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• ＰＭ： Particulate Matters（粒子状物質） 

– 工場のばい煙、自動車の排気ガス等（人間活動によ

るもの）と、黄砂、森林火災等（自然由来） 

– 粒子として排出される一次粒子とガス状物質が大気

中で化学反応し、二次生成粒子を形成。 

– 硫酸塩、硝酸塩等に加え、重金属（鉛、亜鉛、ヒ素、

カドミウム等）も付着。 

• ２．５μm： 

– 人の髪の毛：PM１００（直径100μm＝0.1mm）程度 

– ＰＭ１０：直径0.01mm以下=髪の毛の約１０分の１ 

– ＰＭ２．５：直径0.0025mm以下=髪の毛の約４０分の１ 
• ＰＭ１０に占めるＰＭ２．５の割合は、５～７割程度。 2 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）とは 
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（出典）東京都環境局のウエブサイトより 



ＰＭ２．５による 
大気汚染の最近の状況 

4 



• １月１２日、北京市で700μg/m3 超のPM2.5を観測（中国の環境
基準値の約10倍、日本の環境基準値の約20倍）。143万km2も
の広範囲を覆い（日本の国土面積の約3.5倍）、８億人に影響。 

• ９月末から１０月頭にかけて北京のPM2.5濃度が上昇。１０月５
日には１日平均３０７μg/m3（６段階の空気質指数（AQI）の最悪
レベル）を記録。 

• １０月２０日頃、中国の東北三省において、広範囲かつ深刻な大
気汚染が発生。（約３９万km3、日本の国土面積にほぼ匹敵）。
黒竜江省の省都ハルビンではＰＭ２．５濃度が１０００μg/m³を超
過し、測定不能な状態が継続。 

• １２月１６～２４日、中国東部を中心とした４５都市において重度
以上の大気汚染が発生。中でも石家庄（河北省）などでは重度
汚染以上が９日間連続で発生。 （環境保護部発表資料より） 5 

2013年、激甚な大気汚染が各地で発生 
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北京：480μg／m3 

上海：355μg／m3 

2013年12月７日
の衛星写真 

白い部分は雲、灰色
の部分が大気汚染。 
1200kmに渡って汚染
が拡がっている。 



7 １２月６日、石家庄付近。６段階のうち最悪の厳重汚染 
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（出典） Global An n ual Averag e PM2.5 Grids from MODIS an d MISR Aerosol Optical Depth (AOD), 2010 

衛星から観測したPM2.5（2001～2010年） 



• 各地の病院で、呼吸器患者が増加。 

• 健康管理のために小中高校が休校。 

• 工場の生産停止（日系企業を含む）や建設工事

の中止、交通事故多発、高速道路・空港の閉鎖

など多方面への影響。 

• 日系企業も、従業員や家族の健康を守るため、

マスクや空気清浄機を購入するなど対応。 

• 韓国や日本への越境汚染も懸念。 
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中国の大気汚染による影響 



月 上段：汚染日数/下段：ワースト10都市 （下線は京津冀［北京・天津・河北省］の都
市） 

1-3
月 
 

56% （うち中軽度汚染：25%、中度汚染：12%、重度汚染：13%、厳重汚染：6%） 

石家荘 邢台 保定 邯鄲 唐山 済南 西安 衡水 廊坊 ウルム
チ 

3月 
 

46% （うち中軽度汚染：27%、中度汚染：10%、重度汚染：6%、厳重汚染：3%） 

唐山 石家庄 西安 成都 邢台 保定 西寧 邯鄲 廊坊 太原 

5月 40% （うち中軽度汚染：30%、中度汚染：8%、重度
汚染：2%、厳重汚染：0.1%） 

・京津冀13都市：73%（主要汚染
物質：PM2.5）、 
・長江デルタ25都市：39%（O3）、 
・珠江デルタ9都市：11%（O3） 

石家庄 唐山 邢台 邯鄲 済南 保定 鄭州 北京 衡水 天津 

6月 36% （うち中軽度汚染：22%、中度汚染：9%、重度
汚染：5%、厳重汚染：0.4%） 

京：76%（PM2.5）、長：33%
（O3）、珠：12%（O3） 

唐山 石家庄 邢台 邯鄲 保定 衡水 済南 天津 鄭州 太原 
 

1-6
月 

45% （うち中軽度汚染：25%、中度汚染：10%、重
度汚染：8%、厳重汚染：3%） 

京：69%（PM2.5）、長：43%
（PM2.5）、珠：20%（PM2.5） 

邢台 石家庄 邯鄲 保定 唐山 済南 衡水 西安 鄭州 廊坊 

10 （出典） 中国環境保護部ホームページから作成 

中国74都市の大気質の状況（2013年） 
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月 上段：汚染日数/下段：ワースト10都市  （下線は京津冀［北京・天津・河北省］の都
市） 

7月 29% （うち中軽度汚染：21%、中度汚染：7%、重度
汚染：2%） 

京：64%（PM2.5）、長：27%
（O3）、 
珠：10%（O3） 

唐山 邯鄲 石家庄 済南 邢台 天津 保定 蘭州 鄭州 衡水 

8月 33% （うち中軽度汚染：25%、中度汚染：7%、重度
汚染：2%） 

京：65%（O3）、長：33%（O3）、 
珠：24%（O3） 

邢台 唐山 石家庄 済南 邯鄲 天津 衡水 西安 保定 廊坊 

9月 33% （うち中軽度汚染：24%、中度汚染：6%、重度
汚染：3%、厳重汚染：0.2%） 

京：60%（PM2.5）、長：22%
（O3）、 
珠：34%（O3） 

邢台 石家庄 唐山 邯鄲 済南 衡水 保定 廊坊 天津 西安 

10月 48% （うち中軽度汚染：30%、中度汚染：10%、重
度汚染：6%、厳重汚染：2%） 

京：63%（PM2.5）、長：27%
（PM2.5）、珠：78%（O3） 

石家庄 邢台 保定 邯鄲 唐山 済南 ハルピ
ン 

衡水 西安 武漢 

11月 48% （うち中軽度汚染：29%、中度汚染：11%、重
度汚染：7%、厳重汚染：2%） 

京：61%（PM2.5）、長：58%
（PM2.5）、珠：25%（PM2.5） 

石家庄 保定 邢台 唐山 邯鄲 済南 太原 廊坊 ウルム
チ 

衡水 

中国74都市の大気質の状況（2013年） 



１級（優）11.2％ 

２級（良） 37% 

３級（軽度汚染） 23% 

４級（中度汚染） 12.9% 

５級（重度汚染） 12.3% 

６級（厳重汚染） 3.6% 

PM2.5 

O3 

PM10, NO2等 

2013年の各汚染日における
主要汚染物質の比率 
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北京の大気汚染の現状 

2013年の大気質指数の割合 

北京市政府公表資料より 
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北京の大気汚染の現状 

北京市政府公表資料より 
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日本の環境基準（35μg／m3) 

年平均濃度（89μg／m3) 

（米国大使館における観測点のデータを元に作成） 

北京における2013年のPM2.5濃度（１日平均値） 

 北京の2012年平均値は９０μg/m3、2013年平均値は８９
μg/m3と、日本の年平均環境基準（１５μg/m3 ）の約６倍、
東京の約６倍(一般排ガス測定局約14μg/m3,自動車排ガス
測定局約16μg/m3, 2012) 



（米国大使館における観測点の2014年1月16日朝までのデータを元に作成。） 

北京における近年のＰＭ２．５濃度の推移 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

2010年度 80  87  107  120  100  95  116  122  98  44  163  58  

2011年度 91  67  109  108  105  99  121  109  104  112  84  99  

2012年度 94  90  96  81  81  60  94  94  102  199  124  125  

2013年度 67  86  113  69  62  90  106  88  97  135      
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日本の環境基準： ３５μｇ／m3 

2013年夏はPM2.5は比較的低

かったが、オゾン濃度は高く、大気
質指数（AQI）は低くはなかった 
→ PM2.5以外の汚染物質にも

注意が必要 
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●2013年、北京にて石炭集中暖房の導入が開始して以降
の一ヶ月（11月16日～12月15日）は、前年同時期に比べ
て、PM2.5等の汚染物質の平均濃度が約４分の１減少、

重汚染日数は約２分の１に。「天の助けと人の努力の共
同作用の結果」。（人民日報、12月23日） 

 

●一方、１月15日夕刻から北京市内でPM2.5が急上昇、未
明にかけてPM2.5が600μg/m3を大幅に超えている。 



17 １月15日、天津付近。天津市内で約PM2.5が400μg/m3超 
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（2012年１月北京市発表） 

        北京のＰＭ２．５汚染の排出源 

自動車 

由来 

２２％ 

発電所、ボ

イラー等の

石炭燃焼 

１７% 粉じん（道

路や建設

現場） 

１６% 

自動車や

家具塗装

等の工業

噴射揮発 

１６% 

農村におけ

る麦わら・茎

等の焼却 

５% 

天津市、河

北省からの

越境汚染 

２５% 
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左は2月28日（米国大使館のPM2.5観測値：469μg/m3）、右は翌3月1日(同：10μg/m3） 
 

●地上付近の空気の冷え込みにより大気の対流が停止
し、風が弱まる等の気候的要因により、高濃度汚染が助
長される。 

  → 風が吹けば拡散されて、一気に改善する。 
   １～２時間の強風で環境基準以下となることも多い。 
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12月20日、北京東直門付近 
 （PM2.5: 42μg/m3）→ 

↑11月3日、北京亮馬橋付近 
 （PM2.5: 61μg/m3） 

風等の気候条件によって綺麗な空も見られる 
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環境基準及び 
中国政府機関の対策 
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年平均値 １日平均値 １時間値 

PM10 

中国 100μg/m3 
   （70μg/m3）（※） 

150μg/m3 - 

日本 - 100μg/m3 200μg/m3 
米国 - 150μg/m3 - 

WHO指針  20μg/m3 50μg/m3 - 

PM2.5 

中国  35μg/m3
（※） 75μg/m3

（※） - 
日本 15μg/m3 35μg/m3 

米国 12μg/m3
（※※） 35μg/m3 - 

WHO指針 10μg/m3 25μg/m3 

（※）2012年2月に改正環境基準が公布、PM10の年平均値が100 μg/m3 →70 
μg/m3 へ強化され、PM2.5の環境基準を新たに設定。 
 新基準は、北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタ等の重点地
域、直轄市及び省都の計74都市で2012年末から前倒しで実施、2016年1月
～全国施行。 

（※※）米国：2013年3月にPM2.5の年平均値が15 μg/m3 →12 μg/m3へ強化  

環境基準 
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大気質
分指数
（IAQI） 

各汚染物質濃度の値 

 SO2： 
 24時間
平均 
（μg/m3） 

 SO2： 
１時間平
均 
（μg/m3） 

二酸化
窒素
（NO2）： 
24時間
平均 
（μg/m3） 

二酸化
窒素
（NO2）： 
１時間平
均 
（μg/m3） 

粒子状
物質
（PM10）： 
24時間
平均 
（μg/m3） 

一酸化
炭素
（CO）： 
24時間
平均 
（μg/m3） 

一酸化
炭素
（CO）： 
１時間平
均 
（μg/m3） 

オゾン
（O3）： 
１時間平
均 
（μg/m3

） 

オゾン
（O3）： 
8時間滑
動平均 
（μg/m3

） 

微小粒
子状物
質
（PM2.5）： 
 24時間
平均 
（μg/m3） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 50 150 40 100 50 2 5 160 100 35 

100 150 500 80 200 150 4 10 200 160 75 

150 475 650 180 700 250 14 35 300 215 115 

200 800 800 280 1200 350 24 60 400 265 150 

300 1600 ｰ  565 2340 420 36 90 800 800 250 

400 2100 ｰ  750 3090 500 48 120 1000 ｰ  350 

500 2620 ｰ  940 3840 600 60 150 1200 ｰ  500 

 各汚染物質の ＩＡＱI うち、最も高い数値がＡＱＩとなる。 ＡＱＩ
が50を超えている場合には、それに対応する汚染物質が首
要汚染物質となる。  
 → PM2.5以外の汚染物質も含めた総合的な汚染指数 

ＡＱＩと各汚染物質の濃度との関係 



大気質指数 
(AQI: Air 
Quality 
Index) 

PM2.5濃
度 

（日平
均） 

指数の類別 健康影響 健康アドバイス 

0-50 
（緑） 

0-12 
μg/ m3 

良好（Good） 大気環境は良好で、汚染による危
険性はほとんど又はまったくない。 

51-100 
（黄） 

12-35 
μg/m3 

中程度
（Moderate）  

大気汚染度は許容範囲だが、ある
種の汚染物質は一部の人の健康
に影響を与える可能性がある。 

・特に敏感な人は、長時間又
は激しい屋外活動の減少を控
えるよう心がけるべき。 

101-150 
（橙） 35-55 

μg/m3 

敏感な人に影響
(Unhealthy for 

Sensitive Groups)  

一般成人には健康に影響を及ぼす
おそれはないが、心臓・肺疾患患
者、高齢者及び子供は、リスクが増
える。 

・心臓・肺疾患患者、高齢者
及び子供（高リスクの人）は、
長時間又は激しい屋外活動を
控えるべき。 

151-200 
（赤） 55-150 

μg/m3 

健康に悪影響
（Unhealthy） 

すべての人に対し、ある程度の健
康への影響を与える可能性があり、
敏感な人には、より深刻な影響を
与える可能性がある。 

・高リスクの人は、長時間又
は激しい屋外活動を中止すべ
き。 
・すべての人は、長時間又は
激しい屋外活動を控えるべき。 

201-300 
（紫） 

150-250 
μg/m3 

健康に極めて悪影
響（Very 

Unhealthy） 

健康に関する注意報： 
すべての人に対し、健康により深刻
な影響を与える可能性がある。 

・高リスクの人は、あらゆる
屋外活動を中止すべき。 
・すべての人は、長時間又は
激しい屋外活動を中止すべき。 

301-500 
（赤褐色） 

250-500  
μg/m3 

有害（Hazardous） 健康に関する緊急警報： 
すべての人に対し、健康への影響
を及ぼす可能性が高い。 

24 
※米国と中国では環境基準が異なるため、 0～150μg/ m3の汚染濃度に対応するＡＱＩが異なる。 

※米国は2013年３月にAQIを改正し、AQI:50が15μg/m3 → 12μg/m3へ、AQI:100が40μg/m3 → 35μg/m3へ、 AQI:150が65μg/m3 → 55μg/m3へ強化。 

米国のＡＱＩ（大気質指数）  



中国のＡＱＩ（大気質指数）  
大気質指数 

(AQI: Air 
Quality 
Index) 

PM2.5濃度 
（日平均）
(2016年全国施
行) 

指数の類
別 

健康影響 健康アドバイス 

0-50 
（緑） 

0-35 
μg/m3 

優 汚染なし ・通常の活動が可能 

51-100 
（黄） 35-75 

μg/m3 

良  特に敏感な人に対し軽い影響 ・特に敏感な人は、屋外活動を控え
るべき。 

101-150 
（橙） 75-115 

μg/m3 

軽度汚染 敏感な人は症状が悪化。健康な人に
も刺激症状 

・心臓・肺疾患患者、高齢者及び子
供（高リスクの人）は、長時間又は
激しい屋外活動を控えるべき。 

151-200 
（赤） 

115-150 
μg/m3 

中度汚染 敏感な人はさらに症状が悪化。健康
な人も心臓や呼吸器へ影響の可能性 

・高リスクの人は、長時間又は激し
い屋外活動を中止すべき。 
・すべての人は、屋外活動を適度に
控えるべき。 

201-300 
（紫） 

150-250 
μg/m3 

重度汚染 心臓病・肺疾患患者は症状が顕著に
悪化、抵抗力が低下。健康な人にも
すべて症状が出る 

・高リスクの人は、屋外活動を中止
すべき。 
・すべての人は、屋外活動を控える
べき。 

301-500 
（赤褐色） 

250-500  
μg/m3 

厳重汚染 健康な人も忍耐力が低下し、強烈な
症状が見られ、疾病を早期に発症 

・高リスクの人は、屋内に留まり、
体力消耗を避けるべき。 
・すべての人は、屋外活動を中止べ
き。 

25 ※米国と中国では環境基準が異なるため、 0～150μg/ m3の汚染濃度に対応するＡＱＩが異なる 

中国のＡＱＩ（大気質指数）  



国の対策： 大気汚染防止行動計画 

●13年9月12日、国務院は「大気汚染防止行動計画につい
ての通知」を公表。 

●主要な目標は以下のとおり。 
・17年までの5年間に全国の一定規模以上の都市のＰＭ
10濃度を12年比10％以上低下させる。 

・北京市、天津市、河北省、長江デルタ、珠江デルタ等の
区域（※）のＰＭ2.5濃度を、それぞれおおよそ25％、
20％、15％低下させる。 

・北京市のＰＭ2.5濃度をおおよそ１立方メートル当たり
60μg（60μg/m3）に抑制。 

 
（※）環境保護部によるとこの地域の国土面積は全体の8％ながら、全国の42％の

石炭、52％のガソリン・ディーゼルを消費し、55％の鉄鋼、40％のセメントを生
産、ＳＯ2、ＮＯｘ、煤塵排出量の30％を占める。 

26 
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目標達成のための10項目の措置（十条措置） 

１ 総合対策の拡大、多汚染物
排出の減少（石炭小型ボイ
ラーの取締り、老朽車の淘
汰加速、新エネルギー車の
普及、ガソリン品質向上等） 

６ 市場メカニズム機能の発揮、
環境経済政策の整備（価格・
税制等の政策により大気汚
染防止分野への民間参入を
推奨） 

２ 産業構造の調整・最適化 ７ 法律体系の整備、法律の監
督管理の厳格化 

３ 企業の技術改造の加速、技
術革新能力の向上 

８ 地域協力メカニズムの構築、
地域環境ガバナンスの統括 

４ エネルギー構造調整の加速、
クリーンエネルギー供給の増
加 

９ 観測予警報応急体制の整備、
重汚染天候に対する適切な
対応 

５ 省エネ環境保護に関する市
場参入条件の厳格化、産業
の空間的分布の最適化 

10 政府や企業の責任の明確化、
国民参加の働きかけ 

国の対策： 大気汚染防止行動計画 

27 
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● 2013年9月12日 河北省が「河北省大気汚染防治行動計画
実施方案」を公表、北京市が「北京市2013−2017年大気清浄
行動計画」を公表 

●2013年9月17日 環境保護部など6部委局が「京津冀（北京、

天津、河北省）及び周辺地区における着実な大気汚染防治行
動計画の実施細則」を公表 

● 2013年9月18日 「京津冀及び周辺地区における大気汚染防
治工作会議」を開催、環境保護部と6省区市（北京市、天津市、

河北省、山西省、内蒙古自治区、山東省）が大気汚染防治目
標責任書に署名 

● 2013年10月15日 財政部が大気汚染防止対策の奨励金とし
て6省区市へ50億元（約800億円）を拠出、特に河北省を重点
化するとの報道（人民日報） 

大気汚染防止行動計画を踏まえた動き 
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●  2013年10月16日 「中国気象局京津冀環境気象予報予警セ
ンター」を設立 

●主要汚染物質の排出費用を引き上げるため、環境保護税立
法の審査を加速 

●汚染物排出権制度の整備が推進。当該制度整備について、
三中全会のコミュニケに記載（11月15日） 。汚染物排出権の

有償使用と取引制度の試行を進める旨、周生賢環境保護部
長も発言（１月10日） 

● 2014年１月７日、環境保護部は31省級行政区と交わす「大気
汚染防止目標責任書」に署名。PM2.5については北京、天
津、河北は25％、山西、山東、上海、江蘇、浙江は20％、広
東、重慶は15％、内モンゴルは10％引き下げる。国務院が毎
年審査。 

大気汚染防止行動計画を踏まえた動き 



• 同市は１０月２１日に「北京市大気汚染応急プラン（試行）」を制定。 

• 大気質についての予報を毎日発出。「市環保監測中心」のネット
（http://www.bjmemc.com.cn）、テレビ、携帯等で日報、予報を公
表。 

• ４段階の警報を設定。 

 （１）４級警報（青色）：今後１日間で重度汚染（AQI：201～300）が予
測。 

 （２）３級警報 (黄色)：今後１日間に厳重汚染（AQI：301～500）又は 

重度汚染が３日間継続することが予測。 

（３）２級警報（オレンジ色）：今後３日間、重度汚染又は厳重汚染が
交互に継続して出現することが予測。 

（４）１級警報（赤色）：今後３日間、厳重汚染が継続することが予測。 

• １級警報が出された場合には、例えば下記を実施。 
– 小、中、高校、幼稚園の休校。 

– 土木工事、取り壊し作業の停止。 

土砂運搬車両等粉じんの要因となる車両の運行停止  

30 

北京市の対策： 「北京市大気汚染応急プラン（試行）」 



• 北京市、甘粛省、河南省、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区
等で、暖房熱源の石炭から天然ガスへの転換等の円借款を実施 

• 湖南省湘潭市や湖北省武漢市で、発電所・製鉄所、自動車の大気
汚染対策、総量削減計画策定を支援 

• 省エネ・環境総合フォーラムや省エネ・環境ビジネスのマッチング（Ｊ
ＥＴＲＯ・ＮＥＤＯ・日中経済協会）を通じた企業支援 

• 公害経験の共有や植林を通じた日中環境ＮＧＯの交流 

日中の大気汚染協力 



• 2013年４月、日中友好環境保全センター、ＪＩＣＡ等の主催によ
り日中大気汚染対策セミナーを開催。日中両国から、政府関
係者、地方自治体、研究機関及び民間企業の参加を得て、両
国の大気汚染に係る経験についての情報共有が行われた。 

• 同年５月、第15回日中韓環境大臣会合が開催（北九州市）。
大気汚染等について意見交換を行い、共同コミュニケを採択。
大気汚染について新たに三カ国の政策対話を設置することで
一致。 

       → ３月20日～21日に北京にて政策対話を開催することで
合意 

• 同年３月、日中経済協会が中国大気汚染改善協力ネットワー
クを設立。９月に北京にミッション団を派遣、 10月には河北
省、天津等の地方都市も訪問、現地企業等と意見交換。 

日中の大気汚染協力 



• 日本の自治体と中国の地方政府の間ではこれまで長きにわたり環
境協力が推進されてきている。 

– 東京都 - 北京市 

– 富山県 - 遼寧省 

– 山形県 - 黒竜江省 

– 川崎市 - 瀋陽市 

– 北九州市 - 大連市 

– 京都市 - 西安市 

– 四日市市 - 天津市    等 

 

• こうした豊富な経験を有する我が国の地方自治体を中心とした関係
機関の知見やノウハウを活用し、中国の主要都市における人材育
成等の協力を実施する連携強化・支援事業を、環境省が来年度か
ら実施予定。（年間1.3億円） 
 

日中の地方自治体間の協力推進 



大気環境改善のための都市間連携の枠組み（案） 

（例）日中友好環境保全センター 
中国環境科学研究院 

 
中国（環境保護部） 

 
政府間合意 日本（環境省） 

指導・支持 指導・支持 

・全体調整 

(例)地球環境戦略研究機関 
国立環境研究所 

国際協力機構、中国大気汚染改善協力ネットワーク（日中経済協会）等 

連携・支持・協力 連携・支持・協力 

連携のプラットフォーム 

・個々の連携の斡旋、調整 

・個々の連携の範囲を超える 

 協力の調整 

・合同研修等共同事業の実施 

中国各都市 
（北京市、天津市等） 

 
（調整中） 

東京都 
富山県 
長野県 
兵庫県 
川崎市 

四日市市 
神戸市 

北九州市 
 

（今後増加予定） 

都市間連携 

（協力分野の例） 

・モニタリング・データ解析 

・インベントリ作成 

・健康影響評価 

・計画・政策・対策 

・監視・指導システム 

・人材育成等 

連携・協力 連携・協力 



 
 PM2.5対策は大気環境行政における残された大きな課題 
 平成25年１月以降の中国におけるPM2.5による深刻な大気汚染、国内における濃度上昇 

      PM2.5による大気汚染への包括的な対応が必要 

取りまとめの背景 

政策パッケージの目標 

目標１ 国民の安全・安心の確保 

目標達成のための取組 

 予報・予測精度の改善等 
• PM2.5予報を目指したｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓ

ﾃﾞﾙの構築等に取り組みます。 
 中国在留邦人対応の強化 
• 邦人への情報提供の強化、現地へ

の医師の派遣等に取り組みます。 

 PM2.5の現象解明と
削減対策の検討 

• 中央環境審議会に専門
委員会を設置し、現象解
明と削減対策について総
合的に検討を進めます。 

 

アジア地域における地域的取組の推進 
• 日中韓の政策対話など協力を進めます。 

二国間連携の強化 
• 日中都市間連携事業を実施します。 

• 韓国ともPM2.5のデータ共有等を進めます。 

目標２ 環境基準の達成 目標３ アジア地域における清浄な大気の共

有 

上記取組の基盤となる事業 

健康影響に関する

知見の集積 

発生源情報の 
整備 

二次生成機構

の解明 

モデルの構築 
（越境大気汚染の 

寄与解明） 

大気環境モニタ

リングの充実 

自治体、企業、研究者と連携し日本の英知を結集 
アジア各国との密接な協調 

PM2.5に関する総合的な取組（政策パッケージ）の概要 



独立行政法人環境再生保全機構（ＥＲＣＡ）では、中国在留邦人の
方々を対象に、ぜん息及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関する
メール相談を行います。 

【相談までの手順】 
  ①「大気環境・ぜん息などの情報館」で検索または「http://www.erca.go.jp/yobou/」を入力 
  ②「ぜんそく・ＣＯＰＤメール相談」のバナーをクリック 
  ③「ぜん息・ＣＯＰＤメールフォームへ（外部サイトへ移動します）」をクリック 
  ④メールフォームに必要事項及び相談内容を入力し、送信する 

メールフォーム
に移動 

ぜん息・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）メール相談のご案内 



【ご利用にあたって】 

  メールでの相談となります（電話及びＦＡＸでの受付
は行っておりません）。 

  ぜん息やＣＯＰＤに関する悩みや疑問について、専
門医・看護師が無料でお答え致します。なお相談の
内容により、回答に時間がかかる場合があります。 

  日本語のみの対応となります。 
  診療や医療機関の紹介は行っておりません。 

 
 （その他） 
  ぜん息やＣＯＰＤに関するパンフレットは、ホーム
ページよりダウンロードすることができます（発送は日
本国内のみとなっております。予めご了承願います）。 
 

ぜん息・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）メール相談のご案内 
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健康影響、そして 
一人一人が行う対策 



• PM10（直径10μm以下）、さらにはPM2.5（直径
2.5μm以下）と、粒子が小さくなるほど、肺の奥、
さらに血管へと侵入しやすくなる。 

• 濃度上昇により、ぜんそく・気管支炎、肺や心臓
の疾患による受診・入院数が増加、さらには肺
がん・循環器系疾患による死亡リスクが増加。 

• 高齢者や子供、肺・心臓に疾患のある方は、健
常者と比べ、より高いリスクが発生。 
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→ 各国は、環境基準を設定し、対策に取り組む 

米国1997年～、日本：2009年～、中国2016年～（主要都
市は2012年末～） 

ＰＭ２．５の健康影響 



• 世界保健機関（ＷＨＯ）の専門組織、国際がん
研究機関（ＩＡＲＣ）は、ＰＭ2.5などの大気汚染物

質による発がんリスクを、５段階の危険度合い
のうち最高レベルのグループ１に分類（ 10月17
日発表）。 

• 2010年には世界で約22万３千人が大気汚染に
起因する肺がんで死亡。 

• ぼうこうがんのリスクを高める可能性も指摘。 
（グループ１には他に、たばこ、アスベスト、ＰＣＢ、アル
コール飲料、ヒ素、六価クロム、放射性要素等の放射
性物質、太陽光暴露  等 
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ＰＭ２．５の健康影響 
（国際がん研究機関の発表） 



●汚染の激しい日（環境省暫定指針：70μg/m3以

上）は、不要不急の外出や屋外での長時間の
激しい運動をできるだけ減らす。 

 （呼吸器や循環器に疾患のある方、高齢者・子
供は、体調に応じ、より慎重な行動が望まれ
る）。 

●外出する場合は、マスクを着用する。 

● 帰宅後は、手洗いやうがいを徹底する。 

● 室内には、空気清浄機を設置する。 

● ドアや窓を閉め、風が通る隙間もふさぐ。 

●たばこなど他の汚染源や、過労にも注意。 41 

大気汚染から身を守るために 



• 部屋のサイズに適したものを選択する。 
• 説明書に従い、フィルターの清掃、交換など
をこまめに行う（清掃時にはマスクを着用）。 

• 日系メーカーでは５社（エクレア、シャープ、ダ
イキン、パナソニック、三菱重工）が取扱い。 

  http://product.cado.ne.jp/  

 http://dh.yesky.com/sharp-W380/ 
 http://www.daikin-china.com.cn/products/streamer/ 
 http://home.panasonic.cn/beauty/air/products.html 

http://www.super-k.cn/1366/kongjing.html 
 

 
 

42 

※本資料で取り上げた個別商品については、皆様が対策を検討される上での参考例と
してご紹介したものであり、購入の検討に当たっては、各自の御判断でお願いします。 

http://www.daikin-china.com.cn/products/streamer/�
http://dh.yesky.com/sharp-W380/�
http://www.daikin-china.com.cn/products/streamer/�
http://home.panasonic.cn/beauty/air/products.html�
http://www.daikin-china.com.cn/products/streamer/�
http://www.daikin-china.com.cn/products/streamer/�
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空気清浄機のフィルター使用10日後 

（2013年11月下旬、北京駐在員の自宅にて） 



• 「N95」という規格のマスクは、PM2.5を95%以上遮断。病院、薬局、
ネット上（「口罩N95」で検索）で販売。 

（例1）：3M社のN95対応マスク 

      型式：9010（折り畳み式、個包装）、8110s（子供用） 

   http://3m.tmall.com/又はhttp://mmm.cn.alibaba.com/ （3M社公式サイト） 

（例2） ：上海興诺康纶纤維科技社の「緑盾・PM2.5口罩」 

      コンビニ等で販売。ネット上では子供用も販売。 
     http://www.pm25mask.com/ 

（例3） ：イオン社のトップバリュのマスク 

PM2.5 等を99％遮断するフィルターを使用。企業単位での販売も実施。 

（例4） ：北京龍楽（ログラス）社のマスク 

      3層構造マスクにより、PM2.5等を99%カット。女性、子供、幼児用サイズ 

      もあり。 http://www.logras.jp/imask/index.html 
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※本資料で取り上げた個別商品については、皆様が対策を検討される上での参考例と
してご紹介したものであり、購入の検討に当たっては、各自の御判断でお願いします。 

http://3m.tmall.com/�
http://mmm.cn.alibaba.com/�
http://www.pm25mask.com/�
http://www.logras.jp/imask/index.html�


  室内の大気汚染源：たばこ 

・2011年5月以降、衛生部

の規制により、中国国内
の公共施設やレストラン
は全面禁煙であることに
注意。 

・タバコ１本で、PM2.5濃度は800μg/m3に（2008
年、北京医科大学調査）、200種類以上の有毒
物質が含まれる。 

・大気汚染が厳しい環境でタバコをすることは、本
人及び周囲の人の健康リスクを著しく高める。 

45 



• 中国国家衛生計画出産委員会は、室内の公共場所で
の喫煙を禁止する条例の起草作業を開始。今年中に
公布し、同時に全国人民代表大会による立法化を目指
す（１月７日記者発表）。 同委員会は12月29日に党・政

府幹部に対して公共の場での禁煙通知を出したばか
り。 

•  中国全国の喫煙者は３億人以上、７億４０００万人が
副流煙の危険にさらされている。毎年１００万人以上が
喫煙に関係する疾病で死亡し、約１０万人が受動喫煙
に関連する疾病で死亡。（北京時事の報道より） 

• 中国国家衛生計画出産委員会の宣伝司長は、記者発
表の場において、その会場で5～6人がそれぞれ一本
のタバコを吸えば、その空間内のPM2.5は、スモッグよ
りも深刻であると発言。 
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室内の大気汚染源：たばこ 



私たちにできること 

 “为了绿色北京，从我们开始、从今天开始！” 
 

• バスや地下鉄、自転車・徒歩の利用、車の乗り合い 
• オフィスや家庭の省エネ（冷暖房、照明等） 
• 無駄遣いをやめる 
• ごみの分別 
• 買い物袋持参 

 
 子供たちへの環境教育も 
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http://www.1000efya.cn/spxz_gy2.html�
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大気汚染データの 
リアルタイムでの入手 



• 日本大使館「北京市内の大気汚染について」（随時更新） 
 http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htmからリンク 

・ 環境省「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」専門家会合の報告書、微小粒
子物質（PM2.5）に関するQ&A等） 

 http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html 

①中国環境保護部「全国都市大気質リアルタイム公表プラットフォーム 

 （現状、過去24時間のデータ） 

  http://113.108.142.147:20035/emcpublish/ 

②北京市環境保護モニタリングセンター （上記に加え、翌日の予報） 

   http://zx.bjmemc.com.cn/ 

③北京市環境保護局 （空気質量日報予報） 
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/341240/index.html 

④「ＰＭ２．５監測網」 http://www.cnpm25.cn/ 

⑤北京市大気汚染データ携帯アプリ（iphone・Android用がダウンロード可能）（現
状、過去24時間のデータ） 

   http://www.bjmemc.com.cn/g377.aspx 

⑥「全国空气污染指数」携帯アプリあり（（他にも類似のアプリが多数あり） 

  http://air.fresh-ideas.cc/ 
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情報源 

http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm�
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html�
http://113.108.142.147:20035/emcpublish/�
http://zx.bjmemc.com.cn/�
http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/341240/index.html�
http://www.cnpm25.cn/�
http://www.bjmemc.com.cn/g377.aspx�
http://air.fresh-ideas.cc/�


①中国環境保護部「全国都市大気質 
     リアルタイム公表プラットフォーム 

http://113.108.142.147:20035/emcpublish/ 

http://113.108.142.147:20035/emcpublish/�


①中国環境保護部「全国都市大気質 
     リアルタイム公表プラットフォーム 

http://113.108.142.147:20035/emcpublish/ 

付近の監測ポイントに
カーソルを合わせる 

http://113.108.142.147:20035/emcpublish/�


②北京市環境保護モニタリングセンター「北京大気質」 
http://zx.bjmemc.com.cn/ 
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http://zx.bjmemc.com.cn/�
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②北京市環境保護モニタリングセンター「北京大気質」 
http://zx.bjmemc.com.cn/ 

付近の監測ポイントを
確認 

確認したい監測ポイント
をカーソルを合わせる 

http://zx.bjmemc.com.cn/�


②北京市環境保護モニタリングセンター「北京大気質」 
http://zx.bjmemc.com.cn/ 
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http://zx.bjmemc.com.cn/�
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③北京市環境保護局 空気質量日報予報 
  http://wsbs.bjepb.gov.cn/air2008/Air.aspx?time=2014-1-10 

http://wsbs.bjepb.gov.cn/air2008/Air.aspx?time=2014-1-10�
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④ＰＭ２．５監測網 
http://www.cnpm25.cn/ 

http://www.cnpm25.cn/�
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④ＰＭ２．５監測網 
http://www.cnpm25.cn/ 

http://www.cnpm25.cn/�
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④ＰＭ２．５監測網 
http://www.cnpm25.cn/ 

http://www.cnpm25.cn/�
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④ＰＭ２．５監測網 
http://www.cnpm25.cn/ 

AQIの上限500を
振り切る「爆表」 

http://www.cnpm25.cn/�
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⑤北京市環境保護モニタリングセンター・携帯アプリ 
http://www.bjmemc.com.cn/g377.aspx 

http://www.bjmemc.com.cn/g377.aspx�
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⑥携帯アプリ「全国空气污染指数」（他にも類似のアプリが多数あり） 
http://air.fresh-ideas.cc/ 

http://air.fresh-ideas.cc/�


空から見た京浜工業地帯の状況 
(1964年)(神奈川県環境部: 「環境行 
政のあゆみ」より 
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スモッグ下の大阪城(1963年) 
(日本の大気汚染の歴史II(公健協会)より) 

「東京の公害」
写真コンクール
受賞作品 
(1971年)(東京都: 
「写真集 東京の公
害風景」より 

日本もかつてはスモッグに覆われていた 
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北九州市のスモッグ 
(1960年代前半) 

(北九州市公害対策史「解析編」より) 
   現在の北九州 

 

中国の青い空を
取り戻すために、
私達に何ができる
でしょうか？ 

12月26日、南京（厳重汚染） 
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