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人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が
環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に
基づいて規制を実施している。

大気汚染防止法では、固定発生源（工場や事業場）から排出又は飛散する大気汚染物質につい
て、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出
者等はこの基準を守らなければならない。

わが国では、大気環境を保全するため、1968（昭和43）年に「大気汚染防止法」が制定
された。この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全
することなどを目的としている。

大気汚染防止法の概要

目的

概要

環境省HP
http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html



「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物
質（1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、
4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物）をいう。

大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として
定められている。

ばい煙の排出基準は、大別すると次のとおり。

環境省HP http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html

一般排出基準：ばい煙発生施設ごとに国が定める基準

特別排出基準：大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用される
より厳しい基準（いおう酸化物、ばいじん）

上乗せ排出基準：

一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例に
よって定めるより厳しい基準（ばいじん、有害物質）

総量規制基準：

上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模
工場に適用される工場ごとの基準（いおう酸化物及び窒素酸化物）



大気汚染防止法の対象となる
ばい煙発生施設 33施設

施設名 規模要件
伝熱面積,-./0以上

燃焼能力,7.89:;<時,以上
原料処理能力,0.:B<日
燃焼能力,7.89:;<時,以上

D EF焼炉H焼結炉

J K金属N精錬用R溶鉱炉H転炉H平炉
火格子面積,-/0以上
羽口面断面積,.]7/0以上
燃焼能力,7.89:;<時,以上

^ K石油製品H石油化学製品Hef;gf;製品N製造用R加熱炉
j K石油精製用R流動接触分解装置N触媒再生塔 触媒w付着z{炭素N燃焼能力0..~<時,以上
j�0 石油ÄÅ洗浄装置w付属z{硫黄回収装置N燃焼炉 燃焼能力,à89:;<時,以上
â ä窯業製品製造用ç焼成炉è溶解炉 火格子面積,-/0以上
-. K無機化学工業用品ìîï食料品製造用R反応炉KôföBõú9ù製造用燃料燃焼装置含çè直火炉 変圧器定格容量,0..¶ß®以上
-- 乾燥炉 燃焼能力,7.89:;<時,以上
-0 K製鉄H製鋼H合金鉄HôfÆØ∞製造用R電気炉 変圧器N定格容量,-...¶ß®以上

火格子面積,0/0≥以上
焼却能力,0..~<時,以上

原料処理能力,.]7:B<時,以上
火格子面積,.]7/0≥以上
羽口面断面積,.]0/0≥以上
燃焼能力,0.89:;<時,以上

-7 Kô∞µ∂∑系顔料ìîï炭酸ô∞µ∂∑製造用R乾燥施設 容量,.]-/D以上

-à K塩素化ºΩæB製造用R塩素急速冷凍装置

-^ K塩素第二鉄N製造用R溶解槽
-j K活性炭製造用»塩化亜鉛À使用z{ÕNŒR反応炉 燃焼能力,D89:;<時,以上

-â K化学製品製造用R塩素反応施設H塩化水素反応施設H塩化水素吸収施設 塩素処理能力,7.~<時,以上

0. K—;µ“∂∑精錬用R電解炉 電流容量,D.¶®,以上
燐鉱石処理能力,j.~<時,以上
燃焼能力,7.89:;<時,以上
変圧器定格容量,0..¶ß®,以上
伝熱面積,-./0≥以上
‘B’動力,÷◊ÿ,以上

原料処理能力,j.~<時,以上
火格子面積,-/0≥以上

燃焼能力,7.89:;<時,以上
燃焼能力,-.89:;<時,以上
変圧器定格容量,J.¶ß®,以上
燃焼能力,J89:;<時,以上
変圧器定格容量,0.¶ß®,以上

容量,.]-/D以上
燃焼能力,J89:;<時,以上
変圧器定格容量,0.¶ß®,以上
硝酸N合成H漂白H濃縮能力

-..~<時,以上
0j efùÅ炉 原料処理能力,0.:B<日,以上

0â ÄÅgffiB

D. fl‡f·;機関

D- ÄÅ機関

D0 Ä„8B機関

- öØúf

0 ÄÅ発生炉H加熱炉

à ä金属N鍛練H圧延H熱処理用ç加熱炉

0^ K硝酸N製造用R吸収施設H漂白施設H濃縮施設

燃焼能力,7.89:;<時,以上

燃焼能力,D789:;<時,以上

7 ä金属N精錬ìîï鋳造用R溶解炉

0J K鉛N第È次精錬»鉛合金N製造含Î鉛N管H板H線N製造用R溶解炉

07 K鉛蓄電池製造用R溶解炉

0à K鉛系顔料N製造用R溶解炉H反射炉H反応炉H乾燥施設

塩素処理能力,7.~<時,以上

K燐H燐酸H燐酸質肥料H複合肥料製造用»原料w燐石À使用z{ÕNŒR反応施設H濃縮施設H焼成炉H溶
解炉

0-

K弗酸製造用R濃縮施設H吸収施設H蒸留施設00

0D K:8‘8酸¯:8∂∑製造用»原料w燐鉱石À使用z{ÕN反応施設ŒRH乾燥炉H焼成炉

原料処理能力,÷:B<時,以上

変圧器定格容量,0..¶ß®以上

廃棄物焼却炉-D

K銅H鉛H亜鉛N精錬用REF焼炉H焼結炉K˝æ9:焼成炉含H溶鉱炉H転炉H溶解炉H乾燥炉-J

環境省HP http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html



大気汚染防止法該当施設数

環境省水・大気環境局大気環境課

令和2年度大気汚染防止法執行状況調査（令和元年度実績）



環境省水・大気環境局大気環境課

大気汚染物質排出量総合調査
平成29年度実績



大気汚染物質排出量総合調査
施設別ばいじん排出量

環境省水・大気環境局大気環境課

（総排出量：31,200 トン/年）（平成29 年度）

（総排出量：35,986 トン/年）（平成26 年度）



大気汚染物質排出量総合調査
業種別ばいじん排出量

環境省水・大気環境局大気環境課

（総排出量：31,200 トン/年）（平成29 年度）

（総排出量：35,986 トン/年）（平成26 年度）



平成25年度PM2.5排出インベントリ及び発生源プロファイル策定委託業務報告書

煤じん（TSP） 排出量上位の煙源の業種×燃料種



国内PM2.5中一次有機エアロゾル排出量推計（2010年）

NIES（現IIAE）小林伸治氏より提供

ばいじん
排出量

PM2.5/ばいじん比 化学組成× ×
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平成25年度PM2.5インベントリ及び発生源プロファイル策定業務報告書

わが国の固定燃焼発生源における
凝縮性粒子測定の経緯

凝縮性ダストの存在は1990 年代頃には指摘されており、環境庁をはじめ、いくつかの試
験機関等での検討もなされてきた(H6、8、9、14 年度環境庁調査)。当時の凝縮性ダスト
は、JJIISS  ZZ  88880088ののばばいいじじんん捕捕集集法法でで11  形形ろろ紙紙でで捕捕集集ででききなないいダダスストトとして位置づけられ
ており、SPM 対策の基礎資料として検討された。その結果は浮遊粒子状物質マニュアル中
に排排出出量量のの凝凝縮縮性性ダダスストト量量のの補補正正という形で反映されている。またこの頃の凝縮性ダスト
の主成分は硫硫酸酸塩塩であった。

JIS Z 8808 においても平成7(1995)年の改正によって、排ガスに同伴するミスト中にダ
ストが含まれる場合、又は可溶性物質(粒子)が含まれているおそれがある場合には、ミスト
を回収した上で乾燥、冷却し、秤量してその質量も含めることとされた。

しかしながら、平平成成2255((22001133))年年ののJJIISS  ZZ  88880088  改改正正では、凝縮性ダストではなく「凝縮
ダスト」として、
「高温排ガスが大気中に排出され、冷却凝縮し、粒子化する凝縮ダストが近年指摘される
ようになったが、凝凝縮縮ダダスストトはは測測定定のの対対象象ととははししなないいここととととししたた」と明記されている。



平成25年度PM2.5インベントリ及び発生源プロファイル策定業務報告書



発生源別

凝縮性粒子濃度
（国内）

微小粒子状物質（PM2.5等）発生源調査結果報告書、東京都



凝縮性粒子測定（アジア地域）



燃焼発生源における凝縮性粒子の環境中挙動

光化学反応

大気中で粒子化
（二次粒子）

燃焼発生源

揮揮発発性性有有機機化化合合物物

凝縮性粒子

（ここでは半揮発性・中間揮発性有機化合物）

未把握の一次粒子 二次粒子の重要な前駆物質

一一次次粒粒子子



SVOC・IVOCのSOA前駆物質としての重要性を指摘
Robinson et al., Science, 2007

ディーゼル駆動発電機排気の光化学反応



Hodzic et al., ACP, 2010

大気質モデルによるSOA濃度は実測値に比べて
過小に予測される

- 排出インベントリの改善
- モデルの反応スキームの改善



燃焼発生源の粒子状物質の排出係数測定の現状

大気開放

JIS Z7152、Z8808：

規定あり

ISO 25597：規定あり

希希釈釈率率

温温度度

高高低低

低低

高高
煙道内

高高温温
高高濃濃度度

JIS、 ISOとも概概念念無無

揮揮発発

排出量データを測定すべき条件
（リアルワールドを反映）

現状の排出量データの
測定条件

ギ
ャ

ッ
プ

凝凝縮縮

JIS：規定ななしし

ISO：規定あり



後処理無しディーゼル排気粒子の例

不揮発性粒子 半揮発性粒子

通常の発生源における
排出係数測定領域

リアルワールドの希釈倍率

粒子態→
ガス態に移行

冷冷却却後後にに凝凝縮縮ししたた半半揮揮発発性性成成分分はは、、希希釈釈にによよっってて再再度度揮揮発発すするる！！

凝
縮
量
は

状
況
に
依
存
す
る

希釈後空気は30℃に固定

（元素状炭素） （有機炭素）

Fujitani et al., Atmos. Env., 2012



n-アルカン類も、炭素数に応じて粒子ガス分配している。
希釈倍率が高い方が、炭素数が多い成分（揮発しにくい：高沸点成分）までガス
へ移行する。

ディーゼル排気中の粒子状ガス状物質の排出係数の希釈倍率の影響



凝縮性粒子測定法の問題

凝縮性粒子の表現方法として、“揮揮発発性性分分布布”を採用した。
測定時における上記の問題をクリアし、かつ、大気質モデ
ルの入力データとして有用な情報となる。

・水冷による凝縮法であると微量な有機成分の把握が難しい

・測定条件（滞留時間・気温など）により、凝縮量が異なる

・むやみに凝縮させて測定することも問題。粒子ガス分配が
測定条件時と大気開放時で異なることになる。



揮発性分布とは 有機物を対象

Robinson et al., Science, 2007

排
出

係
数

・粒子態ガス態の総量を考慮

・大気モデルの入力データ

飽和濃度 →揮発しやすい

VOC(106〜)IVOC(102-106)SVOC(10-2-102)



Pankow et al. 1994
KP (m3/mg) 平衡定数
Ｇ (mg/m3) 半揮発性物質の気相濃度
Ｐ (mg/m3) 半揮発性物質の粒子相濃度
M (mg/m3) 粒子濃度
C*  (mg/m3) 飽和蒸気圧
F 半揮発性物質の粒子相に存在する割合

粒子ガス分配

Kroll and Seinfeld, 2008



Odum et al. 1996

SOAの生成収率

Odum et al., 1996

Two-product model

Kroll and Seinfeld, 2008



Kroll and Seinfeld, 2008

Donahue et al. 2006
Volatility basis set

・SOAだけでなくPOAにも適用

・大気中のエイジングも表現

svocOA

OA
p CC

CX
+

=

Two product modelと同様、
absorption（吸収）による

ガスと溶液（粒子）の平衡を前提

Donahue et al., 2006

F = 

F = 



揮発性分布測定（米国）



European Monitoring and Evaluation Programme

1.
PM排出量と凝縮性粒子の報告に関する現状は、同じ活動（例え
ば、特定の種類の機器で、ある単位の木材を燃やす）でも、各国
の報告書では全く異なるPM排出係数が与えられているという点
で、納得のいかない不公平なものとなっている。このような国別
の排出量推定値の前提条件は、透明性を持って文書化されて
いないことが多く、方法も年ごとに変わる可能性がある。

2.
ワークショップの参加者は、将来の排出量インベントリとモデリン
グに凝縮性粒子を含めるべきであることに同意した。住宅用木
材燃焼の排出量は、PM排出量への寄与が大きいことが知られ
ているため、優先的に考慮すべきであるが、重要と思われる他
の排出源（交通など）を把握することも重要である。

3.
問題は、単に「凝縮物を含めるかどうか」ではなく、「どのように
含めるか」ということです。この問題は複雑で、凝縮性粒子の排

出係数は、測定方法、サンプリング温度や全有機エアロゾルの
濃度、燃料、使用方法、さらには周囲の状況など、多くの要素に
左右される。

4.（一部）
PM排出量を定義し報告するための方法を明確にし、標準化す
ることが必要である。理想的には、標準的な条件（例：温度、OA
濃度、希釈率）について排出係数を報告すべき。

Key massage（主なところを抜粋要約）

https://emep.int/publ/reports/2020/emep_mscw_technical_report_4_2020.pdf



7.
現在、排出量の報告をPMと非メタンVOCのどちらかに分類しているが、半・中揮発性のVOC（SVOC、IVOC）化合物の中には、環境条
件によってどちらか、または両方のカテゴリーに属するものがあるという点で問題がある。さらに、これらのS/IVOC化合物の一部は、
従来のPMと非メタンVOCの2つのカテゴリーの間にある中間揮発性の範囲に入り、計上されない可能性がある。S/IVOCの排出量は
（特に非メタンVOCと比較して）おそらく質量では小さいが、二次有機エアロゾルの前駆体として大きく貢献する可能性がある。新しい
測定とインベントリの枠組みは、この点を考慮して作られるべきである。

8.
研究レベルのモデリングでは、「Volatility Basis Set」（VBS）フレームワークを使用して、S/IVOCを含む化合物の全範囲を表現している
。理想的には、大気中の不揮発性PM成分からガスまでのスペクトルとして有機物の排出を扱い、インベントリではVBSの各ビン、ま
たは明示的なVOC化合物の排出量を提供することである。

9.
暫定的な解決策として、各国が一貫した（あるいは少なくとも明確に規定された）方法を用いて凝縮性粒子を個体粒子とは別に報告
することで、透明性が高まり、各国の推定値の比較対照が容易になる。これにより、一部の国で開発された凝縮性粒子の排出係数
を使用して、凝縮性粒子の国内推定値がない国の排出量のギャップを埋めることができるかもしれない。

12.（一部）
・有機物の排出を、非常に揮発性の低い（大気中で常に凝縮している）成分から揮発性ガスまでのスペクトルとして取り扱う方法を
検討し、インベントリには各揮発性クラス（または明確なVOC化合物）の排出量を記載する。
・非常に広範な米国の SPECIATE データベースの使用または拡張を検討する（一部のソースについては、揮発性クラスと明示的な
VOC スペシエーションの両方を含む）。
・より優れた科学的根拠に基づく排出量データベースを構築するためには、複数の研究グループが科学的に協力して、さまざまな

排出セクターや機器からの排出などの排出量推定値を求める大規模な取り組みが必要である。この問題は、例えば、多くのグルー
プに開かれた大規模なEUプロジェクトを正当化するものであり、可能な限り最善の排出量推定値を開発するだけでなく、不確実性を
特定して推定することも目的としている。
標準的な温度、周囲のOA濃度や希釈率での排出量を定義する、実効的なPM排出係数（”PMEA”）の使用を検討する。

14
本ワークショップは、凝縮性粒子により大きな焦点を当てる提案が政策に影響を与える可能性があることを認識し、政策目標や基
準年の排出量を調整する際に起こりうる影響を考慮するよう、政策立案者に求める。
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・凝縮性粒子と揮発性分布について

・揮発性分布の測定法について

・凝縮性粒子の大気中の挙動

・まとめと今後の課題
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試験対象と排ガス特性



H27年度試験

国立環境研究所低公害車棟実験施設
予備試験 2015/5
本試験 2015/11/30-12/21
酸化触媒付きディーゼル貨物車
新短期規制対応
定常運転（時速20km）および過渡運転（JC08冷機スタート）



一般廃棄物燃焼ガス
連続燃焼式 ストーカー型
処理能力200トン/日
ダイオキシン類特別措置法の前に設置
2016/8/2-8/4 予備調査
2016/11/1-11/15 本調査

一時間あたりのゴミの投入量7.0±1.5トン（平均±標準偏差）
排気温度200度 炉内温度約1000度
水分量約20%
煙道内流速13 m/sec （乾き排ガス量 約37000m3/時）
静圧-1.5 kPa
煙道内PM10 38 µg/m3
結露防止のため、気温30度に冷やす場合に40倍以上の希釈が必要（試算ベース）

H28年度試験

脱塩塔（消石灰により塩
化水素とSOXを除去）



浄化槽汚泥燃焼ガス
処理能力10kl/day し尿60kl/day 浄化槽汚泥50kl/day
乾燥した上でA重油で燃焼
1990年から稼働

受入・貯留設備 一次・二次処理設備 高度処理設備

汚泥処理設備

ゴミなどを取り除いた上で一旦貯留 微生物で分解処理

脱水乾燥焼却

薬品およびオゾン処理により

汚水を浄化

37

H29年度試験

2016/2/13-2/14 予備調査
2017/5/26-6/23 本調査 米国DRIと共同実施

排ガス：
排気温度160度
炉内温度約700-800度
水分量約8.4%
煙道内流速16.0m/sec
静圧-0.04kPa
煙道内PM10 19 mg/m3

A重油組成（2017年6月代表性状）：
密度 0.8810g/cm3
残留炭素分 0.37質量%
硫黄分 0.067質量%
窒素分 0.02質量%
灰分 0.001質量%以下



ディーゼル貨物車

定常運転 過渡運転 一般廃棄物 浄化槽汚泥+A重油

煙道粒子に対する
凝縮性粒子の濃度比25℃
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25℃160℃

PM2.5特性
組

成

排出

係数

25℃

高橋ら、大気環境学会、 2016、2017、2018
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化
学
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ディーゼル排気
（過渡運転）



2016/2/13-2/14 予備調査
2017/5/26-6/23 本調査

（米国DRIと共同実施）

汚泥処理設備
脱水乾燥焼却

浄化槽汚泥焼却施設



CO, CO2, NO, NOx, 
粒径分布、差圧

PM2.5捕集
(Virtual impactor) 
PTFE C, Quartz C

有機エアロゾル他主要PM1.0成分、粒径分布, 
PM2.5,  CO2, 温度、湿度

NO, NOx, CO, CO2, NMHC, 
THC, VOC, IVOC, SVOC

希釈器

ステンレスダクト
（長さ16 m 内径 100 mm）

↓地上へ
希釈後排気ガス
測定場所（地上）

捕集系

PTFE A Quartz A

Quartz B

XAD

キャニスタ

DNPHPTFE B

インパクタ

PS-Air    AC-2

エジェクタ

NOx, CO, CO2, O2, 粒
径分布

CO添加したＨＥＰＡ
フィルタ、活性炭フィ
ルタろ過清浄空気

滞留チャンバ
容積15 L

マスフロ
ーメータ

ポンプ

煙道観測場所（屋上）

屋上

恒温コンテナ

大気バックグラウンド測定CO

Line 1

Line 2

Line 3

DRI 測定シ
ステム

ブロア

煙突



ガス相、粒子相に含まれる

260 種の有機物について分析

粒子相

Functional group Main analytical method Carbon number Number of analyzed 
species

Hydrocarbons GC/MS C2-C34 101
Aromatic hydrocarbons GC/MS C6-C22 39
Aldehydes and ketones LC/MS C1-C10 23

Alcohols and esters GC/MS C3-C6 10
Monocarboxylic acids GC/MS C6-C24 37

Dicarboxylic acids LC/MS/MS C3-C10 11
Chlorinated organic compounds GC/MS C1-C6 38

Oragnic nitrogen compounds GC/MS C3 1

ガス相

官能基別積み上げ

有機分析

低希釈
倍率(6.3-

6.7) 

中希釈
倍率(27-

55)

高希釈
倍率
(115-
162)

全有機物に対する積み上げ



揮発性分布の導出

等温希釈法 + 有機エアロゾ
ルリアルタイム測定

有機ガスリアルタイム測定 + 
蒸気圧データ

有機分析 + 蒸気圧データ

VOCIVOCSVOC

IVOC : 
intermediate VOC

着着目目すするる領領域域

オンライン法

オフライン法

簡易法（等温希釈法+
フィルタ法+炭素分析）

簡易法

他にも以下の方法が提案されている。
・吸着剤試料のGC/MSの

クロマトグラムを使用する方法
・加熱応答法



svocOA

OA
p CC

CX
+

=

テフロンA（粒粒子子） 石英A（SSVVOOCC）

石英B（粒粒子子 ++  SSVVOOCC）

PM2.5分級器

希釈
装置

簡易法 （希釈法＋フィルター法＋炭素分析）

希釈倍率
3点程度

炭素分析

滞留
チャンバ

粒子ガス分配比Xpと
粒子状有機物濃度COAの関係

利点と欠点
・大気PM測定で使用する器具で実施可能（ただし希釈は必要）
・ある程度高濃度の発生源に限る（煙道で有機炭素50µg/m3程度）

・IVOCの情報はこの手法で取得できない

フィルタ採取

揮発性分布
（リアルタイム測定装置と簡易法の比較）

煙
道

フィッティング

-2 < logC* < 4

清浄空気使用（活
性炭処理、HEPA
フィルター処理）

藤谷ら、大気環境学会、2016



蒸気圧データの整備 （有機物260種)

25度における飽和濃度(C*)と分子量の関係
(SPARCデータ）

データ：

• SPARC physiochemical calculator

• アントワン式

• 実測データ

http://www.archemcalc.com/sparc.html

https://www.epa.gov/tsca-
screening-tools/epi-suitetm-
estimation-program-interface

Cvapi、 Caeri : 分子iの気相および粒子相濃度
COA : 有機エアロゾル濃度
MWi : 分子iの分子量
ξ’i : 活量係数 （1を仮定）
P°L,i : 純物質 iの温度 Tにおける過冷却液滴上の飽和蒸気圧
R : 気体定数



オンライン
測定

煙
突 希釈装置

粒子ガス捕集

蒸気圧データ

滞留

チャンバ

揮発性分布 -2 < logC* < 6

オフライン法

各有機物の粒子ガス濃度

有機
分析

SPARC physiochemical 
calculator

アントワン式 実測データ

希釈倍率: 6.3-162

滞留時間: 10 秒



蒸気圧推計の比較の一例（25℃）

l 物質によってはそもそも実測値がない場合がある
l 実測値と推定値で乖離が大きい物質がある

炭化水素 有機酸



粒子相割合(Xp)と

有機エアロゾル濃度の関係

svocOA

OA
p CC

CX
+

=

オンライン
測定

煙
突

希釈装置

粒子ガス捕集
滞留

チャンバ

オンライン法
有機
分析

有機ガスの質量スペクトル

0 < logC* < 6有有機機ガガスス
Proton-transfer-reaction mass 

spectrometer

エエアアロロゾゾルル主主成成分分
Soot Particle Aerosol Mass 

Spectrometer

-2 < logC* < 6

揮発性分布

-2 < logC* < 4

滞留時間: 10 秒

希釈倍率: 24-642



25度における揮発性分布

（重油燃焼＋浄化槽汚泥燃焼排気）
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・固定発生源からのＰＭ排出の現状

・凝縮性粒子と揮発性分布について

・揮発性分布の測定法について

・凝縮性粒子の大気中の挙動

・まとめと今後の課題



希釈倍率
= 5000

希釈倍率
= 21

希釈倍率
= 162

25度における揮発性分布を用いた
粒子ガス分配と有機粒子ガス排出係数の導出

試料空気の温度、希釈倍率で変化する
有機粒子ガス排出係数

煙道内（粒子）160℃

希釈後（粒子）25℃

希釈後（ガス）25℃

外挿（粒子）25℃

外挿（ガス）25℃



大気中PMと排気ガスが混ざった場合の
排出係数の変化



気温変化および希釈倍率変化による
排出係数の変化率

Fujitani et al., 論文準備中



PPMM22..55排排出出イインン
ベベンントトリリ

EOA+SIVOC(FCPM) = EPM2.5(FPM) ×
"!" FCPM
"#$%.' FPM

× "!"()*+!, FCPM
"!" FCPM

凝凝縮縮性性粒粒子子
排排出出調調査査

OOAA::SSVVOOCC比比
（（揮揮発発性性分分布布））
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排排出出量量デデーータタ 大大気気濃濃度度

ü 凝縮性粒子を考慮することで、冬季に

OA再現性が向上。特に都市域・工業地

帯においてOA濃度が増大

ü 凝縮性粒子によりOA排出量が7倍に増大。

ü 一方、ECは凝縮性粒子を考慮しても変化なし。 Morino et al., EST, 2018



凝縮性粒子を考慮することによる
有機エアロゾル濃度の増大分(µg m-3)

冬季 夏季

Morino et al., EST, 2018
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・固定発生源からのＰＭ排出の現状

・凝縮性粒子と揮発性分布について

・揮発性分布の測定法について

・凝縮性粒子の大気中の挙動

・まとめと今後の課題



• 揮発性分布の考え方、測定方法を示した。

• 凝縮性粒子は測定時の希釈倍率や気温で排出係数が変化
することを示した。

• 凝縮性粒子の標準測定法の結果は煙源間の比較は可能で
あるが、リアルワールドにおける排出係数を必ずしも反
映していないと思われる。

• 大気質モデルで凝縮性粒子排出分を考慮すると過小評価
が改善された。

まとめ



• より精緻なPM排出量の推計や大気質モデルによるPM濃
度の計算には、さまざまな燃焼源の揮発性分布が必要で
ある。 揮発性分布は、米国EPAのSPECIATE 5.0プロ
ファイルデータベースに収録されはじめているが、現時
点では、自動車の排気ガスのみ。

• IVOC（中間揮発性有機化合物）とSVOC（半揮発性有
機化合物）はSOAの前駆物質となる物質があるが、排出
インベントリが整備されていない。 これらの揮発性クラ
スの物質の排出量の推計および排気ガスからのSOA生成
能の評価を行うことが重要。

今後の課題



PM排出インベントリの
精緻化に向けた提案

1．燃料種毎の
精緻な揮発性分布取得の必要性

平成25年度PM2.5排出インベントリ及び発生源プ
ロファイル策定委託業務報告書より

燃焼起源の発生源プロファイルに
最も影響する項目として燃料種類

が挙げられる

施設 業種 燃料
排出低減対策
（後処理）× × ×



2 ．簡易法を多くの煙源に適用し、粒子〜SVOCまでの揮発性分布を得る。

（3点程度の希釈法＋フィルター法＋炭素分析）
・ある程度濃度が高いOA発生源に限る （煙道でOC 50µg/m3程度）
・C*=104-106の情報が手薄になる。VOC （C*>106）の測定と合わせて内挿
が可能かどうか？検証用のデータセットが必要

3 ．他国で得られたデータも活用する。
欧米の動き：
凝縮性粒子も含めたインベントリ精緻化に関して、国際連携、 実測研究者
モデル研究者間連携、研究グループ間連携、政策立案者も含めた連携によ
り、今後大きな動きが出そう。凝縮性粒子はナショナルインベントリに含めて
いく方向だろう。揮発性分布の考え方も導入される見込み。

アジアの動き：
各国関心はあり、凝縮性粒子の標準法による測定等はされている。アジア
域内での連携の動きは今のところない。

PM排出インベントリの精緻化に向けた提案（続き）
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