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ＰＭ2.5に含まれる炭素成分の特徴 

―炭素フラクション特性― 
秋山 薫 上野 広行 三好 猛雄 横田 久司 

石井 康一郎 樋口 幸弘* 伊藤 雄一* 

（*東京都環境局環境改善部） 

 
１ はじめに 

 大気中微小粒子状物質（以下、「PM2.5」という）に含ま

れる炭素成分（有機炭素及び元素状炭素）の分析方法は、

「大気中微小粒子状物質（PM2.5）測定方法暫定マニュア

ル（改訂版）」１）（以下、｢暫定マニュアル｣という）によ

り定められている。 

 東京都が2008年から2009年にかけて実施したPM2.5の大

気環境調査では、捕集したPM2.5についてこの暫定マニュ

アルに準拠した方法で炭素成分の分析を行い、後述の炭

素成分の分析方法に示すように、有機炭素の４フラクシ

ョン（OC1、OC2、OC3、OC4）及び元素状炭素の３フラク

ション（EC1、EC2、EC3）、並びに元素状炭素のフラクシ

ョンに含まれるが、同時測定のレーザ光により補正され

る有機炭素成分の熱分解炭素（以下、「Pyro」という）が

得られた。そこでは、暫定マニュアルに示されているよ

うに、有機炭素は((OC1+OC2+OC3+OC4）+Pyro)として、元

素状炭素は((EC1+EC2+EC3）-Pyro）として、全炭素は両

者の和、（OC1+OC2+OC3+OC4+EC1+EC2+EC3）として求め、

その概要は既に報告した２)。 

 ここでは、この暫定マニュアルに準拠した炭素成分の

分析方法が、総合的なPM2.5の大気環境調査としては東京

都でははじめての例であることから、この調査で得られ

た各フラクションの炭素成分の特徴について報告する。

また、PM2.5と同時に調査した浮遊粒子状物質（以下、「SPM」

という）についてもその結果を報告する。 

 

２ 調査方法 

(1) 調査地点 

 調査地点は表１に示した。一般環境大気測定局（以下、

｢一般環境｣という）９地点、自動車排出ガス測定局（以

下、｢道路沿道｣という）８地点の、都内17地点である。

調査地点の詳細は文献2)の通りである。 

        表１ 調査地点 

   

一般環境 道路沿道
① 中央区晴海 ⑩ 永代通り新川
② 港区白金 ⑪ 京葉道路亀戸
③ 練馬区練馬 ⑫ 中原口交差点
④ 足立区綾瀬 ⑬ 甲州街道大原
⑤ 江戸川区鹿骨 ⑭ 北本通り王子
⑥ 青梅市東青梅 ⑮ 連雀通り下連雀
⑦ 町田市中町 ⑯ 甲州街道国立
⑧ 小金井市本町 ⑰ 青梅街道柳沢
⑨ 多摩市愛宕

区

部

多

摩

部
 

(2) 調査期間 

調査期間は表２に示した。2008年から2009年にかけて

の４季節、各季節２週間にわたって、毎日実施した。調

査期間中のPM2.5及びSPMの捕集は、概ね捕集日当日の９

時30分に開始し、翌日の９時に終了した。 

      表２ 調査期間 

   

春期 2008/5/19（月）～ 6/ 2（月）

夏期 2008/7/28（月）～ 8/11（月）

秋期 2008/11/4（火）～11/18（火）

冬期 2009/ 2/2（月）～ 2/16（月）  
(3)捕集方法 

 PM2.5の捕集はSIBATA LV-250型（インパクター方式）

で行い、SPMの捕集にはSIBATA C-20型（重力沈降方式）

を装着したローボリュームサンプラーを用いた。 

(4) 炭素成分の分析方法 

 炭素成分の分析は、前述の暫定マニュアルに準拠し、

サーマルオプティカル・リフレクタンス法で行った。分

析条件は表３の通りである。 

      表３ 炭素成分の分析条件 

      

OC1 120℃ He

OC2 250℃ He 

OC3 450℃ He  

OC4 550℃ He  

EC1 550℃ 98％He+2％O2

EC2 700℃ 98％He+2％O2

EC3 800℃ 98％He+2％O2

炭素フラ

クション
設定温度 分析雰囲気 
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３ 結果 

(1) 炭素濃度 

① 地点別炭素濃度 

 PM2.5及びSPMに含まれる炭素成分の地点別の炭素濃度

を炭素フラクションに分けて図１、図２に示した。なお、

ここで、各炭素フラクションの特性を見るにあたり、今

回の調査でのPyroの大部分はEC1フラクションに含まれ

ることから、EC1からPyroを引いて、この（EC1-Pyro）を

一つのフラクション項目として仮定した。したがって、

この報告での元素状炭素のフラクションは（EC1-Pyro）、

EC2、EC3の３フラクションが得られる。この場合、これ

ら３フラクションの和は（EC1+EC2+EC3-Pyro）となり、

これは元素状炭素に等しい。 

図1によれば、PM2.5中の炭素濃度は道路沿道地点が一般

環境に比較して高い傾向にある。これは、主要な元素状

炭素フラクションの(EC1-Pyro）の濃度変化が、元素状炭

素及び全炭素（有機炭素+元素状炭素）の濃度変動に大き

く影響していることが認められ、一般環境に比べて自動

車の影響が大きい道路沿道ではこのフラクションが特に

高濃度であることに因っている。 

次に、図２によれば、SPMについてもPM2.5の場合と概

ね同様の傾向が認められた。 
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図１ PM2.5中の地点別濃度 
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図２ SPM中の地点別濃度 

② 季節別炭素濃度 

 調査した17地点を一般環境と道路沿道とに分けて、季

節別の炭素濃度を炭素フラクションごとに求め、図３、

図４に示した。図３によれば、PM2.5中の炭素濃度は、各

季節とも道路沿道の濃度が一般環境よりも高かった。季

節別に見ると、秋期の濃度が高いが、この秋期の濃度上

昇は有機炭素成分に因るところが大きかった。一方、こ

の有機炭素濃度は一般環境、道路沿道とも夏期が最も低

い値であった。 

SPMについても図４に示したが、PM2.5の場合と概ね同

様の傾向が認められた。 
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図３ PM2.5中の季節別濃度 
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図４ SPM中の季節別濃度 

(2) 炭素フラクション濃度及び全炭素中の割合 

① PM2.5中の炭素フラクション濃度 

 一般環境、道路沿道におけるPM2.5について、季節別の

炭素フラクション濃度を図５に示した。炭素成分フラク

ションとしては（EC1-Pyro）の濃度が最も高く、次いで

OC2、OC3、Pyro、OC4、EC2、OC1の順であった。EC3の濃

度は非常に低かった。また、一般環境と道路沿道を比較

すると、低濃度のEC3を除けば道路沿道の濃度が高かっ

た。しかし、Pyroについてはわずかではあるが、一般環
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図５ PM2.5中の炭素フラクション濃度 
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境の濃度が道路沿道よりも高かった。 

 次に、季節別に炭素フラクション濃度を見ると、低濃

度のEC3を除いてOC1、OC3、OC4、Pyro、(EC1-Pyro)の濃

度は秋期が最も高かった。OC2とEC2は夏期の濃度が高か

った。また、OC2以外の有機炭素フラクションは夏期の濃

度が最も低かった。 

② 全炭素中の炭素フラクション割合 

 一般環境、道路沿道におけるPM2.5について、季節別の、

全炭素に占める炭素フラクション割合を求め、その結果

を図６に示した。各フラクションの割合は一般環境と道

路沿道を比べると、炭素フラクション濃度の場合と異な

り、Pyro以外にもOC2、OC3、OC4の有機炭素フラクション

は一般環境の方が高い割合であった。含まれる割合の低

いEC3を除く（EC1-Pyro）、EC2の元素状炭素フラクション

は道路沿道の割合が高かった。 

次に、季節別に、全炭素に占める炭素フラクション割

合を見ると、OC2は夏期の割合が高いが、これ以外の有機

炭素フラクションは夏期の割合は低かった。低割合の

EC3を除く元素状炭素フラクションでは、(EC1-Pyro)は

夏期から冬期にかけて高くて、春期の割合が低かった。

EC2は夏期の割合が高く、秋期の割合が低かった。 
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図６ 全炭素中の炭素フラクション割合 
(3) 主要な炭素フラクションの地域的特徴と季節特性 

① PM2.5中の炭素フラクション濃度と特徴 

PM2.5中の主要な炭素フラクション濃度を地点別、季節

別に図７から図10に示した。図７はOC2フラクションの
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図７ PM2.5中のOC2フラクション濃度 

例である。既に述べたように、有機炭素フラクション濃

度は秋期が高くて夏期が低いが、このOC2フラクション

は夏期の濃度が高かった唯一の有機炭素フラクション

例である。この夏期について見ると、一般環境では都心

部から遠く離れた青梅市東青梅（調査地点⑥）が高濃度

であった。また、道路沿道でも同様に多摩部（調査地点

⑮~⑰）がやや高い傾向が認められた。 

図８に示したOC3フラクションの例では、OC2と同様に

道路沿道では多摩部が高い傾向が認められるが、季節的

には大きく異なり、夏期が最も低濃度であった。 
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図８ PM2.5中のOC3フラクション濃度 

 次に、一般環境と道路沿道を比較して一般環境の濃度

が高かったPyroについて図９に示した。このフラクショ

ンは秋期、冬期が高濃度であり、夏期が低濃度であった。

しかし、青梅市東青梅では夏期の濃度が最も高い値とな

った。 
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図９ PM2.5中のPyroフラクション濃度 
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図10 PM2.5中の(EC1-Pyro)フラクション濃度 

図10には炭素フラクションとしての濃度が最も高い

元素状炭素フラクションである(EC1-Pyro)を示した。図
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によれば、道路沿道地点の濃度が高いが、交通量の少な

い連雀通り下連雀（調査地点⑮）は低濃度であった。一

般環境では多摩部（調査地点⑥~⑨）の地点の濃度が低い

傾向であった。 

② 全炭素中の炭素フラクション割合と特徴 

 主要な炭素フラクションについて、全炭素に占める割

合を求め、地点別、季節別に図11から図14に示した。図

11はOC2フラクションの例である。炭素フラクション割合

で見ると、夏期の割合が明らかに高く、道路沿道よりも

一般環境の方が高かった。一般環境では多摩部の割合が

高いという結果ではなかった。 
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図11 全炭素中のOC2のフラクション割合 

 次に、OC3のフラクション割合を図12に示した。秋期の

割合が高く、夏期が低い。夏期の場合、一般環境では多

摩部の地点が高い傾向であった。 
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図12 全炭素中のOC3のフラクション割合 

 図13にはPyroのフラクション割合を示した。このフラ

クションはいずれの季節も道路沿道よりも一般環境の割

合が高く、その一般環境では多摩部の地点が区部よりも
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図13 全炭素中のPyroのフラクション割合 

高い傾向であった。季節としては春期や冬期が高いが、

季節間の差は比較的少なかった。 

図14には元素状炭素成分である(EC1-Pyro)のフラク

ション割合を示した。Pyroフラクションとは対照的にい

ずれの季節も一般環境よりも道路沿道の割合が高かっ

た。車の走行量の少ない連雀通り下連雀では低い値であ

った。また、一般環境では多摩部では区部に比べて低い

傾向であった。季節としては、秋期や冬期の割合が高く

て春期が低かった。 
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図14 全炭素中の(EC1-Pyro)のフラクション割合 

 
４ おわりに 

 東京都内の大気環境におけるPM2.5については、現状

では新たに設定された環境基準を必ずしも満たす状況

にはない。ここで報告した炭素成分はPM2.5に含まれる主

要な成分であり、重量組成比で３割近くを占めている。

この報告で、PM2.5中の炭素成分についてフラクション別

の地域的特徴及び季節特性が得られた。この特徴や特性

は、それらの発生源や生成機構を反映しているものと推

定される。今後は、発生源における排出粒子中の炭素成

分のフラクション特性の把握に加えて、都が共同研究で

実施したPM2.5に含まれる放射性炭素同位体測定（国立環

境研究所）やレボグルコサン分析（埼玉大学)の調査結

果などを合わせて、PM2.5中の炭素成分の発生源等につい

て検討して行く予定である。 

 
参考文献 

１）環境省、大気中微小粒子状物質（PM2.5）測定方法暫

定マニュアル 改訂版（2007） 

２）三好猛雄ら、PM2.5大気環境調査について、東京都

環境科学研究所年報2009、P110-113（2009） 

３）関東地方環境対策推進本部大気環境部会浮遊粒子状

物質調査会議、平成20年度浮遊粒子状物質合同調査

報告書（CD版） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270050004400460046005800310061003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d0020005b00270050004400460058003100610020003200300030003130d530a130b730ea30b900270020306b57fa3065304f005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF3057304A3056308F5E835831>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


