平成 21 年９月９日付け告示（環境省告示第 33 号）により環境

基準が定められた。（年平均値が 15μg/㎥以下であり、かつ、１日の平均値が 35μg/㎥以下） 

PM2.5 は、原因物質やそれを含む発生源が多岐にわたっていること、二次生成の寄与が相当程度を

占めること、加えて、工業化の著しいアジアからの越境移流も懸念されること等から、環境基準を達成

するためには、従来の大気汚染物質対策のような、特定の化学物質を対象とした発生源対策だけで

は困難であり、広範囲の原因物質に関する大気質の把握や、シミュレーションによる将来予測をはじめ

とする科学的知見に基づいた有効な発生源対策が不可欠である。PM2.5 対策の先進地である米国に

おいては、既に様々な科学的知見の集積に基づき、有効な対策が講じられており、本稿においては、

我が国における PM2.5 に関する現況把握の現状を踏まえ、対策先進地である米国の取組みを紹介す

る。 

 

２．我が国における大気環境中濃度の現状 

我が国における PM2.5 の環境大気中濃度については、2001 年度から環境省が実施した微小粒子状

物質曝露影響調査等において、一般環境大気測定局（以下「一般局」）及び自動車排出ガス測定局

（以下「自排局」）において測定を実施している。また、環境省が実施する酸性雨調査の一環として、

2003 年度から利尻、隠岐の２地点、2006 年度から落石岬の１地点を加えて３地点の国設酸性雨測定

所で自動測定機による質量濃度を測定している。2008 年度からは、環境省が PM2.5 濃度に人為起源

に由来する粒子状物質の影響が少ないと考えられる地域について、内陸、離島、岬といった地理的特

徴を有する計 8 地点を選定し、成分濃度を含めた測定を実施している。 

（１）PM2.5 質量濃度 

我が国におけるPM2.5の質量濃度の年平均値は自排局で経年的に顕著な濃度低下がみられ、一

般局（都市部）では、調査初期の平成 13 年～平成 14 年度の減少の後に、横ばい傾向を経て最近

では再び濃度低下の傾向にあり、一般局（非都市部）は調査開始時からほぼ横ばいとなっている。 

また、質量濃度の月平均値の変化は、全国的には春季から夏季（４～７月）にかけて、また、晩秋

から初冬季（11 月頃）に高くなる傾向にあり、12 月から２月頃に低くなる傾向にある。その傾向には

地域的な特徴が認められ、関東地方の一般局及び自排局、東海地方の自排局では 11 月頃の初冬

季も夏季と同程度の濃度で高くなり、近畿・中国地方及び九州地方では、春季から夏季に高くなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2  PM2.5質量濃度の月平均値の変化 図 1  PM2.5質量濃度の年変動 
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（２）PM2.5 成分濃度（成分別寄与割合） 

 我が国における大気環境中の PM2.5 の主要成分は EC、OC、NO3
－、SO4

2－、NH4
＋である。一般局

では SO4
2－ の占める割合が最も多く、自排局では EC の占める割合が最も多い。一般局のうち都市

部と非都市部とを比較すると、都市部では非都市部より NO3
－の占める割合が多く、非都市部では

都市部より SO4
2－ の占める割合が多くなっている。なお、OC、NH4

＋については、一般局や自排局

などの違いによる大きな差は見られていない。 

 

 

  

 

 

３．米国における PM2.5 対策の現状 

今後、我が国において PM2.5 による大気汚染の状況を踏まえながら、より効果的な対策について検

討する必要があるが、その際、環境中濃度の低減が期待される国内施策の動向や欧米で実施されて

いる対策の状況等を調査・吟味することは、有効かつ実現可能な対策の選択のために重要である。そ

の一例として、PM2.5 対策に関し、既に様々な施策を講じている米国の取組を紹介する。 

 

（１）米国の現状 

U.S.EPA は、1997 年に設定した PM2.5 基準達成に向けて州が実施すべき汚染防止対策に関す

る要求事項やガイダンスを示すために、PM2.5 対策実施規則を 2007 年 4 月に公布している。この規

則では、特に米国環境基準（NAAQS）達成までのスケジュールや達成計画（SIP）に盛り込むべき内

容、対策決定のために実施する調査・分析について明示されている。米国の大気清浄法では、全

米各地域を NAAQS の“未達成地域（Non attainment area）”、“達成地域（Attainment area）”、“未

分類地域（Unclassifiable area）”に指定することを求めている。この指定は、U.S.EPA が行うこととなっ

ており、未達成地域として指定された地域に該当する州は、前述のガイダンスに従いSIPを作成する

ことが義務付けられ、これに基づき達成期日までに各地域で基準達成を実行しなくてはならないこと

となっている。 

未達成地域として指定された地域は、NAAQS の達成を実証するため、大気質の現況把握及び

発生源インベントリを把握し、科学知見に基づき達成に必要な排出削減量を算出、削減効果が見

込める発生源に対して抑制戦略を検討した上で、最終的な PM2.5 対策を決定する。この枠組みを段

階的に実施することにより、合理的かつ実現可能な SIP を策定している。 

米国では、この枠組みにより各州の未達成地域における PM2.5 大気環境濃度は減少し、大気環

境基準を達成する地域も現れており、2006 年に改定された PM2.5 環境基準に対する対策実施規則

もこの枠組みが継続されることとしている。この枠組みにおける SIP の策定フローは、対策立案に必

要な科学的知見を体系的に把握・整理できること、抑制戦略の検討において発生源に対する科学

的検討や費用対効果、さらに大気質以外の社会的・経済的影響を考慮することにより、合理的かつ

図 3  PM2.5成分濃度の割合（平成 13～19年度の平均値） 

非都市部（一般局 N=4） 都市部（一般局 N=10） 自排局（N=５） 
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包括的な対策の策定を可能としている。 

 

（２）先進事例での取組み 

① PM2.5 大気質の把握 

U.S.EPA では、基準達成の評価において FRM を用いた測定値の 3 年間平均値を評価値（Design 

Value）として、NAAQS 基準と比較をする方法を採用している。基準達成の評価に用いられる測定網で

は、測定局評価が定期的に実施されるなど、見直しも行われている。 

測定網については、基準達成の評価の他、戦略検討・傾向把握、健康曝露評価、多汚染物質の

把握（Ncore 測定ネットワーク）など、データ使用目的に応じた測定網が構築されており、それぞれの測

定網の設置条件やデータ活用方法が設定されている。また、PM スーパーサイト（PM2.5 含む）として、

特定都市を対象とした大気科学、健康暴露研究のためのモニタリングも実施されている。 

 

表１ 米国におけるＰＭモニタリングの用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※P=主要目的、S=副目的 

 

イベント（例：山火事）等によるバックグラウンド濃度の上昇は、科学的根拠を U.S.EPA へ提示す

ることで基準達成評価から除外が可能とされていることから、各地域でイベントを区別できるよう測定

体制が整えられている。カリフォルニア州の場合、特に山火事による影響が大きいことから、注力し

て大気質モニタリングやデータ収集を行っている。 

排出モニタリングに関しては排出実態の把握を行うものであり、排出係数の算出などで必要とな

ＰＭ ネットワーク 基準との

比較 

一般通知

（AQI） 

戦略の検

討 

進捗・傾

向の把握 

健康暴露

評価 

視界評価 

PM2.5 FRM

（MASS） 

Ｐ  Ｓ Ｓ Ｓ  

連続測定 導入可能 Ｐ Ｓ  Ｓ  

成分分析 

（CSN） 

  Ｐ Ｐ Ｓ  

IMPROVE   Ｓ Ｓ  Ｐ 

PM10 FRM

（MASS） 

Ｐ  Ｓ Ｓ Ｓ  

FEM    

連続測定 

Ｐ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ  

PM2.5-10  FRM/FEM 

(MASS) 

   Ｐ Ｐ  
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る発生源テストは、行政機関が中心となって実施されているが、規制対象施設での許認可申請時に

民間や業界団体により実施される場合もある。また、大規模固定発生源からの排出モニタリングにつ

いては、規制で実施が要求されている。 

 

② 排出インベントリの作成 

米国では、発生源における PM2.5 一次生成粒子のインベントリを作成している。一方、二次生成粒

子そのもののインベントリは作成が困難であるため、前駆物質（カリフォルニア州では SO2、NOx、

ROG）のインベントリを作成し、大気質シミュレーションモデルなどを用いて二次生成粒子の推計を行

っている。凝縮性ダストについては、数年前より大気質モニタリングにて情報収集が行われており、発

生源テスト手法の公表（2010 年 4 月）、テスト実施などを経て、2011 年以降に対策汚染対象として SIP

に盛り込まれていく予定となっている。 

カリフォルニア州では、634 の排出カテゴリ、12,000 以上の固定発生源に対しインベントリを作成し、

集計している。届出の必要がない小規模固定発生源については、面源として燃料使用量や生産量等

からマクロ推計が行われている。 

発生源テストの測定方法は、U.S.EPA 及び州政府により定められている。排出係数の算出は、把握

済みの発生源テスト結果の平均値が用いられているが、排出係数の信頼性にばらつきがあることから、

算出方法の違いなどによって信頼性のランク付けがなされている。U.S.EPA は、排出係数プログラムを

改善するため、2009 年 10 月 7 日に“規則案に関する事前通告（ANPR：Advance Notice of Proposed 

Rulemaking）”を公表した。このプログラムの改善では、より迅速に高品質の排出係数の設定、排出係

数の精度、確実性の向上、排出係数の適切な利用促進、より多くのパフォーマンステストデータ提供、

排出量算出の精度向上を目的としている。 

発生源毎の成分プロファイルについては、PM（PM、PM10、PM2.5）、VOC について SPECIATE という

データベースが U.S.EPA によりウェブ公開され、広く利用されている。 

インベントリの集計は、地域レベル（カリフォルニア州では郡・市レベル及び大気管理地域レベル）

にて行われ、州で集計した上で毎年公表されており、3 年に一度は U.S.EPA へ公式に報告されている。

カリフォルニア州では、各規制対象施設の位置情報と排出量もウェブ公開されており、自由に閲覧す

ることが可能となっている。 

将来インベントリについては、経済成長、人口増加、排出コントロールを考慮し、排出推計モデルを

利用して推計される。カリフォルニア州の場合、SIP 達成時期である 2020 年までを 5 年毎に将来推計し、

公開している。 

米国では、連邦レベルでの PM2.5 を含む汚染物質を対象とした排出インベントリ制度があり、情報が

データベース化され、電子報告体制が整備されているほか、インベントリの作成および利用に関する

支援ツールも充実している。州によっては、独自の排出インベントリプログラムを設けている場合もあ

る。 

 

③ シミュレーション（発生源別寄与割合・将来推計） 

欧米では、排出インベントリを使用し、大気質モデリングを活用した大気環境基準の規制および政

策アセスメントを実施している。米国では、大気清浄法 172 条 c 項にて SIP 策定および実証（デモンス

トレーション）の際に大気質モデルを用いた達成評価を行わなければならないとしている。 
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欧米の場合、大気質モデリングには、気象モデル、排出モデル、大気質モデルからなるシステムが

用いられており、PM2.5 の大気環境濃度への発生源別寄与割合の検討や対策すべき汚染物質の選定

が可能となるように、大気質モデルには光化学反応モデルが使用されている。欧州委員会では、排出

モデルの中に一般均衡モデルを用いた経済モデルを組み込んでいる。 

米国 PM2.5 対策実施規則では、大気質モデリングを実施することで NAAQS 達成の排出削減目標

量を設定し、効果的な抑制戦略を策定することを求めている。また、SIP の実証では、U.S.EPA が作成

したガイドラインに従い、評価に使用する大気質モデルの選定および検証が行われている。モデルの

検証に当たっては、インベントリの精度とモデルの精度について別々に実施されている。 

米国の SIP 策定では、CTM に基づき現状の PM2.5 濃度の発生源別寄与と寄与濃度、それらの将来

予測を行っており、モデリングによる将来予測と達成評価を繰り返し行うことで、最終的な NAAQS 達成

までのシナリオや導入対策の決定をしている。U.S.EPA では、大気質モデルによる将来予測結果によ

り SIP の策定を行うこととしているが、策定の最終決定においては排出量、大気質データ、気象データ

などの補完的な解析とモデル結果を総合的に判断する WOE（Weight of evidence）アプローチを採用

している。ただし、使用する大気質モデルは現状において最も科学的合理性があるものであることから、

この補完的解析により大気質モデル結果を変更するものではないとしている。 

PM2.5 の成分のうち、硝酸塩や有機エアロゾルなどの生成には、複雑な粒子生成プロセスがあるが、

生成モデルによっては過大評価又は過小評価されることから、米国では補正計算されるか、あるいは

別途手法によって濃度推定されている。有機エアロゾルについては、生成過程や成分特性について

調査プロジェクトが進行している。 

米国における国家・地域レベルおよび国外からの越境移流に係る大気質モデリングは U.S.EPA が

担当し、統計値に基づいた入力条件を用いたモデル解析を行っている。未達成地域および州レベル

における SIP 策定に使用する大気質モデリングについては、州政府や大気管理地域部署により実施さ

れている。後者では、詳細なインベントリおよび計算条件を作成した上で、計算が行われている。この

場合の境界条件には、U.S.EPA が計算した広域モデルや全球モデルの結果が使用される。 

  

④ 対策すべき物質、発生源および対策地域の設定 

米国では、地域（州毎、州内の地域毎）によって PM2.5 の汚染特性の傾向が大きく異なっており、特

定の大規模固定発生源に大きく影響される、OC の寄与割合が大きい、硝酸塩・硫酸塩の寄与割合が

大きいなど、様々である。州・郡などの地方政府は、これらの科学的知見を収集し、地域ごとの特性に

適した対策検討を行っている。 

対策を講じる地域や対象とすべき地域スケールは、大気質データ、インベントリデータ、都市化状

況、交通量、成長率、気象、地形、行政区域、既存の排出削減対策レベルなどを考慮し、NAAQS 基

準の未達成地域として州政府により提案され、U.S.EPA 長官により最終的に決定される。州境を越え

て問題が発生している場合、州間で調整を図りつつ状況の把握や対策の検討がなされており、場合

によっては U.S.EPA が関与する。例えば、米国東部では発電所から排出される SO2、NOx の州間の移

流が問題であったため、U.S.EPA は広域的な発生源対策として州際大気防止規則（CAIR）を導入した。

このプログラムにより、実際に PM2.5 削減に効果が現れていることが確認されている。 

米国の SIP では、直接排出による PM2.5、SO2、NOx の対策策定が義務化されている。VOC、NH3 は

科学的知見（特に、有機エアロゾルの生成過程や NH3 のインベントリ精度）が明らかになっていないこ

とから、規制対象物質として対策策定は必須とされてないが、州によっては寄与割合が大きいなどの
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理由から NH3、VOC（ROG）を対策の対象物質としている場合がある。 

各未達成地域における対策対象物質については、大気質データ、発生源のばい煙の成分プロファ

イルデータや排出インベントリデータなどに基づき、発生源の排出寄与割合を分析し把握している。 

対策対象物質の越境移流については U.S.EPA が担当し、大気質モデルリングやモニタリングデー

タから大気環境濃度への寄与割合を把握している。州レベルでも、国外（カナダ、メキシコ、太平洋地

域、大西洋地域など）からの移流分の影響が見られる場合には調査・分析を行っている。このようなバ

ックグラウンド濃度上昇分や自然由来、イベント（例：山火事）の大気環境濃度への寄与については、

州政府が科学的根拠を U.S.EPA へ示すことにより基準達成評価から除外とすることが可能とされてい

る。 

 

⑤ PM2.5 対策の立案枠組み 

米国では、大気質モニタリングデータ、インベントリ解析、大気質モデリングの結果に基づき、

U.S.EPA の対策実施規則に従って州政府が PM2.5 の NAAQS 達成のための抑制戦略を策定する枠組

みを採用している。抑制戦略では、対策を講じた場合の将来濃度と環境基準とを比較し（GAP 分析と

いう）、合理的に環境基準が達成できるまで繰り返し規制や対策プログラムが検討される。この検討で

は、PM2.5 以外の大気汚染物質の規制およびプログラムや大気環境以外の施策、将来の経済状況、そ

の他社会的要因まで考慮されている。抑制戦略において、どの発生源を対策するかについては、対

策の適用可能性、費用対効果、規制が有効となる期間、大気環境以外への影響など、包括的な検討

を行った上で決定される。 

米国における PM2.5の移動発生源、面源対策としては、合理的で適用可能な削減手法（RACM）、固

定発生源に対しては合理的で適用可能な削減技術（RACT）が適用される。これらの対策は、削減技

術および導入コストが明確で、合理的かつ適用可能な排出源に導入され、特に排出量が多い発生源

には優先的に適用される。これら個別の対策については、排出モデリングのフレームワークが準備され

ており、詳細な抑制戦略の立案・検証が可能となっている。ただし、連邦による抑制プログラムは、ほと

んどが強制的な規制であることから、そのプログラムのみで未達成地域での環境基準を達成できる場

合には、必ずしも RACT は適用しなくてもよい。選定された発生源対策については、各州の状況に応

じてさまざまな手法（規制、協定、自主行動、啓発、補助金、オフセットなど）が採用される。 

北米および南米等からの越境移流に関する対策については連邦政府が関与することになっており、

必要に応じ周辺諸国と協議を行い、協定等を締結するなどの措置を講じている。 

 

４．おわりに 

上に述べたとおり、PM2.5 に関する科学的知見については、我が国においても蓄積されてきているが、

今後更に環境省では、PM2.5 の測定局の整備を図ること（平成 22 年度から３年を目途）や、常時監視に

成分分析の導入等、更なる科学的知見の集積に向けて取り組んでいるところである。これらの結果を、

現在行っているシミュレーション（将来予測や空間分布の把握、発生源寄与割合の推計等）の結果と

併せ、対策のためにフォーカスすべき発生源、その発生源の将来的なトレンド等を見極めながら、実効

性のある対策を講ずる必要がある。一方、より正確な科学的知見を得るためには、より高度なインベン

トリの整備が必要であり、現在国内で得られていない様々なインベントリの収集に向け、今後取り組ん

で行く。 


