
16 環境安全－1－1 

調査・研究報告書の要約 

書   名 平成１６年度環境問題の多面化に対応した環境負荷低減対策に関する調査

研究報告書－VOC 等大気汚染物質削減技術に関する調査研究－ 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・社団法人 産業と環境の会 

発 行 年 月 平成１７年３月 頁 数 １５５頁 判 型 Ａ４ 

［目次］ 

本 編 

序 章 調査研究の概要 

1. 背景と目的 

2. 調査研究体制 

3. 調査研究項目・スケジュール 

第 1 章 VOC 等大気汚染物質の排出状況 

1.1 はじめに 

1.2 PRTR データの概要 

1.3 PRTR 届出事業所における大気への排出について 

第 2 章 VOC 等大気汚染物質削減のための施策 

2.1 はじめに 

2.2 大気汚染防止法について 

2.3 PRTR 制度について 

2.4 シックハウス対策について 

2.5 地方自治体の施策 

第 3 章 排出抑制技術・測定技術の現状 

3.1 排出抑制技術について 

3.2 測定技術について 

3.3 産業界における取組み 

3.4 まとめ 

［要約］ 

第 1 章 VOC 等大気汚染物質の排出状況 

環境省から発表される大気汚染状況調査の結果によれば、大気汚染防止法で規制されて

いる窒素酸化物、硫黄酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等のうち、窒素酸化

物、硫黄酸化物については、測定局における環境基準達成率で概ね高い値で推移している

ものの、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントについては、依然、改善されない状況にあ

るとされている。 

光化学オキシダントについては、環境基準達成率は 1%に満たない状況にある。2002 年度

において、光化学オキシダントの環境基準超過日数が年間 25 日未満であった都道府県は 3

県のみで、超過日数が 75 日以上であったところが 8 都府県に上っている。 

浮遊粒子状物質については、一般局の環境基準達成率でみると 2000 年度が 84.4%であっ
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たものが、2001 年度が 66.6%、2002 年度が 52.6 %まで低下した。しかし、2003 年度につ

いて 92.8%まで改善されている（表 1-1-3 参照）。浮遊粒子状物質については、国内におけ

る一次粒子の排出や二次生成粒子の原因物質の排出のみならず、黄砂等の影響や気象要因

等により変動があり、判断が難しいところである。 

浮遊粒子状物質、光化学オキシダントについては、その原因物質として、揮発性有機化

合物（以下、VOC という。）が問題視されており、その対策が重要となってきている。 

VOC の排出状況を把握する上で参考となるのが、「特定化学物質の環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下、化学物質排出把握管理促進法という。）に

基づく第一種指定化学物質の排出量等の集計結果（以下、PRTR データという。）で、現在、

2001 年度、2002 年度について集計結果が公表されている。 

PRTR データでは、対象業種対象事業所の届出については、第一種指定化学物質（354 物

質）の排出量（大気、公共用水域、土壌、事業所内埋立）及び移動量（廃棄物、下水道）

について集計されている。その他、届出外の移動体、非対象事業所、家庭等について推計

がなされている。 

なお、PRTR データで把握できるのはあくまでも第一種指定有害化学物質の 354 物質であ

る。有害性が低い、取扱量が少ない等の理由で指定を受けていない物質の中には、メタノ

ール、n-ヘキサン、アセトン、シクロヘキサン、メチルエチルケトン等がある。 

2002 年度における届出排出量及び移動量の集計は表 1-2-1 のとおりである。排出量と移

動量は 57.2：42.8 の比で、中でも大気への排出量と廃棄物としての事業所外への移動量の

占める割合が多い。 

環境への影響という観点からは排出量の方が移動量より問題となる。排出量のうち、大

気への排出が 88%を占めている。届出事業所からの排出の 9 割弱が大気への排出であり、

排出物質及び排出量が把握できる PRTR データは、VOC 等大気汚染物質の状況を把握する上

で重要なデータである。しかし、環境への排出という点では、PRTR の対象業種対象事業所

の届出分を集計しただけでは不十分である。届出外の排出についても環境省によって推計

がなされている。推計する方法、対象等については推計方法検討会等で検討されており、

年々修正が加えられている。 

2002 年度における届出排出量集計値と届出外排出量推計値については表 1-2-2 に示す。

届出排出量と届出外排出量の比はおよそ 1:2 であり、届出分を集計しても全体の 3 分の 1

である。 

対象業種でも対象とならない事業所の排出量もかなりの割合となっており、届出集計分

の 86%にもなる。なお、対象業種の対象事業所の要件には、従業員（常時）数や対象物質
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の年間取扱量等がある。そのうち、年間取扱量は、2001～2002 年度は 5トン以上であった

が、2003 年度分からは 1 トン以上となる。そのため、2003 年度からは、対象業種非対象事

業所の中のかなりが届出対象となるはずである（よって、2001～2002 年度とそれ以降の比

較は難しくなる）。 

VOC 等の大気への排出状況を把握する上で、PRTR データは排出物質及び排出量の確から

しいデータとして重要である。物質別、都道府県別等排出状況を把握することにより、効

率的な対策への道筋等も見えてくる。 

2002 年度における大気への排出量の総量は、255,676,328.0kg であった。2001 年度は

279,481,690.6kg であったので、対前年度比 91.5%に減少している。 

PRTR の対象となるのは第一種指定化学物質 354 物質である。そのうち、2002 年度に何ら

かの大気への排出があった物質は 240 物質であった（2001 年度は 242 物質）。ただし、上

位物質で排出量の大半の占めており、上位 20 物質で全体の 95%程度となっている（この傾

向は 2002 年度、2001 年度とも同様である）。 

排出量の最も多い物質はトルエンである。第２位がキシレン、第３位が塩化メチレン、

第 4 位がエチルベンゼンで、上位 4 物質の順位は、2001 年度と 2002 年度で同じである。

2002 年度の排出量では 2001 年度と比較して、エチルベンゼンは 108%に増加しているもの

の、トルエン、キシレン、塩化メチレンについては、90～93%と減少している。 

 

 

第 2 章 VOC 等大気汚染物質削減のための施策 

大気環境保全の取組みとしては、大気汚染防止法に基づく、硫黄酸化物、窒素酸化物、

ばい煙、粉じん等排出削減が進められてきた。さらに、産業界における有害大気汚染物質

に対する自主管理及びベンゼンにおける地域自主管理、PRTR による化学物質の排出・移動

に関する管理が推進されてきた。 

しかしながら、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等において大気汚染が依然、改善

されない状況にある。 

特に揮発性有機化合物（VOC）は浮遊粒子状物質、光化学オキシダントの原因物質とされ、

VOC の排出抑制が課題となっている。 

自動車等移動発生源に対しては、自動車 NOx 法が 2001 年 6 月に改正され、新たに自動車

NOx・PM 法が制定された。窒素酸化物に加え、浮遊粒子状物質についても対策が強化され

ている。 
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一方、固定発生源に対しては、中央環境審議会において、2004 年 2 月に「揮発性有機化

合物（VOC）の排出抑制のあり方について」意見具申がなされ、2004 年 5 月に改正大気汚

染防止法が公布された。これにより、VOC の固定発生源対策が強化されることとなった。 

固定発生源に対する規制と自主的取組のベストミックスによる VOC 排出削減対策が実行さ

れることとなった。 

固定発生源に対する規制措置としては、排出口における濃度規制を実施することとなっ

ており、対象施設、規制基準値、裾切り指標、対象物質（あるいは非対象物質）等詳細が

検討されている。 

大気汚染防止法は、大気環境を保全するため、1968 年に制定された。人の健康の保護及

び生活環境の保全を目的とし、大気汚染に係わる環境基準の達成を目標に規制が実施され

ている。なお、光化学オキシダントに関して、炭化水素類の指針も設定されている 

1996 年 5 月に改正された大気汚染防止法により、有害大気汚染物質対策の推進するため

の制度が 1997 年度より導入された。有害大気汚染物質に係わる大気環境のモニタリングや

事業者の自主管理計画による排出削減の取組が実施されてきた。 

有害大気汚染物質については、1996 年 1 月に出された「今後の有害大気汚染物質削減対

策のあり方について（中間答申）」で、健康リスク評価の度合いや大気環境における検出状

況が多様なため、3 類型に物質を分類し、必要な対策を段階的に講じることとされ、さら

に 1996 年 10 月に出された「今後の有害大気汚染物質削減対策のあり方について（第二次

答申）」において、閾値のない物質に係わる環境基準の設定等に当たっては生涯リスクレベ

ルを 10-5とするとともに、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質（234 物質）と

優先取組物質（22 物質：表 2-2-5 参照）がリストアップされた。 

有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質に対しては、健康被害の未然防止の見地

から、行政は物質の有害性、大気環境濃度等に関する基礎的情報の収集整理に努めるとと

もに、事業者等は自主的に排出等の抑制に努めることが期待されている。 

また優先取組物質は、行政が重点的に物質の有害性、大気環境濃度、発生源等について

体系的に詳細な調査を実施する物質で、事業者に対し排出等抑制技術の情報等提供に努め、

事業者の自主的な排出抑制努力を促進するものとされている。 

これまでに優先取組物質を中心に対策が推進されてきた。うち、ベンゼン、トリクロロ

エチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン（塩化メチレン）については環境基

準が設定され、また、2003 年 7 月に出された「今後の有害大気汚染物質削減対策のあり方

について（第七次答申）」で、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びニッケル

化合物について指針値が設定された。 

－ 要約  － 4



我が国における大気環境状況においては、硫黄酸化物、窒素酸化物については環境基準

達成率が高い値で推移しているが、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントについては、

環境基準達成率が全国的に非常に低い状況にあるとして問題視されている。 

VOC は浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質の一つとされている。 

浮遊粒子状物質では、自動車 NOx・PM 法の対策地域においては、一次粒子及び二次粒子

を合わせた総排出量のうち、6～7割が二次粒子とされており、「大気中の VOC が、OH ラジ

カル、オゾン等と化学反応を起こし、揮発性の低い有機化合物を生成し、それらが自ら又

は大気中にある既存の微小粒子上に凝集」、あるいは「VOC そのもの又は化学反応により生

成した揮発性の低い有機化合物が既存の微小粒子に吸着又は吸収され、粒子上・粒子中で

化学反応を起こし、さらに揮発性の低い有機化合物を生成」することにより二次粒子が生

成するとされている。 

光化学オキシダントは、「大気中の VOC と窒素酸化物の混合系が、太陽光（特に紫外線）

照射による光化学反応を通じて生成」するとされている。 

また、VOC は光化学オキシダントの生成を通じて、硫黄酸化物及び窒素酸化物等無機化

合物からの浮遊粒子状物質の生成にも関与しているとされている。 

気候変動枠組条約に基づく排出インベントリによれば、我が国における 2000 年度の VOC

排出量は約 185 万トンで、横ばい状態にあり、うち固定発生源が 9 割を占めている。また、

環境省による調査において、2000 年度の固定発生源からの VOC 排出量は約 150 万トンとさ

れている。 

かかる状況において、固定発生源から排出される VOC 削減が課題とされた。 

2003 年 9 月に揮発性有機化合物（VOC）排出抑制検討会が設置され、VOC の固定発生源対

策について検討がなされた。2003 年 12 月に検討結果が示された。これを受け、2004 年 2

月に中央環境審議会より「揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制のあり方について」意見具

申がなされている。 

固定発生源における VOC 排出抑制制度としては、法規制と自主的取組を適切に組み合わ

せたベストミックスによる対策手法が導入される。 

2004 年 2 月に出された中央環境審議会の「揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制のあり

方について」意見具申を受けて、2004 年 5 月に大気汚染防止法改正法が公布された。改正

のポイントは、新たに固定発生源に対する VOC 排出抑制制度を導入することである。 

規制等排出抑制制度における詳細については、中央環境審議会大気部会に設置された 2 つ

の専門委員会（揮発性有機化合物排出抑制専門委員会、揮発性有機化合物測定方法専門委

員会）と環境省環境管理局長の諮問機関である揮発性有機化合物排出抑制対策検討会及び
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施設類型ごとの 6 つの小委員会において検討が行われる。 

上記に示した対策以外としてシックハウス対策がある。近年、化学物質を放散する建材・

内装材の使用が増える中、住宅の高気密化等と相まって、新築・改築後の住宅やビルにお

いて、建材・内装材から放散される化学物質による室内空気の汚染等により居住者が様々

な体調不良を訴える事例が増加している。化学物質の室内空気汚染によるとみられる症状

はシックハウス症候群と呼ばれている。症状は多様で、未解明な部分が多く、様々な複合

要因も考えられている。これに対し、ホルムアルデヒド等化学物質の建材・内装材からの

放散を削減し、人の健康影響を低減するためのシックハウス対策が進められている。 

また、地方自治体では VOC に関連した排出抑制対策として、主に炭化水素類に関する指

導や条例等に基づき実施されてきた。 

 

 

第 3 章 排出抑制技術・測定技術の現状 

VOC の排出抑制対策は、産業界の有害大気汚染物質に対する自主管理、PRTR における自

主管理等として行われている対策をより一層進めていくことになる。主な対策例について

は、表 3-1-1 に示す。基本的な対策は、排ガス処理・回収装置の設置、低 VOC 製品等代替

物質の採用、施設・設備の密閉化、より VOC の排出が少なくなるよう工程の見直し等にな

る。 

これら対策技術等について、各業界、各事業所が実情を考慮の上、より効率良く排出抑

制が可能な技術等対策を選択することになる。処理装置等でも一長一短あり、事業者とし

ても負担が大きいため、費用対効果等が重要なポイントとなる。 

VOC 処理法としては、吸着法、吸収法、冷却法、燃焼法、その他の方法がある）。大きく

分ければ、排ガス中の VOC を分解するか回収することになる。分解装置としての代表が燃

焼法である。回収装置として、吸着法等ある。 

どの処理装置を使用するかは単純にコストだけでは判断できず、抑制効果も異なる上、

処理する排ガスの質・状況等によっては適用できるものが決まってくる場合も多い。また、

装置の方式・規模によって、既存の施設に設置ができないこともあり、色々な要素がかか

わってくる。 

VOC の測定方法には、有機化合物の混合物を一括して包括的に測定する一括測定方法と、

各個別物質毎に測定してそれぞれの物質濃度を合計する成分分析方法がある。 

排出口での濃度規制においては、大気へ排出・飛散した気体の有機化合物のうち、メタ
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ン等浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成能が明確に低いもののみ除外して規制するた

め、一括測定方法が適当となる。まだ明確なやり方が決まっていないため判断することは

できないが、排出される物質が限定的な事業所等が多いことも考慮すべきであろう。 

いずれにしろ、事業所においては、大規模事業所のみならず、中小事業所であっても、

VOC を排出する排出口はかなりの数になる。検知管等によるサンプリング方式では、排出

口の数が多いこともあり、人的等負担が大きくなるし、連続装置は、人的負担は減るが、

排出口に設置できるようなものでかつ価格及び維持管理のコストが安価である必要がある。

いずれにしろ、できるだけ負担の少なくて済む測定方法・装置が期待されている。 

産業界においては、有害大気汚染物質や PRTR に対する自主管理、あるいは ISO やレスポ

ンシブル・ケア等取組みにより、排出抑制技術の導入・製造工程の見直し等 VOC の排出抑

制対策を進めてきた。 

物質がどう動いていくのか、すなわちマテリアルバランスを把握することが日本におい

て課題の一つとなっている。物質がどう動くかということは、ただ単に製品がどう動くか

ということではなく、原料から、製造段階で製品となるものだけでなく、大気・水・土壌

への排出、あるいは発生する廃棄物等まで含めて幅広く把握することで、はじめてマテリ

アルバランスが把握・理解できるものである。CO2 を含めて出来るだけ多くの物質につい

て把握できれば理想的だと言える。 

PRTR 制度は、対象物質を第一種指定化学物質に限定しているが、有害性の高いものや取

扱量の多いものが指定されており、届出部分・推計部分まだまだ改良の余地はあるものの、

重要なデータとなっている。PRTR のデータによれば、排出量・移動量に関しては、大気へ

の排出及び廃棄物としての移動で大半を占めている。こと排出に関しては、ほとんどが大

気への排出である。産総研によれば、リスク指標として毒性×曝露量で考えた場合、トル

エン、キシレンのように毒性は低いとされているものでも曝露量が非常に多いため、リス

クが高いとされている。有害性の高いものはもちろん、有害性が低くても大量に排出され

ている物質については、出来るだけ排出を抑制していかなければならない。 

PRTR データにより現状を把握・理解することがまず重要である。物質、業界、地域等特

徴を把握することで、どういう対策を実施すべきかが判断できることになる。 

これまで産業界では、大気汚染防止法に基づく規制への対処だけでなく、有害大気汚染

物質や PRTR における自主管理等の取組みを実施してきた。しかし、浮遊粒子状物質や光化

学オキシダント等においてまだ環境基準の達成が不十分として、揮発性有機化合物の発生

抑制対策により一層取組まなければならないとされている。浮遊粒子状物質・光化学オキ

シダントへの揮発性有機化合物の寄与に関するメカニズムはまだ十分理解できたとは言え
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ない部分もあるが、大量に排出されている揮発性有機化合物に対し、固

発生源両面で対策を推進することが重要となっている。 

固定発生源対策といっても、各業種等により、取扱・排出している物質

の実情もあり、出来る対策も様々である。基本的な対策は、VOC 処理装

質の採用、施設・設備の改善、工程等見直し等が挙げられる。これは事

抑制のみならず、より有効な処理装置の開発、低 VOC 製品の開発等幅広

れている。 

VOC 処理装置については、除去能力、イニシャルコスト、ランニングコ

排出される VOC が単一なのか混合物なのか、処理装置のスペース等多く

てくる。どの処置装置が適切かは、各業種、各事業所としての実情に依

燃焼処理方法については、単純に燃料を使い、燃焼分解するのでは、

けでなく、エネルギーの面でもロスがある。回収してエネルギー代替と

一成分であれば再利用する等有効利用できる方法を模索していくことは

大企業のみならず、中小企業でも利用できるような技術・装置を開発す

求められることになる。 

低 VOC 製品への代替については、価格、性能、設備の改良といった問

まだ進んでいないが、屋内のみならず屋外作業に対しても VOC の排出抑

であり、メーカー、事業者等のより一層の取組みが求められる。 

工程等の見直しにより根本的に VOC の排出が抑制されることも重要で

て実情に即して、出来る対策を推進することが大切である。 

今回の固定発生源に対する VOC 規制では、排出口での濃度規制となる

非常に多く、これらの濃度測定を行うだけでも負担になる上、処理装置

非常な負担を強いられることになる。そのためにも事業者としても排出抑

処理装置、測定機の性能の向上、低コスト化、省スペース化等取組みが

ってくる。 
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も異なれば、種々

置の設置、代替物
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CO2 が発生するだ

しての利用や、単

大切である。また、

ることが今後一層

題があり、普及は

制につながるもの

あり、事業者とし
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制対策とともに、
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