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環境・エネルギー制
約 -PM2.5@北京

-本当に

“黒い猫”
になった。



世界のPM2.5の濃度:  2001～2006年，NASA

van Donkelaar et al., Environmental Health Perspectives 2010



PM2.5と大気汚染との関係

人为
产生

人間の活
動に由来

光化学反応
による二次
生成粒子

自動車の
排出ガス

産業の排出ガス

石炭、石油およ
びその他の鉱物
の燃焼により発
生する産業の排
出ガス

自動車の
排出ガス

空気中の粉
塵、硝酸塩、
硫酸塩、炭化
水素、揮発性
有機化合物
(VOC)などの
粒子が光化学
反応により発
生する二次污
染物質。



北京市PM2.5の発生源（2012～2013年）

PM2.5の発生源（2012～2013年）
①自動車排ガス：31.1%  石炭燃焼：22.4%産業の排出ガス18.1%、粉塵：14.3%、その他：14.1%。
②北京市地元の発生比率：64～72％。周辺地域の寄与度：28～36％、ピーク時は50%以上。
出所：北京市環境保護局“北京市PM2.5来源解析正式発布”

http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/323474/331443/331937/333896/396191/index.html



＊注：中国では一級基準は都市部、二級基準は半農半牧畜の地域、三級は農業や林業の地域をさす.
出所：筆者作成.

主要国のPM2.5基準値 （単位：平均/μg/m³）
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主要国におけるPMとNOxの排出基準の国際比較

注：2014年現在、PMの排出基準に関しては、中国はおよそ日本とEUの3倍（0.03/0.01g/kWh）、
アメリカの2.3倍（0.03/0.013g/kWh）。NOxの排出基準に関しては、中国は日本の約5倍
（2.0/0.4g/kWh）、EUの4.3倍（2.0/0.46g/kWh）、アメリカの7.4倍（2.0/0.27g/kWh）。

出所：日本汽车工业协会. 柴油重型车排放限值的日美欧比较 [EB/OL]. 2013-11-20. 
http://www.jamabj.cn/eco/exhaust/table_02.asp



中国におけるＰＭ２.５の発生要因
-メガロポリスの規模が限界を超える-

 全国の自動車、二輪車の保有台数は約2.4億台，うち四輪
車は1.37億台。100万台を超える都市は31都市。

 都市の規模が大きい。北京の人口は2000万人，自動車保
有台数530万台、毎年2300万トンの石炭、630万トンのガ
ソリン・軽油が消費される。工事現場総面積は1.9億㎡…

 全国約5分の１の都市が大気汚染が深刻状態、113の重点
都市のうち3分の1が国の標準に達成できていない。自動
車排ガスが大気汚染の主要な汚染源になっている。

 中国の特徴：“複合型汚染”＝煤煙型汚染（途上国型）
から自動車排ガス汚染（先進国型）へ。
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中国における交通渋滞（国慶節連休期間中）



2350

2014

6.9%
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主要大都市におけるトリップパターンの国際比較
自動車によるトリップ:北京34%/東京13%=2.6倍,NY26%/東京=2倍

注:大都市CBDでの自動車トリップ比率:北京47%、NY15%、東京6%、香港CBD4%、ロンドン都心部2%
出所:张晓明等“广州新一轮城市空间布局下的交通发展战略思考”《城市规划学刊》2006年第4期,pp.68-75。《北京交通发展报告》历年版



北京市と東京圏（首都圏）の比較

アジアにおける都市化の共通の特徴：人口密度の高い大都市が先に形成される→次にモータリゼーションが始まる。
東京圏と北京市は都市規模・人口密度・自動車保有台数・自動車後発国などの面で比較可能。東京の経験は大いに参考になる。
→結論：北京は高価な地下鉄と高速道路の建設に注力、都市の毛細血管である一般道路の建設が決定的に不足。

→問題の鍵：公共交通の魅力度と自家用車に対する代替可能性が低い。
注:東京圏(首都圏)＝東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県。出所:東京統計年鑑、国土交通省、北京市統計年鑑等

東京圈 （2014） 北京市（2013） 東京圏／北京市（倍）

都
市
規
模

面積（km2） 13,559 16,411 0.8

人口（万人） 3,584 2,115 1.7

人口密度（人 / km2） 2,643 1,289 2

自動車保有台数（万辆） 1,491 519 2.9

人当たり自動車保有台数（辆 / 人） 0.4 0.2 2

道
路
交
通

道路总延長（km） 116,276 21,614 5.3

高速道路総延長（km） 432 923 0.5

自家用車トリップ比率（%） 13 34 0.4

自動車1台当たり占める道路延長（m / 辆） 7.8 4.2 1.9

軌
道
交
通

軌道交通総延長（km） 3474 465 5.2

地下鉄総延長（km） 302 513 0.6

軌道交通トリップ比率（%） 86 12 7.2



ニューヨーク/東京/北京の国際比較

出所：郭继孚等“对中国大城市交通拥堵问题的认识”《城市交通》2011年2月，pp.8-14。
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北京は大都市のモータリゼーションのトレンドに逆行！
ニューヨーク＆東京＝都心部に車が少ない VS 北京＝都心部ほど車が多い

 国際的な経験によると、一人当たり自動車保有台数と人口密度とは反比例の関係に

ある。ニューヨークも東京も自動車保有台数は都心部ほど低く・周辺部ほど高い。

 北京市における自動車保有の70%(370万台)以上は6環路以内に集中。

結論＝北京市の一人当たり自動車保有は都心部に近いほど多い。

 中国の特徴＝モータリゼーションは近代化と都市化と同時進行。一人当たり道路資
源が少ないエリアほど、一人当たりの自動車保有台数が多い。

→国際的な大都市の発展のトレンドに逆行している。

ニューヨーク市
マンハッタン区

東京都中野区 北京市東城区と西城区

人口密度
（万人/km2）

3.65 2.01 2

自動車保有台数
（台/人）

0.15 0.16 0.34(東城)0.29(西城) 2倍！



まとめ：都市環境問題の課題と対策
 ローマクラブ『成長の限界』（The Limits to Growth）

-自動車産業が大発展、クルマ社会が追い付いていない.
 PM2.5の課題は明確。

①PMの排出基準を引き上げる.中国は日本とEUの3倍,米国の2.3倍. 
NOxの排出基準：中国は日本の約5倍, EUの4.3倍,米国の7.4倍.

②燃油品質：硫黄含有率＝ユーロ3(150ppm)→ユーロ5(10ppm).
③エネルギー構造の転換→石炭から天然ガスへの切り替え.
 都市交通の課題も明確。

④モーダルシフト(modal shift):自動車→公共交通機関の利用促進.
⑤都市空間の構造的分布と都市計画という次元で交通問題を考える.
⑥外部費用の内部化(internalizing an externality).
→「東京モデル」を含めた日本の都市化の経験と教訓が中国の大都市

建設にとって貴重な参考になる. アジア大都市の共通性に基づく.
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