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【環境特集】大気環境規制 
 

環境大気質に関する新指令（EU） 
 
欧州議会（EP）は 2007年 12月 11日、大気質指令の修正を採択した。これは欧州連合
（EU）議長国ポルトガル及び欧州議会との間で行われた交渉での合意内容を踏まえたも
のである。 
この修正では、微小粒子状物質（PM2.5）について、初めて拘束力を持つ基準が設定さ

れた。EU 全域で 2015 年までに 25 マイクログラム／m3とする基準値等が盛り込まれて

いる（可能な地域は 2010年までに達成する）。 
本稿は、この新指令に関する Q&A（EUプレスリリース）等を元に、作成したものであ
る。まず、EU のこれまでの大気汚染に対する取り組みについて述べ、次に、今回の修正
内容を中心に、大気質指令について説明する。また、大気質指令の元になっている大気汚

染戦略（2005年 9月、欧州委員会採択）について述べる。 
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1. EUの大気汚染に対する取り組み 
 
大気汚染を規制する欧州連合（EU）の法律は数多くある。 
大気質枠組み指令(the Air Quality Framework Directive)、及び関連する 4指令 1 
これらの法律は、二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM10)、一酸化
炭素(CO)、対流圏オゾン、ベンゼン、鉛、ヒ素、カドミウム、水銀、ニッケル、芳香
族多還式炭化水素(polyaromatic hydrocarbons)などの、様々な大気汚染物質の濃度限
界値、目標値を設定し、モニタリング（観測・監視）を義務付けている。モニタリン

グの結果、定められた目標値を超えていることが検出された場合は、加盟国に削減計

画の策定・実施・報告が義務付けられる。規制は、新たな科学的知見に応じてこれま

で何度も整備し直されてきた。既に発効された限度値（PM など）もあるが、2010
年になって発効される予定のものもある（NO2など）。 

国別排出量上限指令(NECD: the National Emission Ceilings Directive) 2 
EU全域及び各国の施策を通して、2010年までに達成しなければならない SO2、NOx、
NH3及び VOCについての国別の排出量上限を規定している。この上限は定期的に見
直される。 

 部門別の排出量関連規制 
EUの多くの法律が、排出源毎の排出を規制している。 
例として、①車両（EURO 1～6及び EURO I～V）、②非公道用車両 3、③大規模燃

焼プラントと産業プロセス（統合汚染防止管理指令）4、④溶剤の使用・溶剤を含む製

品・液体燃料の硫黄含量。 
 
  EU 加盟国は越境大気汚染に取り組むにあたり、最も効果的な削減策についての情報交
換とそれぞれの活動の調整を組織的に行う。EU の財源は大気汚染への取組みにも使うこ
とができ、近年ではこの分野で EUの大規模な研究活動が実施されている。 
 
 
                                                 
1 大気質枠組指令： Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment 

and management  
関連する 4指令： 
(1) Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen 

dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air 
(2) Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 relating 

to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air 
(3) Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 relating to 

ozone in ambient air 
  (4) Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating 

to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air 
2 Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national 

emission ceilings for certain atmospheric pollutants. 
3 耕耘機、建設機械など。 
4 the Integrated Pollution Prevention and Control Directive 
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2. 大気質指令 
 
2.1 新しい大気質指令が必要な理由・指令の主要な要素 
 
 大気汚染に関するテーマ別戦略(the Thematic strategy on air pollution)（以下、大気汚
染戦略）は、微粒子 PM2.5に関する新しい目標を導入することの必要性を強調している。 
 
 
また、PM2.5 以外の汚染物質に関する規制実施の経験から、環境基準を達成するには、
柔軟性が大切であることが明らかになっている。 

 
 今回の新指令の提案（2007年 12月 11日、欧州議会採択）は、4つの指令と欧州理事会
の決定を 1つの法律に一体化・整備し、条項の見直し・現代化を行い、欧州委員会のより
良い規制に関するイニシアティブに呼応した形となっている。 
この欧州委員会提案の主な要素は、拘束力のある PM2.5 の目標が導入されたことと、
現行の規制汚染物質についての限度値及び目標値を保持することで構成されている。 

PM2.5に関して、EU加盟諸国は、2020年までに、都市部バックグラウンド地域 5にお

ける暴露濃度を、2010 年比で 20%削減しなければならない。最終的な合意では、条件が
追加され、上記の地域では、2015年までに暴露濃度を 20 μg/m3以下とすることが義務付

けられた。 
また加盟国は、全域で、PM2.5の限度値 25 μg/m3を順守する必要があり、2015年まで
に達成しなければならない。可能であれば、2010年までに達成する。 
さらに今回の提案では実施に際して柔軟性をもたせた。これは、加盟国が法令順守のた

めにあらゆる合理的手段を講じたにもかかわらず特定の地域で達成できなかった場合を想

定し、確実に順守できる計画を策定するという条件で、順守達成のために期限延長（最大

3 年間）が認められる場合がある。導入されたこの柔軟な処置の適用に際しては、委員会
による厳密な評価が必要とされる。加盟国は、この延長された期間内に、できる限り早く

限度値を順守するために、その地域においてあらゆる適切な手段を取らなければならない。 
PM の健康への悪影響については明確な科学的証拠があったが、欧州理事会と欧州議会

の話し合いでは、大規模な行動計画を策定できなかった。欧州における実際の PM濃度計
測値に不確実な点があったためである。今回の新指令ではモニタリングの規定を策定し、

欧州委員会に対して 2013 年までに指令を見直すことを義務付けている。見直しでは、指
標となる PM2.5 の限度値を維持もしくは下げる必要があるかどうかや、義務化を目指し
た暴露削減目標を修正する必要があるかについて、検討が行われる予定である。 
 
2.2 今回の新指令下で大気質の環境基準は緩和されるのか 
 
                                                 
5 地域内の固定汚染発生源の直接的な影響を受けない地点。代表的な汚染状況を表すものと考えられている。 

注：テーマ別戦略の詳細は、「3.1 テーマ別戦略とは何か」を参照 
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緩和されるわけではない。その逆で、現行の全ての基準は維持されるとともに、PM2.5
に関する新しい基準が設定される。これは世界保健機関と欧州委員会・SCHER（健康及
び環境リスクに関する科学委員会：Scientific Committee on Health and Environmental 
Risk）の提言に沿っている。これらの機関は、最小の粒子状物質(PM2.5)を規制すべきで
あるとの強い主張の根拠を示している。このことにより、環境大気質指令を修正するため

の大気汚染戦略と付属提案には、粗粒子状物質(PM10)に関する既存の制限を補完するため
に、人の PM2.5 への暴露を低減させる項目が初めて導入された。大きな粒子状物質より
も微粒子状物質の方が人間の健康により大きな被害を与えることを示す証拠は数多くある。 
さらに今回の提案では、PM2.5を含む特定の汚染物質についてのより包括的なモニタリ
ングを予定している。これによって、その汚染物質のより深い知見を得ることができ、将

来、政策をさらに改善できる。 
新指令では、基準の順守を評価する際、自然現象による影響は差し引かれる。例えば、

「サハラの砂粒子が越境移動した場合など」を除外している現行の法律の付加条項を適用

している。これらの自然事象は制御不可能だからである。 
 
2.3 加盟国はどのように、EUの基準を順守するのか 
 
 今回の指令では、モニタリングとモデリングによる大気質の評価に関する最小限の要件

を規定している。加盟国は、大気質が閾値を超えた場合、それに対処することが必要であ

る。対策手段の選択は、加盟国の裁量で決められる。対策には、一般的に、その国の排出

削減戦略と特定の地域状況に合わせた地域・地方の対策の双方が含まれている。輸送と家

庭用暖房については、都市部で取り組まれることが多い。対策の効果を高めるためには、

それが時宜に適い、統合化され、良く展開され、適切に実施される必要がある。対策は策

定時に、民間の参加が必要な「大気質計画(air quality plans)」の中でとりまとめられる。 
 道路輸送と、個別の大規模な点汚染源(point source)6における効果的な排出削減を支援

する EUの政策は数多くある。これらの政策は、基準を確実に順守するために重要である。 
 
2.4 大気質法の実施にあたり想定される変化 
 
環境大気質法の実施の際、欧州委員会は成功事例を継続的に広めるとともに、ワークシ

ョップを開催して加盟国のためのガイダンスの策定を行う。また、必要な場合は、新指令

で設置された委員会の下で、加盟国と連携して、効果的に汚染物質の低減を進める。 
また、欧州委員会は、条約に従って正しく法規が実施されていない加盟国に対する違反

手続きを行う。 
 
 
 

                                                 
6 特定汚染源、点源ともいう。工場など特定の場所から汚染物質が排出されるような汚染の発生源のこと。 

注：「2.1 新しい大気質指令が必要な理由・指令の主要な要素」にて記した特定地域の期限
延長の申請が検討されている間は、欧州委員会はその特定地域における上限値を超えてい

る加盟国に対して、違反手続きを行わない。 
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3. 大気汚染戦略 
 
3.1 テーマ別戦略とは何か 
 
第 6次環境行動計画(6EAP: the Sixth Environmental Action Programme)は、2002年
に欧州議会と欧州理事会によって採択され 2012 年まで実施される。同計画は、欧州委員
会に対して、7 つの分野（大気汚染、海洋環境、廃棄物抑制とリサイクル、資源の持続可
能な使用、土壌、農薬、及び都市環境）に関するテーマ別戦略の作成を求めている。 
テーマ別戦略は次世代の環境政策の代表的なものであり、2020年頃までの中期的な計画
である。その名が指し示すとおり、これまでのような特定の汚染物質や経済活動単位では

なく、テーマ別に取組みを行う。テーマ別戦略は明確な環境目標（大気質など）を設定し

て、これらの目標を達成するために最も適切な手段を明らかにする。 
 各テーマ別戦略は研究と科学的知見によって策定される。既存の政策を徹底的に見直し、

様々な関係者による協議が行われる。ねらいは、7 つの戦略の調整を図り、既存の分野別
政策、リスボン戦略 7、持続可能な開発戦略と統合することである。このことによって、

個々のテーマ別戦略は、リスボン戦略の目標である、成長・雇用促進及び環境イノベーシ

ョン推進に貢献し、また環境の持続可能性に関する長期目標の達成にも貢献するであろう。  
大気汚染戦略は 2005 年 9 月、新しい環境大気質指令の提案とともに、欧州委員会によ
って採択された 8。 
 
3.2 大気汚染戦略が目指す目標 
 
 2001年に設置された、欧州委員会の欧州大気清浄(CAFE: Clean Air for Europe)関係者
プログラムの下で行われた分析では、健康と環境にあらゆる重大な被害をもたらす大気質

汚染への取り組みについて、「資金を全く考慮せずに、大気質改善のために技術的に可能な

あらゆる施策が実施された場合でも、2020 年までに 6AEP の目標を完全に達成すること
は難しい」との結論に達した。このため、6EAP のより長期的な目標を達成する重要なス
テップとして、大気汚染戦略で 2020 年までに大気質汚染の影響を削減するための中間目
標を設置する。綿密に行われた分析に基づき、これらの中間目標は、便益と費用の最良の

バランスを計るために、様々な可能な選択肢から選定された。大気汚染戦略は、大きな健

                                                 
7 2000 年 3 月のポルトガル・リスボンで開かれた欧州理事会で採択された EU の経済・社会政策に関する包
括的な戦略目標で、「2010 年までに、世界で最も競争力があり、社会的結束がより強く、より多くより良
い雇用を伴う、知を基盤とした、持続的成長が可能な経済圏を構築する」事を目指している。IT 革命への
対応も含まれる。その後、2002 年のバルセロナ理事会で、上記の「知を基盤とする経済圏」に関して、そ
の構築に必要となる産業の高付加価値化・知識集約化のため、「EU の研究開発投資を GDP 比 3％まで引
き上げる」などの具体的目標を掲げた。2005年 3 月の中間評価で、進捗の遅れを取り戻し 拡大 EU にお
いても効果的に機能するように、「優先分野の絞り込み、政策間の整合性の重視、EU 加盟各国と欧州委員
会の役割分担の明確化、実行プロセスの簡素化、政治的責任の明確化」などの見直しが行われた。 

8 http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1170&format=HTML&aged=1&la
nguage=EN&guiLanguage=en 
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康被害をもたらす PMに対する暴露を削減することに特に重点を置いている。 
 
3.3 大気汚染戦略がもたらす便益と、戦略にかかる費用 
 
大気汚染戦略は、選定した中間目標を達成するための、最も費用効果的な解決策を提供

することを目標としている。これは健康と環境に対して大きな便益をもたらし、EU 経済
で年間何百億ユーロもの費用節約になる。その上、よりクリーンな革新的技術の開発によ

り、EUの競争性が高まるという潜在的利益ももたらすだろう。 
 大気汚染戦略による健康面のみの便益は年間 420～1,350 億ユーロ 9、2020 年時点での
EU25ヵ国の GDP比で 0.30～1.0％と評価される。PMが原因による早死の数は、何も対
策を講じない場合のシナリオと比較して、2020年時点で 63,000人減少するだろう。一般
的に、低所得層は高所得層よりも、大気汚染への暴露レベルがより高いため、低所得者層

はより大きな便益を受けると考えられる。 
環境面の便益を貨幣換算で計るための合意された手法はないが、相当の便益があると考え

られる。2020 年時点で酸性化の影響を受けている森林地帯は、何もしない場合のシナリオ
と比較して半減する。富栄養化により影響を受ける生態系の総面積は27％減少するだろう。 
大気汚染戦略の費用は、2020年時点で年間 71億ユーロと推定される。これは 2020年
の EU25ヵ国の GDPの約 0.05％に相当する。 
 
3.4 対策を何も講じない場合の損失 
 
多額の費用がかかる。何も対策を講じない場合は、人間の健康を害し環境に大きな被害

が出るため、大気汚染戦略を実施した場合よりも EU経済により大きな費用の負担がかか
るだろう。何も講じない場合の健康面単独の損失は、2020年までに年間 420億～1,350億
ユーロとなるだろう（医療費の増大、実質労働力の減少他）。これは何十万 km2もの森林、

その他の生態系への環境被害を計算に入れていない数値である。 
 

3.5 これらの費用便益計算は確かなものか 
 
EU 大気質法を一つの指令にまとめるために、大気汚染戦略と付属の提案の双方に対し
て包括的な影響評価を行った。この評価は利用可能な最良の科学と経済学に基づいている。 
健康面の便益は、最も慎重な手法を試算に使用してきた。環境面の便益は、合意された

手法がまだないため算出できず、便益を計算した数値にも反映されていない。 
 
 

                                                 
9 早死によって引き起こされる経済的損失を算出する方法には、異なる二つの方法がある。低い方の数値は、
生存年 1年あたり(VOLY: value of a life year)の損失の中央値に基づき算出。高い方の数値は、確率的生命
価値(VSL: value of a statistical life)の中央値に基づき算出。 
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3.6 2005年以降の変更点 
 

2005年以降、科学的証拠が追加され、大気質汚染の悪影響が裏付けられてきた。また、
2008年上半期導入予定の国別排出上限指令の改定による影響評価の一環として、追加的な
モデリング作業が実施される。モデリングは、気候変動政策と大気汚染政策の強い相関を

裏付けた。協調して進めれば、気候変動に関する新しい目標が、大気汚染の防止にも迅速

に効果的に寄与するだろう。 
 
3.7 大気汚染戦略の EU国際競争力への影響 
 
大気汚染戦略の中間目標を達成することは、他の先進工業国、例えば米国や日本などと

比べても、欧州の競争力の妨げとはならない。これらの国には、類似の政策や、より厳し

い大気汚染の政策がある。 
実際、健康と環境への被害を減らせば、EU の競争性を高める助けとなりうる。より汚
染が少なくより資源効率が良い新規の技術開発を刺激することも期待できる。このような

技術の研究開発に重点を置くことにより、EU は強い競争力を確保できる。なぜならば、
他の国々もいずれは EUの新技術の採用が必要となると考えられるためである。 
中国、韓国やその他の開発途上国では大気汚染への関心が高まってきており、欧州から

政策や技術の発想を探していることは確かである。例えば、韓国、中国の両国は、EU が
策定した車両排出基準「Euro III」を採用した。また、EUから数年遅れて「Euro IV」の
採用も計画している。 
 
3.8 大気汚染戦略で取り組む汚染物質 
 
大気汚染戦略は 5種類の一次大気汚染物質の排出削減に重点的に取り組む。また、対流
圏オゾンもこれまで以上の管理が必要である。下記にこれらの汚染物質を示す。 
①粒子状物質(PM) 
②アンモニア(NH3) 
③窒素酸化物(NOx) 
④二酸化硫黄(SO2) 
⑤揮発性有機化合物(VOC) 
⑥対流圏オゾン 
 
さらに、ベンゼン、一酸化炭素、多環式芳香族炭化水素、重金属ヒ素、カドミウム、水

銀、及びニッケルも対象としている。これらの汚染物質の大半はつい最近規制が始まった。 
 
3.9 影響のある部門 
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大気汚染には様々な経済分野が様々な形で関連しているため、大気汚染戦略の下で想定さ

れる解決策にも関連してくる。同戦略では、以下の部門がそれぞれの排出削減に取り組む。 
 

表 1 部門別取り組み内容 
部門 対象汚染物質 

農業（耕作地、家畜） NH3 
輸送（陸・海・空） PM、VOC、NOx、SO2 
産業（自動車製造、燃料製造・変換、燃料供給ステーション、 
小規模燃焼プラントの製造者・管理者） 

NOx、PM、VOC、SO2 

 
化学物質 説明 

粒子状物質(PM) 

Particulate Matter 
一次粒子と二次粒子がある。一次粒子はディーゼル車排気ガス等を経て大気に直接

排出される。二次粒子は、排出された汚染物質（二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOx)、
アンモニア(NH3)など）によって、大気中で化学反応が起こって生成され、大量の粒
子となったものである。PM10 は粒径 10μm（マイクロメーター）以下の粗粒子であ
る。PM2.5 は粒径 2.5μm 以下の微粒子である。微粒子状物質は、肺の敏感な領域に
浸透することができるため、健康被害に強く関係している。PM に対する暴露の安全

レベルを判断する十分な証拠はないため、実質的に、あらゆる PMの増加は健康に有
害であると考えられる。 

対流圏オゾン 

ground level ozon 
地表近く（高度 10kmまで）で発生するオゾン。NOxと VOCが日光により化学反
応した時に形成される（二次粒子）。有害な紫外線から動植物を守る成層圏のオゾン層

と比較すると、対流圏のオゾンは健康と生態系の双方にとって有害である。オゾンに

暴露することで、肺機能への非致死性の影響や、急性死亡が関係してくる。オゾンの

暴露に関して安全レベルを判断するための十分な証拠はない。環境面に関しては、オ

ゾンの被害は森林、植物、農作物に影響を与える最も重大な大気汚染問題である。 

アンモニア(NH3) 
アンモニアガスは主に動物性廃棄物や、農地への肥料利用によって排出され、酸性

雨、富栄養化、二次粒子の形成、及び環境被害に影響をもたらす。 

窒素酸化物(NOx) 
NOxには一酸化窒素(NO)や二酸化窒素(NO2)がある。NOは主に高温燃焼プロセス

で形成され、その後大気中で化学変化により NO2になる。NOx は、酸性雨、富栄養
価、対流圏オゾンの形成、及び人間の健康被害に影響を及ぼす。 

二酸化硫黄(SO2) 
二酸化硫黄ガスは硫黄を含む燃料（石炭、石油など）の燃焼から生成される。SO2

は、酸性雨と健康に影響を与える。 

揮発性有機化合物

(VOC) 

volatile organic compounds 
常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化合物の総称。天然の発生源や人間の活動

（溶剤、塗料、ワニスなど）、供給ステーションでの輸送燃料の補給や使用、及び車の

排気ガスから大気中に排出される。VOCは対流圏オゾンの形成の主な要因である。 

 
編集・翻訳 NEDO 情報・システム部 

 
出典： 
欧州連合 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/571&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1895&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 


