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［浦安地域教材：大気環境］ 

空気のよごれを調べよう 

環境カウンセラー千葉県協議会 
 (この教材は、千葉県の「平成２０年度ＮＰＯ及び事業者による環境学習地域教材作成事業」に係る委託を受けて作成したものです。) 

 

１．大気環境について振り返り…歴史と課題 

① 産業革命（1760～1830 年）以後、化石燃料をもとにしたエネルギーの消費で、生活が

便利になった反面環境汚染が進んだ。 

② 日本では 1887 年頃足尾銅山で鉱毒による大気汚染、水質汚濁・汚染が発生。1945 年

以降は、急激な産業の振興とともに環境問題が多発してきた。特に四日市コンビナー

トで排出される SO２・PM（粒子状物質）、また自動車排出ガスの中の CO（一酸化炭素）、

NOX、（窒素酸化物）、HC（炭化水素）、PM などからの OX（オキシダント）により、「四

日市喘息」や「光化学スモッグ」など大気汚染被害が発生。 

③ 日本では大気汚染対策が法的・技術的にも積極的に推進され、被害発生の抑止基盤が

整備された。具体的には、環境基本法制定、自動車排出ガス規制（マスキー法対応、

自動車 NOX・PM 法制定）、ダイオキシン特別措置法制定など規制が施行された。 

④ 現在の大気汚染の課題は、自排ガス（自動車排出ガス）、特に NOX、PM などの環境基準

の未達成と複合汚染（NOX、OX、HC 他成分による２次粒子の発生等）による環境悪化と

新たな大気汚染問題として、ダイオキシン、VOC（揮発性有機化合物）、酸性雨、黄砂、

花粉等による環境汚染が目立ってきた。 

⑤ 世界の環境課題として「地球温暖化問題」が挙げられる。化石燃料の燃焼で生成する

CO2（二酸化炭素）など、温室効果ガスが主な原因である。工場排出ガスも自動車排出

ガスも不完全燃焼を抑えるために如何に効率よく化石燃料を燃焼させ CO、NOX、HC な

どを減らし、“きれいな排ガス”CO2 を排出するか努力したが、CO2 も増えすぎると、

地球温暖化の要因となり、今では最大の環境問題である。早急な CO2 の削減（京都議

定書・IPCC 報告書参照）を 64 億人が努力して達成しなければならない。 

 

２．日本の大気環境状況と監視状況についての概要 

１）大気汚染物質の分類 

 測定監視形態 観測物質 観測システム 
常時監視汚染物質 常時監視測定局   

固定排出源 一般測定局 SO２・NOX・HC・ 
SPM・OX・NMHC 

 

移動排出源 自排測定局 
（自動車排出ガス測定局）

CO・NOX・HC・ 
PM・未規制物質 

そらまめ君 
地方自治体観測局

特殊環境汚染物質 随時測定 VOC・DXN・黄砂・ 
酸性雨他 

定点観測 

温室効果ガス 常時・随時監視 CO2・CH4・N2O・ 
SF6・HFC・PFC 

定点観測（ﾏｳﾅｹｱ・

南鳥島・綾里） 
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２）一般環境大気の環境基準  

物質 環境上の条件 測定方法 
二酸化いおう 
（ＳＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下、

かつ、１時間値が 0.1ppm 以下。 
①溶液導電率法、②紫外線蛍光法

一酸化炭素 
（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が 10ppm 以下、

かつ、１時間値の８時間平均値が 20ppm 
以下。 

①非分散型赤外分析計 

浮遊粒子状物

質 
（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以

下、かつ、１時間値が 0.20mg/m3 以下。

①濾過捕集＋重量濃度測定法、 
②光散乱法、③圧電天びん法、 
④ベータ線吸収法 

二酸化窒素 
（ＮＯ２） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm から

0.06ppm までの範囲またはそれ以下。 
①吸光光度法（ザルツマン試薬）、

②化学発光法 
光化学オキシ

ダント 
（ＯＸ） 

１時間値が 0.06ppm 以下。 ①吸光光度法（中性ヨウ化カリウ

ム溶液）、②電量法、③紫外線吸

収法、④化学発光法 
＊環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所

については、適用しない。  

＊浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下。  

＊光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学

反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するも

のに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。  

 
３）一般環境大気（常時監視項目）の状況 

 

平成 18 年度全国の環境大気常時監視測定局数と環境基準の達成状況 

＊浦安市の測定局は一般局 1 箇所（猫実局）、自排局 1 箇所（美浜局） 
 一般局数 自排局数 合計局数 環境基準 未達成局 

総測定局数 １,５８１  ４５１ ２,０３２  

二酸化窒素 １,３９９ ４４２ １,８４１ 一般   0、自排  41 

浮遊粒子状物質 １,４７０ ４１９ １,８８９ 一般  107、自排  31 

光化学オキシダント １,１４６ ２７ １,１７３ 一般1,145、自排  26 

二酸化硫黄 １,２７１ ８６ １,３５７ 一般    1、自排  0 

一酸化炭素 ８８ １９８ ２８６ 一般   0、自排  0 

(非メタン炭化水素) ３１６ １８８ ５０４ 環境基準値はなし 

① 二酸化窒素（NO２） 

1) 環境基準達成局は、一般局で100％、自排局で90.7％。 

2) 環境基準非達成地域、自排局で千葉、東京、埼玉、神奈川など12都府県。 

② 光化学オキシダント（OX）  

1) 環境基準達成局数は、一般局で0.1％、自排局で3.7％、依然として低い水準。 

2) 光化学オキシダント注意報等の発令日数（都道府県単位での発令日の全国合計値）は

177 日、大都市に限らず都市周辺部での光化学オキシダント濃度が注意報レベルの

0.12ppm 以上となる日数も多く、光化学大気汚染の広域的な汚染傾向。  

③ 浮遊粒子状物質（SPM） 

1) 環境基準達成局は、一般局で93.0％、自排局で92.8％、前年比で低下傾向。 

   環境基準非達成局がある都道府県は一般局では岡山、千葉、東京含め19都府県、自

排局では岡山、三重、香川、千葉、神奈川含め11府県。 
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④ 二酸化硫黄（SO2） 

1) 環境基準達成率は、一般局で99.8％、自排局で100％、準非達成局は火山噴火。 

⑤ 一酸化炭素（CO） 

1) 長期的評価では、全ての測定局で環境基準を達成、近年良好な状況が続いている。 

⑥ 非メタン炭化水素（NMHC）の状況（ＮＭＨＣ，Non-Methane hydrocarbons） 

1) 光化学オキシダントの原因物質の一つである非メタン炭化水素（全炭化水素から光

化学反応性を無視できるメタンを除外）年平均値は、一般局では0.20ppmC、自排局

では0.27ppmCで改善傾向を示している。単位のppmCはメタン換算濃度。 

2) 非メタン炭化水素に環境基準値は無いが、大気環境指針は0.20～0.31ppmC以下。 

 

⑦ 浦安市の測定局の状況（平成18年度） 

測定項目 一般局 

（猫実局） 

自排局 

（美浜局） 

評価 環境基準 

ＮＯ２ 0.049ppm 0.049ppm  × 0.04～0.06ppm以下 

（全国平均0.029ppm）

OX 41 日(超日数)   なし × 0.06ppm以下 

SPM 0.065mg／m3 0.084mg／m3 ○ 0.10mg/m3以下 

 
４）監視体制 

① 大気汚染物質広域監視システム（愛称：そらまめ君）の概要 

全国47都道府県から測定値の情報提供を受け、環境省ホームページ上で大気汚染状況

を一時間ごとの速報値で情報提供している。（測定項目：二酸化窒素、浮遊粒子状物

質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化窒素、窒素酸化物、非メタン炭化水素、

メタン、全炭化水素、浮遊粉じん、風向、風速、気温、相対湿度、（測定局によって

は測定を行っていない項目もある）） 

また、光化学オキシダント注意報・警報の発令状況もリアルタイムで情報提供。 

現在は、携帯電話端末からも光化学オキシダント注意報・警報発令状況及び光化学オ

キシダント、二酸化硫黄の速報値を情報公開している。 

② 花粉の監視システム(愛称 はなこさん)の概要 

環境省は毎年 2 月頃から 6 月頃まで、全国 120 箇所(関東 20 箇所、内千葉県は 4 箇

所)の測定局で、主にスギ花粉の観測を実施…観測システム“はなこさん”を環境省

ホームページにシステムアップしリアルタイムで情報提供。 

 
５）特異な環境大気の状況  

① 酸性雨 
(1)工場、自動車から放出される排ガス中の S0２、NOX が大気中で硫酸や硝酸に変わ 

り再び地上に戻ってくる。この戻る方法が 2 つあり、1 つは湿性沈着（雲を形 
成する水滴に溶け込んで雨、雪、霧として戻る）、もう 1 つは乾性沈着（硫酸、硝

酸ガスがそのまま風に乗って戻る）である。 
(2)湿性沈着の評価項目はｐH、硫酸イオン、硝酸イオン、電気伝導率など 10 項目で

ある。乾性沈着では一般の大気汚染監視項目などが測定される。 
(3)酸性雨は黄砂などとともに越境大気汚染として対応がなされている。一般的に飛

距離は 500～2000km 程度と言われている。 
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② ダイオキシン 
(1)ダイオキシン類は、工業等で意図的に製造する物質ではなく、ものの焼却の過程な

どで自然に生成してしまう物質であり、環境中には広く存在している。 

異性体が約300物質あって、その毒性が異なるので等価毒性濃度（TEQ）で表示。 

(2)平成18年度環境濃度の調査地点は、全国763 地点あり、ダイオキシン類濃度の平均

値は0.050pg-TEQ/m３、濃度範囲は0.0053～0.40pg-TEQ/m３であった。 

(3)大気環境基準（基準値；年間平均値 0.6pg-TEQ/m３以下）と比較すると、763 地点

（一般環境577 地点、発生源周辺158 地点、沿道28 地点）の全てで環境基準を達

成。平成17 年度の環境調査結果では825 地点中１地点(0.1%)で環境基準を超過し

ていたので、これと比較すると超過地点の割合は0.1 ポイント減少した。 

(4)ダイオキシンの発生源                   （単位：ｇ-TEQ/年） 
    調査年度 
発生分野 

平成9年度 平成12年度 平成16年度 平成18年度 

廃棄物処理分野 7205~7658 2121~2252 212~231  
産業分野 471 268 125  
その他 4.8∼7.4 4.1∼7.6 4.1∼7.0  

合 計 7680∼8135 2394~2527 344∼393 289~317 
③ 有害大気汚染物質 

(1)「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある（長期毒性を有す

る）物質で大気の汚染の原因となるものであって、ばい煙及び特定粉じん（石綿）

を除くもの」 

(2)有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質：２３４物質 

(3)優先取組物質：２２物質 

アクリロニトリル、水銀及びその化合物、タルク（ｱｽﾍﾞｽﾄ様繊維を含むもの）、 

ダイオキシン類、ベンゾ(a)ピレン、ホルムアルデヒド、酸化エチレンなど 

④ 黄砂 
(1)黄砂は中国大陸内陸部のタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠や黄土高原など、乾燥・半

乾燥地域で、風によって巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って飛来し、

大気中に浮遊・降下する現象。黄砂は、発生源地域周辺の農業生産や生活環境に

重大な被害を与え、大気中に浮遊し、黄砂粒子を核とした雲の発生・降水過程を

通して地球全体の気候に影響を及ぼしている。  

(2)黄砂の発生地域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）環境省ホームページ「黄砂パンフレット」 
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⑤ 花粉 

(1)環境省は毎年 2 月頃から 6 月頃まで、全国 120 箇所(関東 20 箇所、内千葉県は 4

箇所)の測定局で、主にスギ花粉の観測を実施…観測システム“はなこさん”を

システムアップしリアルタイム情報提供。 

⑥ VOC（揮発性有機化合物） 

(1)SPMや光化学オキシダントの大気汚染状況は、現在でもSPMによる人の健康影響が懸

念され、光化学オキシダントによる健康被害が多発している。 

(2)SPM及び光化学オキシダントの原因は様々なものがあるが、VOCもその一つ。VOCとは、

大気中で気体状となる有機化合物の総称で、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多

種多様な物質が含まれる。SPM及び光化学オキシダント対策の一環として、VOCの排出

を抑制するため、平成16 年５月に規制を公布した。 

(3)VOCの排出規制と事業者の自主的取組とをともに推進し、平成22年度までに、工場等

の固定発生源からのVOC排出総量を平成12 年度比で３割程度抑制することを目標。 

 

３．浦安地域の大気環境（現状と対策） 

１）大気汚染の状況 

～さわやかで、すがすがしい大気環境を確保する～ 

①大気環境の国レベルの様々な対策により、工場など固定発生源による大気汚染は

大幅に改善されているが、近年では、自動車交通量の増加により二酸化窒素や浮

遊粒子状物質などによる大気汚染が課題。 

②大気の常時監視測定局が猫実一般環境大気測定局（郷土博物館内）と美浜自動車

排出ガス測定局（美浜東第三児童公園内）の２箇所ある。猫実測定局は、二酸化

硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、一酸化炭素、ベンゼ

ンなどを測定しており、また、美浜測定局では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、

一酸化炭素を測定している。 

③平成18 年度の測定結果については、光化学オキシダントを除いて環境基準を達

成した。二酸化窒素と浮遊粒子状物質は、猫実測定局及び美浜測定局においては、

いずれの物質も環境基準を達成したが、二酸化窒素については、千葉県で定めて

いる環境目標値と比較した場合、猫実測定局及び美浜測定局ともこの目標値は非

達成であった。 

首都高速道路湾岸線や一般国道357 号が市の中央を東西に貫いているほか、やな

ぎ通り、市川浦安バイパスなどは交通量が多いため、自動車排出ガスによる影響

を受けやすいことなどが原因と考えられる。 

④光化学オキシダントは、自動車などから排出されるＮＯｘ、ＶＯＣが太陽の光を

受け、光化学反応により生成される酸化性物質などの総称である。全国的に環境

基準の達成状況は極めて低くなっており、猫実測定局においても、環境基準が達

成できなかった日数が41 日あった。 

平成18 年度における葛南地域の光化学スモッグの発令状況では、警報の発令は

なかったが、注意報が６日発令された。なお、平成18 年度の県内の光化学スモ

ッグ注意報の発令日数は11 日で、県内では過去10 年間で３番目に少ない結果と

なった。その背景としては、６月から８月にかけての天候不順が考えられる。 

⑤自動車対策…平成17 年度の環境に関する意識調査でも、市民の自動車交通公害

に対する問題意識は高い。引き続き、大気の監視を継続的に行いながら、自動車

排出ガス対策を中心に大気汚染防止対策を進める。自動車排出ガス削減を推進す

るために、低公害車の導入をはじめ、公共交通網の整備、アイドリングストップ
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などのエコドライブや自転車の利用などの率先行動に努めるとともに啓発を進

めることとしている。 

２）ダイオキシン類の状況 

①18 年度市内 4 箇所で測定実施、環境基準を下回った（達成）。 

  

３）酸性雨 

①18 年度市内の一箇所で 1 回／月測定実施、ｐH 値 

最低 3.0 、最高 7.3  平均 4.6∼5.8  

 

４）課題として、 

①市内での測定箇所の拡大が必要と考えられる。 

②自動車排出ガス削減対策 

 

４．地球温暖化問題 

１）なぜ温暖化は起こるか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２）過去のＣＯ２の増加傾向 

 
出典）気象庁 気候変動監視レポート２００７ 

出典）全国地球温暖化防止活動推進 
センターウェブサイト 

（http://www.jccca.org/） 
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３）地球の気温の変化 (700 年∼2100 年) 

  
出典）IPCC 第４次評価報告書 

 

４）京都議定書 

先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標が各国ごとに設

定された。先進国全体で、2008 年から 2012 年までの約束期間に、削減基準年の排出

量から 5.2% 削減することが約束された。1990 年の排出量から日本は 6％、EU は 8％

の削減を約束しています。 

・ 対象ガス：二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFCs、PFCs、SF6 

・ 削減目標：先進国全体で 5.2％の削減目標を達成するために、森林の炭素吸

収・排出分（いわゆる吸収源）を目標達成に算入してもよいこととなったが、

実際の森林の吸収・排出量のメカニズムが様々なうえ、まだ科学的に解明さ

れていない部分が多いため正確に試算することは困難。そこで、森林、人為

的、植林・再植林・森林減少の定義が決められ、森林管理など植林・再植林・

森林減少以外の活動からの吸収量も算入できることになった、国ごとに上限

が定められており、日本は 6％のうち、3.8％を吸収源として認められている。 

  

５）気候変動枠組条約 

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらす

さまざまな悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約で、1994 年 3 月に発

効。温室効果ガスの排出・吸収の目録、温暖化対策の国別計画の策定等を締約国の義

務としている。 


