
自動車排ガス問題の残された課題

多環芳香族炭化水素（ＰＡＨｓ）実態調査の実施について

鷹取 敦（環境総合研究所）

１．自動車排ガス大気汚染

１－１ 自動車排ガス対策

48自動車排ガスに関わる規制としては、昭和

年までに （一酸化炭素)、 （炭化水素）、CO HC
（窒素酸化物）の排出規制がはじまり年々強NOx

化されてきた。平成 年からはディーゼル車から5
排出される （粒子状物質）の規制が行われてPM
いる（図１）。

図１ 単体規制の推移

１－２ を中心とした大気汚染対策NOx

規制がはじまる以前には、特に （およPM NOx
び ）が深刻な問題として取り組まれ、大気汚NO2

染防止法による単体規制等を行ってきた。

これらの取り組みにも関わらず、東京 区内23
を代表とする都市部の自動車排ガスによる大気

汚染は深刻であり、図２、図３ （いずれも環境総

合研究所調査）に示すように、以前として大気汚

染濃度は改善が見られなかった。

図２ 昭和 年 濃度49 NO2

図３ 平成６年 濃度NO2

特に都心部では多くの幹線道路が密集してお

り、幹線道路の複合的な影響（図４）により、住宅

地などの背後地においても環境基準を超過して

いる状態が続いた。

都心部の大気汚染の構造（図５ ）をみると、高

濃度地域は幹線道路沿道に留まらず、「面的汚

染」が広がっていることが分かる。

図４ 複数道路からの影響

環境総合研究所調査より
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図５ 面的汚染の実態（背景濃度と自動車寄与）

環境総合研究所調査より

これに対応するため、環境庁（当時）は大都市

における 排出量削減に重点的に取り組むたNOx
め平成 年にいわゆる自動車 法（自動車か4 NOx
ら排出される窒素酸化物の特定地域における総

量の削減等に関する特別措置法）を策定し、ディ

ーゼル車対策と都府県および政令市等による取

り組みを行ってきた。

１－３ 粒子状物質への移行

自動車 法の目標年である平成 年に至NOx 12
っても、依然として大気汚染が改善されないこと

NO PMに加え、健康影響の主役は よりもむしろ2

（粒子状物質）であることが明らかになってきたこ

とから、平成 年に自動車 法を改定し、自13 NOx
動車 ・ 法（自動車から排出される窒素酸NOx PM
化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法）とした。

長年主役とされてきた ・ からディーゼNOx NO2

ル微粒子を中心とした へと対象が事実上移PM
行された重要な変更となった。

なお、 の健康影響が無い訳ではなく、喘NO2

息等の呼吸器系疾患を悪化させる影響があるた

め、ひきつづき 対策も重要である。NOx
10 m粒子状物質に関する環境基準は粒径 μ

（ミクロン）以下の については定められ、国・SPM
自治体による常時監視の体勢が取られているが、

健康への影響が大きいとされている微粒子（粒径

ミ クロン以下 ）については定められていない2.5
し、測定も実験的な目的以外においてはほとん

ど行われていない。

したがって健康影響との関係で現在の大気汚

染の状況がどのような状態にあるのか評価するこ

とすら出来ないのが現状である。現在は本格的

な対策に至る過渡的な状態である。
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PAHs２．未対策の自動車排ガス汚染

２－１ とはPAHs

このように自動車排ガス対策の対象は、最新

の知見に合わせて変わりつつあり、これからも変

えていく必要があることが分かる。

年 月 日～ 月 日にトロント（カナ2005 8 22 8 26
ダ）で開催された第 回国際ダイオキシン会議25
DIOXIN2005 PAHs( )では、自動車大気汚染による

に着目した調査・研究が各国の研究者より発表さ

れた。 （ ： 多PAHs Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
環芳香族炭化水素）とは、ベンゾ ( )ピレン、ベンa
ゼン、ナフタレンなどを含む複数の物質の総称

で、 (炭素）と （水素)だけで出来ているベンC H
ゼン環が複数繋がったものである。

の中ではベンゾ ( )ピレンが一番毒性がPAHs a
高いとされており、これを基準にした毒性係数が

提案されている。毒性としては顕著なのは発ガン

性で、 （国際ガン研究機関）ではベンゾ( )IARC a
ピレンは （人間に対して発癌性があると考えら2A
れる物質）に分類されている。（ディーゼル排ガス

（発ガン性 ）、ガソリン排ガス（発ガン性の可2A
能性 ））。毒性はダイオキシン類と比べれば低2B
いものの、環境中に排出され、存在する量がダイ

オキシン類よりも格段に多いため、健康影響の面

からみれば看過できないとされている。

発生源は石油起源であり、油の燃焼によって

発生するため、都市部では自動車が主な起源で

あり、国内外の大気中の実測データ等をみると沿

道で高い濃度を示している （図６、図７、図８ ） 。

自動車の他に工場・焼却炉等も発生源となって

いる。

図６ 沿道で高いベンゾ[ ]ピレンa

出典：平成 年度地方公共団体等における有害大気汚染物質13

モニタリング調査結果
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図７ 道路からの距離と ( ) 濃度（土壌実験）B a P

, 1997出典：東京都環境科学研究所年報

図８ 植物の葉の ( )PAHs Hsinchu city

Particle-bound PAH compounds on plant leavesl-fu Hung, et al,出典：

National Tsing Hua University ,ISPAC-General

大気中では気体や固体（粒子状物質）として存

在している。

自動車起源の粒子状物質（微粒子）は、微粒

子である（物理的な大きさが非常に小さい）ことが

健康影響の主因とされているが、 を含む粒PAHs
子状物質は化学的な性質としても毒性があるとい

うことになる。

２－２ 日本における 汚染の実態PAHs

日本では優先取組物質ではあるが環境基準は

設けられていない。 欧州地域事務局ガイドWHO
ラインは である。0.11ng/m3

（ ）図９ 都内大気中 濃度の推移 年 回PAHs 12

出典：東京都資料より作成
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東京都の調査（図９）をみるといずれの年度に

おいてもこのガイドライン値を上回っていることが

分かる。

なお、このグラフの平成 年度以降だけをみ12
11ると年々改善されているようにみえるが、平成

年は平成 年と同レベルであり、必ずしも改善15
の傾向にあるとは言えない。

３．今後の取り組み

ダイオキシンについては、環境総合研究所が

事務局を務め、生協、市民団体、行政等の参加

を得て、松葉を生物指標とした調査を継続して行

い、大気汚染の改善につなげてきた。

図１０ 市民調査と環境改善の例（松葉ダイ

オキシン調査）

大気を直接測るのではなく松葉を使うことの意

義は

・地域平均濃度を把握できること

・長期平均濃度を把握できること

・市民参加で行えること

という点等にある。大気を直接測定して同様の結

果を得るためには 日の調査を数十地点で行365
わなければならないため、調査費用、作業量の

両方の面から現実的ではない。

環境総合研究所では、ダイオキシン調査を通

じて得た知見を活用し、 調査を始める。今PAHs
年度はパイロット調査を行い、都内区部および市

部の幹線道路沿道、一般環境地域等の調査を行

う予定。ご関心のある方は環境総合研究所 鷹取

（ ）まで。takatori@eritokyo.jp


