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第３章 窒素酸化物対策の環境改善効果予測 

 

１ 対策効果予測について 

  

第２章で検討した更なる対策について、対策の実施による将来の NOx 排出量や環境濃度の低減

効果等を把握することは、対策を進めていく上で重要な根拠となる。 

そのため、第１章-３で設定した将来の大気汚染物質排出量の算出（高位推計）及び将来濃度予

測結果をもとに、対策シミュレーションによる将来の環境改善効果予測を実施した。 

なお、将来の環境濃度予測に用いたシミュレーションモデルは、表 3-1-1 に示すとおり、対策

②及び④について、対策効果を予測することは困難であるため、更なる対策のうち、対策①、③

及び⑤を対象として、平成 22、27 年度における NOx 排出量及び環境濃度の低減効果の予測を実施

した。 

 

表 3-1-1 対策シミュレーションの設定条件 

対策① 環境に配慮した運搬制度の創設 

設定条件 ・市内の一般道を走行する短期規制以前のディーゼル車（車両総重量 3.5ｔ超）のうち、

臨海部（産業道路を境に海側(東側)の区域）95％、臨海部以外 50%が、新長期規制もし

くはポスト新長期規制適合車へ転換すると想定 

・市内の一般道を走行する長期規制適合のディーゼル車（車両総重量 3.5ｔ超）のうち、

臨海部 50％、臨海部以外 25%が、新長期規制もしくはポスト新長期規制適合車へ転換す

るすると想定 

・市内を走行する全てのディーゼル車（車両総重量 3.5ｔ超）がエコドライブを実施する

と想定し、その削減効果は、平成 18 年度川崎市大気環境改善対策検討調査から NOx は

13.6％、PM は 35.0％と想定 

なお、自動車専用道路を含む高速道路は、通過交通車両が非常に多いため対象外として

いる。 

対策② 自動車 NOx・PM 法に基づく排出抑制措置の強化 

局地汚染対策（物流施設等の大規模施設の新設に関する措置）及び流入車対策（周辺地域内自動車

に関する措置）による効果が期待されるが、局地汚染対策の効果を設定するにあたり、将来の本制度

対象となる新設事業所の設置状況が、環境アセスメントの対象施設を除いて把握及び推定が極めて困

難である。また、流入車対策についても、周辺地域が指定されていないことから、本制度対象となる

車両の交通量の把握ができないため、対策効果の予測は現時点では困難 

対策③ 環境ロードプライシングによる産業道路交通量の軽減 

設定条件 交通実態調査結果（第２章-４（２）参照）で把握した２つの走行経路について、それぞ

れ対象車両ごとに把握した対象交通量の割合が湾岸線走行経路へ転換すると想定 

対策④ 池上及び遠藤町周辺における効果的な局所汚染対策 

 局所汚染対策の効果を把握するためには、局地シミュレーションモデルを用いる必要があり、第１

章-３で設定・実施した市全域を対象とした広域シミュレーションモデルでは対策効果等を確実に予

測することは困難 

対策⑤ 工場・事業場の更なる窒素酸化物対策 

設定条件 ばい煙発生施設のうち、設置後 20 年を経過した施設（ボイラー（発電以外）、金属加熱

炉等）が全てトップランナー燃焼施設に更新することを想定し、これらのボイラー及びガ

スエンジンは、NOx 排出濃度を 10ppm、金属加熱炉等は高性能工業炉等の導入により、既

存排出量より 30％削減すると想定 
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２ 対策シミュレーションによる将来予測結果 

 

（１）平成 22 年度 

 

平成 22 年度における発生源別 NOx 排出量の予測結果を表 3-2-1 に、池上及び遠藤町における

NO2濃度（年間 98％値）の予測結果を表 3-2-2 に示す。また、市内全域のメッシュ別 NO2濃度（年

間 98％値）の予測結果を図 3-2-1 に示す。 

 

表 3-2-1 発生源別 NOx 排出量の予測結果 

発生源 区域 追加対策なし 追加対策あり 対策効果 

臨海部 830ｔ 706ｔ 124ｔ削減 （15％削減） 
自動車 

市全域 2,446ｔ 2,120ｔ 326ｔ削減 （13％削減） 

工場・事業場 市全域 11,555ｔ 11,269ｔ 286ｔ削減 （2.5％削減） 

 

 

表 3-2-2 NO2濃度（年間 98％値 ppb）の予測結果（池上、遠藤町） 

測定局 追加対策なし 追加対策あり 対策効果 対策目標値達成状況 

池上 67.7 63.0 4.7ppb 削減 × 

遠藤町 68.7 66.0 2.7ppb 削減 × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加対策なし（平成 22 年度）          追加対策あり（平成 22 年度） 

 

図 3-2-1 NO2濃度（年間 98％値）の予測結果（市内全域） 

 

表 3-1-1 の対策①、③及び⑤の実施により、それらの対策を導入しない場合と比較し、自動

車からの NOx 排出量は 326ｔ削減され、2,120ｔ（うち臨海部では 706ｔ）、工場・事業場からの

NOx 排出量は 286ｔ削減され、11,269ｔと予測された。また、池上及び遠藤町における NO2濃度

（年間 98％値）は、それぞれ 4.7ppb、2.7ppb 程度の改善が見込まれた。しかし、池上及び遠

藤町の対策目標値を達成するまでには至らず、市内全域の予測結果からも、産業道路沿いにお

いて対策目標値を超過することが予測された。 

 

（２）平成 27 年度 

 

平成 27 年度における発生源別 NOx 排出量の予測結果を図 3-2-3 に、池上及び遠藤町における

NO2濃度（年間 98％値）の予測結果を表 3-2-4 に示す。また、市内全域の NO2濃度（年間 98％
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値）の予測結果を図 3-2-2 に示す。 

 

表 3-2-3 発生源別 NOx 排出量の予測結果 

発生源 区域 追加対策なし 追加対策あり 対策効果 

臨海部 632ｔ 536ｔ 96ｔ削減 （15％削減） 
自動車 

市全域 1,819ｔ 1,571ｔ 248ｔ削減 （14％削減） 

工場・事業場 市全域 11,546ｔ 11,200ｔ 346ｔ削減 （3.0％削減） 

 

 

表 3-2-4 NO2濃度（年間 98％値 ppb）の予測結果（池上、遠藤町） 

測定局 追加対策なし 追加対策あり 対策効果 環境基準達成状況 

池上 62.9 58.7 4.2ppb 削減 ○ 

遠藤町 62.3 59.9 2.4ppb 削減 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加対策なし（平成 27 年度）          追加対策あり（平成 27 年度） 

 

図 3-2-2 NO2濃度（年間 98％値）の予測結果（市内全域） 

 

 

表 3-1-1 の対策①、③及び⑤の実施により、自動車からの NOx 排出量は 248ｔ削減され、1,571

ｔ（うち臨海部では 536ｔ）、工場・事業場からの NOx 排出量は 346ｔ削減され、11,200ｔと予測

された。また、池上及び遠藤町における NO2 濃度（年間 98％値）は、それぞれ 4.2ppb、2.4ppb

程度の改善が見込まれた。その結果、池上及び遠藤町の両測定局において対策目標値の達成が予

測され、産業道路沿いに生じていた対策目標値を超過する箇所は殆ど見られなくなることが予測

された。 
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第４章 まとめ 

 

１ 窒素酸化物に係る大気環境対策について 

 

川崎市公害対策審議会では、平成 10 年に「二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、平成 17

年から 22 年までの早期に全測定局で環境基準を達成する」を当面の目標とした対策について答申

した。川崎市は、この間、工場・事業場対策として窒素酸化物の総量規制や窒素酸化物、硫黄酸

化物などを浮遊粒子状物質の前駆物質としてとらえ包括的に規制するバスケット規制、自動車対

策として低公害車の普及促進や周辺自治体と連携したディーゼル運行規制などを行ってきた。 

こうした取組により、浮遊粒子状物質について、平成 19 年度には全測定局で対策目標値（環境

基準と同等）を達成し、二酸化窒素についても一般環境測定局で対策目標値を達成するなど環境

改善の傾向が見られる。しかし、主要幹線道路沿いの一部の自動車排ガス測定局（池上、遠藤町）

では依然として非達成の状況にある。その要因としては自動車から排出される窒素酸化物が想定

した削減量に達しなかったことなどが考えられる。これらの測定局はこのままでは平成 22 年度に

おいても達成が見込めないことを鑑みると、これまでの取組だけでは不十分である。 

このような状況から、今後は、平成 27 年までのできるだけ早期に全測定局で対策目標値を達成

するため、川崎市がこれまで実施してきた窒素酸化物対策に加え、喫緊に取組むべきものとして

表 4-1-1 に示すような交通環境対策や工場・事業場対策が必要であり、これらを総合的に推進し

ていくべきである。 

 

表 4-1-1 交通環境対策及び工場・事業場における対策 

対策メニュー 具体的対応 

ア 環境に配慮した運搬制度の創設 ・荷主等から製品等の運搬時にエコドライブの

実施や環境性能の高い車両の利用等、環境配

慮行動を運送事業者に要請することの義務付

けなどを制度化 

イ 自動車 NOx・PM 法に基づく排出抑制措

置の強化 

・国や県に対し、重点対策地域及び指定地区の

指定に係る要請 

・市独自の取組について検討 

ウ 環境ロ－ドプライシングの拡充によ

る産業道路交通量の軽減 

・産業道路や横羽線を走行する大型車の湾岸線

に転換について、国、首都高速道路㈱に環境

ロードプライシングの拡充を要請 

・湾岸線活用の誘導・普及 

エ 池上及び遠藤町測定局近傍における

効果的な道路沿道の局所汚染対策 

・これまで行っている局所汚染対策の評価及び

検討に加え、今後取り組むべき局所汚染対策

について調査研究 

・検討した対策から順次実施 

オ トップランナー燃焼施設の導入促進 ・環境性能に優れた燃焼施設の導入を促進する

ための制度化 

 

川崎市が、これらの交通環境対策及び工場・事業場対策を推進することにより、自動車、工場・

事業場から排出される窒素酸化物の削減を図り、二酸化窒素に係る対策目標値の早期達成を確実

なものにすることを期待する。さらに、上記対策のほか、自動車から排出される窒素酸化物の削

減に効果がある交通流の円滑化などの交通環境対策についても検討を進めるべきである。 
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また、窒素酸化物の対策は、同時に地球温暖化対策としての効果も期待できるものが多いため、

更なる対策の制度化、取組の推進にあたっては、大気汚染対策としても、地球温暖化対策として

も相乗効果が発揮されるよう連携することで、地域環境はもとより、地球環境の改善にも大きく

寄与することが望まれる。 

 

２ 大気環境対策の今後の課題について 

 

 対策目標値の達成が求められる池上、遠藤町は、社会的、地理的及び道路構造などから、今回

の対策を講じたとしても、必ずしも予測どおりの削減が担保されるものとは限らず、また、臨海

部再生の中で、物流施設の新設など、更なる交通量の集中も考えられることから、長期的には、

市域あるいは近隣地域も含めた道路ネットワークの整備や局所的な立体交差化などの抜本的な対

策が必要である。さらに、川崎市がこれまで実施してきた工場・事業場に対する規制、監視及び

指導等によって、ばい煙発生施設からの窒素酸化物の排出量は徐々に減少してきたものの、今後

窒素酸化物の排出量の増大も考えられることから、その排出抑制に向け、省エネルギー対策等の

技術革新による二酸化炭素削減対策との相乗効果を考慮しながら、社会・経済動向、排出状況に

ついて注視するとともに、適切な対策を検討、実施する必要がある。 

 川崎市は以上の点を十分認識した上で、長期的かつ総合的な視野に立ち、窒素酸化物対策を進

めていくべきである。なお、川崎市は、昭和 49 年度に二酸化窒素の環境目標値を設定以降、多く

の対策を実施し徐々に大気環境改善が認められるものの、その達成には至っていないが、近年対

策目標値の達成がみえてきたところであり、大気環境や対策の現状を踏まえると、今後対策目標

値を達成した後は対策目標値の下限値(0.04ppm)又はそれ以下を目指す更なる取組みを期待する

ものである。 

 

 また、窒素酸化物は、全局で未だ環境基準が非達成である光化学オキシダントや、人の健康へ

の影響が懸念され、現在国において環境基準設定に向けた検討が行われている微小粒子状物質

（PM2.5）の前駆物質のひとつでもある。これらの大気汚染物質は大気環境改善に向けた課題とし

て、その取組みが求められているが、生成メカニズムが複雑であることや広域的な汚染であるこ

と、相互に関連していることなどから、単一的な取組みではその効果を十分に発揮することは困

難である。川崎市は、窒素酸化物のみならず、これらの課題を総合的な視点から捉え、近隣自治

体との広域的な連携や効果的な対策に向けた調査・研究とあわせ、今後とも更なる対策を検討・

実施することを切に願うものである。 

 

 

 




