
 

 

１．はじめに 
大気中の粒子（大気粒子）のうち、粒径が 2.5μm（1

μm は 0.001 mm）以下の物質は、微小粒子状物質（以
下 PM2.5）と呼ばれている。PM2.5は粒径が小さいため、
肺の奥まで到達しやすく、呼吸器系や循環器系の疾患と
の関連が示唆されている 1)。米国では 1997 年に、欧州で
は 2008年にそれぞれ 24時間平均値と年平均値の大気質
基準が設けられ、大気中 PM2.5濃度の観測と低減対策が
行われている。我が国では、2009 年に PM2.5の大気環境
基準が設けられ、全国 700 箇所以上で常時監視が行われ
ているが、常時監視局における PM2.5の大気環境基準達
成率は、観測が開始された 2010 年以降、低い水準で推
移している 2)。よって、PM2.5濃度を低減し、大気環境基
準の達成率を向上させるための発生源対策が必要であ
る。しかし、PM2.5は様々な物質で構成された混合体であ
り、工場や自動車といった発生源から直接排出される粒
子（一次粒子）のほか、大気中のガス状成分が光化学反
応によって生成する粒子（二次粒子）も存在するため、
主要な発生源が十分に解明されていない。 
大気中の物質について発生源の寄与を求める手法とし

て、レセプターモデルと呼ばれる手法が活用されている。
特に、PM2.5 の発生源寄与の解析では Chemical Mass 
Balance（CMB）モデルと呼ばれるレセプターモデルを
用いることが多く、この手法により、PM2.5濃度に対する
各排出源からの寄与濃度を求める事ができる。 
我々は、2002 年から都内 2 地点において大気粒子を継

続的に観測し、質量濃度や成分濃度の経年変化を確認し
てきた。本報では、これらの観測で得られた PM2.5濃度
の経年変化とともに、これらの観測データと CMB モデ
ルを活用し、PM2.5の発生源について解析・検討した結果
を報告する。 
なお、CMB モデルによる解析で得られる情報は一次

粒子の発生源寄与であること、二次粒子の生成メカニズ
ムは十分解明されていないため、本報では二次粒子の発
生源寄与は推計せずに一括して取り扱った。 

２．方法 
１）大気粒子の採取と成分分析 
観測地には、東京都世田谷区野毛（以下：野毛）と千

代田区九段（以下：九段）を選択した。野毛の観測地は
交通量の多い環状八号線沿いに位置しており、自動車排
出ガスの影響を受けやすい特徴がある。九段は市街地の
ビルの屋上にあり、地面からの巻き上げ粉塵や自動車排
出ガスなどの直接的な影響を受けにくい環境にある。大
気観測は 2002 年から 2016 年までの夏季（7 月下旬）と
冬季（12 月上旬）に行った。ただし、野毛は 2005 年冬
季と 2006 年夏季、九段は 2003 年夏季から 2006 年夏季
の観測を行っていない。 
大気粒子の捕集にはアンダーセン型ロープレッシャー

インパクター（LPI）を用い、粒径 0.05～11μm の大気
粒子を 13 段に分級してフィルター上に採取し、捕集重
量を測定した。以降の解析では、このうち PM2.5に相当
する粒径 2.5μm 以下の大気粒子の値を採用した。 

CMB モデルによる発生源解析に用いる成分濃度を得
るため、大気粒子中の、炭素成分（有機炭素（Organic 
Carbon，以下 OC）と元素状炭素（Elemental Carbon，
以下 EC））、金属元素、水可溶性イオンを測定した。炭素
成分のうち、元素状炭素は高温燃焼によって発生する粒
子に多く含まれるため、自動車から排出される粒子の指
標の一つとなる。なお、炭素成分は炭素分析計を、金属
元素は中性子放射化分析あるいはエネルギー分散型蛍光
Ｘ線分析を、水可溶性イオンはイオンクロマトグラフ法
をそれぞれ用いて定量した。 

 
２）CMB モデルによる発生源寄与率の算出 

PM2.5 の一次粒子について発生源寄与濃度を推計する
ため、CMB モデルによる解析を行った。CMB モデルで
は、観測地点で得られた PM2.5成分濃度（炭素成分、水
可溶性イオン濃度および金属元素濃度）を、あらかじめ
用意した代表的な発生源からの PM2.5排出成分組成（発
生源プロファイル）の重ね合わせで表現し、その際の各
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発生源の寄与割合を最小二乗法により解析的に算出して
いる。本報では、解析に用いる発生源プロファイルの主
要発生源として、①土壌性粒子、②海塩粒子、③鉄鋼工
業、④石油燃焼、⑤廃棄物焼却、⑥自動車排気、⑦ブレ
ーキ粉塵の７つを選択した 3)。 

３．結果および考察 
１）PM2.5 の炭素成分 

PM2.5に含まれる OC と EC を大気あたりの濃度に換
算して経年変化を確認した（図 1）。OC 濃度については、
野毛および九段での濃度に大きな差は無く、それぞれ、
経年的な濃度低減などは見られなかった。一方、EC 濃度
については、九段より野毛の方が高く、道路沿道である
観測地の特徴を反映していた。野毛の EC 濃度は夏季、
冬季共に2002年が最も高く、2004年から減少して、2006
年の冬季以降は低濃度で推移していた。EC 濃度が減少
している時期はディーゼル車に対する排出ガス規制が強
化され、ディーゼル粒子除去装置等の排出ガス低減装置
の装着が進んだ時期と重なっている。九段における EC
濃度も 2006 年以降は低濃度での推移が続いていた。ま
た、沿道の野毛に対する市街地の九段の EC 濃度の差は、
2002 年は夏季が 5.3μg/m3、冬季が 6.2μg/m3であった
が、2006 年以降は夏季が-0.1～0.9μg/m3（平均 0.38μ
g/m3）、冬季が-0.1～1.8μg/m3（平均 0.77μg/m3）とな
っており、道路沿道と市街地の濃度差が小さくなってい

ることが明らかになった。 
 

２）CMB モデルによる発生源寄与率 
CMB モデルによる解析を行い、PM2.5の一次粒子につ

いて発生源寄与濃度を推定した。なお、PM2.5中の OC お
よび硝酸塩イオン、硫酸塩イオン、アンモニウムイオン
濃度については、実際に観測された PM2.5 濃度と CMB
モデルの解析結果で得られた一次粒子の濃度との差分
を、二次粒子として分離した。 
道路沿道で自動車排出ガスの影響を受けやすいと考え

られる野毛について、自動車および自動車以外から発生
した一次粒子、および二次粒子の濃度と寄与率を図 2 に
示す。解析した PM2.5において、自動車による一次粒子
が PM2.5全体に占める寄与率は、夏季・冬季共に観測が
開始された 2002年から 2004年に高く、夏季は 50～78％
（平均 61％）、冬季は 64～79％（平均 73％）であった。
しかし、2005 年以降は減少し、夏季は 3.7～30％（平均
13％）、冬季は 1.7～25％（平均 12％）となり、近年は
10％程度で推移していた。自動車による一次粒子の寄与
率の減少傾向は PM2.5における EC 濃度の減少傾向とほ
ぼ整合しているため、CMB モデルによる解析結果が妥
当であることが EC 濃度によって示された。 
一方、二次粒子の濃度は 2005 年の夏季から増加して

いた（図 2）。PM2.5全体に対する寄与率も高くなってお
り、2002 年から 2004 年までは夏季が 10～22％（平均

図１ PM2.5に含まれる炭素成分濃度の経年変化 
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15％％）、冬季が 8.2～17％（平均 13％）であったが、
2005 年以降は、夏季が 39～75（平均 59％）、冬季が 42
～84％（平均 60％）に増加していた。従って、PM2.5濃
度を低減するには、寄与率が高い二次粒子の低減が必要
である。二次粒子を低減するためには、解明が不十分で
ある生成機構や原因物質を調査し、様々な発生源につい
て寄与を明らかにすることが必要である。 

４．まとめと今後の課題 
都内の道路沿道と市街地において大気観測を継続的に

行い、PM2.5の質量濃度および成分濃度を用いた CMB モ
デルによって、PM2.5の発生源寄与率について検討した。
沿道環境である野毛の EC 濃度は、2006 年以降、低濃度
で推移しており、これは、排出ガス規制の強化と排気対
策が進んだ時期と重なっていた。また、沿道の野毛と市
街地の九段の EC 濃度の差が経年的に小さくなっている
ことが確認された。また、PM2.5に対する自動車からの一
次粒子の寄与率は 2002 年から 2004 年が高く、夏季は
50～78（平均 61％）、冬季は 64～79％（平均 73％）で
あった。しかし、2005年からは減少して夏季は 3.7～30％
（平均 13％）、冬季は 1.7～25％（平均 12％）となり、近
年は 10％程度で推移していることが分かった。 

近年の PM2.5 は一次粒子の寄与率が低下している一
方、二次粒子の寄与率が高くなっており、PM2.5濃度を低
減して大気環境基準を達成するには二次粒子の生成機構
や発生源について広く調査することが必要である。 
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図２ PM2.5における一次粒子および二次粒子の濃度と寄与率 
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