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1. VOCとは

出所：環境省「平成29年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務報告書（平成30年3月）」より

 VOCとは、揮発性有機化合物 (Volatile Organic Compounds) のこと。

 「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及
びオキシダントの生成の原因とならない物質を除く）をいう」（大気汚染防止法第2条より）

 例えば、有機溶剤として、塗料や接着剤、印刷インキ等に使用されている。

排出量合計

約 26.0 万 トン
（平成28年度）

VOC排出量の発生源品目別割合（平成28年度）
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塗料使用に係る
VOC排出量の需要分野別割合

（平成28年度）



（参考）塗料の使用に係る需要分野別・物質別VOC排出量 (平成28年度)

出所：環境省「平成29年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務報告書（平成30年3月）」より
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物質
1 建物 6,516 8,421 4,995 511 1,939 56 875 135 668 32,845 8,127 65,089
2 建築資材 1,711 2,013 814 645 1,162 46 792 441 513 969 2,081 11,187
3 構造物 2,279 5,842 3,141 107 432 307 879 710 901 7,380 3,239 25,217
4 船舶 2,266 12,552 7,277 62 904 118 1,216 2,742 1,663 3,156 3,208 35,165
5 自動車・新車 4,104 4,164 2,067 4,455 3,657 341 747 236 2,189 4,782 9,730 36,475
6 自動車補修 3,130 3,572 2,177 1,079 4,402 133 1,053 134 136 1,230 1,896 18,940
7 電気機械 1,429 2,195 1,055 321 828 200 285 154 722 1,510 1,593 10,291
8 機械 1,836 4,541 2,308 309 1,149 299 422 175 567 2,199 1,439 15,246
9 金属製品 1,955 4,932 1,884 392 787 194 704 256 1,433 3,262 3,919 19,716
10 木工製品 217 152 44 1,222 2,424 77 202 125 36 230 1,788 6,517
11 家庭用 861 839 700 566 1,362 1 106 168 454 1,833 2,192 9,082
12 路面標示 442 37 25 54 3 0 1 0 1 4 147 714
13 その他 1,521 1,425 873 455 379 212 187 150 120 797 715 6,836

28,266 50,686 27,361 10,180 19,428 1,984 7,469 5,426 9,403 60,196 40,074 260,473

合  計

VOC 排出量  （t/年）

需要分野

合    計

２

1 建物 ビル・戸建住宅・集合住宅・工場建屋・病院・学校・ガソリンスタンド等の現場塗装用（新設、補修を含む）

2 建築資材 各種建築用資材の工場塗装用（サッシ、建具、各種ボード、無機建築材等を含む）（PCM（プレコート鋼板）は除く）

3 構造物 橋梁・土木（コンクリート防食を含む）・プラント・海洋構造物・水門・鉄塔・大型パイプ・プール等の新設、補修

4 船舶 船舶の新造、補修（積込み用を含む）（造船所の陸機用及び製鉄所向けのショププライマーを除く）

5 自動車新
車

乗用車・トラック・バス・オートバイ（部品を含む）

6 自動車補
修

同上の補修、塗り替え

7 電気機械 家庭電機・重電機・電子機器・事務用機械・通信機・計測器・冷凍機・照明器具・自動販売機・コンピュータ関連機器等（部品を含む）

8 機械 産業機械・農業機械・建設機械・鉄道車両・航空機等（部品を含む）

9 金属製品 PCM・金属家具・コンテナー・ガードレール・自転車部材・フェンス・食缶・ドラム缶・ボンベ・ガス器具・石油ストーブ等

10 木工製品 合板（建物の現場施工用を除く）・家具・楽器等

11 家庭用 家庭用品品質表示法に基づく表示をした塗料

12 路面標示 トラフィックペイント

13 その他 皮革・紙用を含む

塗
料
の
需
要
分
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版インキ

金属印刷
インキ

グラビア
インキ

その他の
インキ

新聞
インキ

合計

13-07-01 メチルシクロヘキサン - - - - 2,493 - 2,493

15-07-01 トルエン - - - 19,563 - - 19,563

15-08-01 キシレン - - - 439 - - 439

15-08-02 エチルベンゼン - - - 270 - - 270

21-04-01 酢酸エチル - 871 - 25,093 5,409 - 31,373

21-05-02 酢酸 n-プロピル - 353 - 10,175 2,193 - 12,721

21-06-01 酢酸ブチル - 67 - 1,928 - - 1,995

21-06-02 酢酸イソブチル - 10 - 299 - - 310

31-04-01 メチルエチルケトン - - - 12,070 2,602 - 14,671

31-06-01 メチルイソブチルケトン - - - 1,242 268 - 1,510

33-06-01 シクロヘキサノン - - - 636 137 - 773

34-09-01 イソホロン - - - - - - 0

41-01-01 メチルアルコール - 41 - 1,195 258 - 1,494

41-02-01 エチルアルコール - 22 - 645 - - 667

41-03-01 n-プロピルアルコール - 69 - 1,976 426 - 2,470

41-03-02 イソプロピルアルコール - 631 - 18,189 3,921 - 22,741

41-04-01 n-ブチルアルコール - - - 445 - - 445

42-02-01 エチレングリコール - - - - - - 0

52-04-02 プロピレングリコールモノメチルエーテル - 40 - 1,162 250 - 1,453

52-06-01 エチレングリコールモノブチルエーテル（ブチ
ルセロソルブ） - - - - - - 0

82-99-02 印刷インキ用高沸点溶剤 17,983 - 1,777 - 0 4,440 24,200

90-99-99 特定できない物質 47 0 5 0 0 12 63

18,030 2,105 1,781 95,325 17,958 4,452 139,651合         計

使用量  (t/年)
物質
コード

物質名

（参考）印刷インキ 種類別・物質別 VOC推計使用量 (平成28年度)

出所：環境省「平成29年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務報告書（平成30年3月）」より３



1. VOCとは

 VOCは、SPM（浮遊粒子状物質）※や光化学オキシダント (光化学スモッグの原因と
されている) の原因物質のひとつとされている。

 大気中に、窒素酸化物（NOx）やVOCが存在すると、光化学反応によって、光化学
オキシダントの主成分であるオゾン（O3）が生成される。

※ Suspended Particulate Matterを略してSPMという。大気中に浮遊する微粒子のこと。うち、直径2.5μm 
(=0.0025mm) 以下のものがPM2.5

光化学スモッグの様子

４
出所 左図：経済産業省「VOC対策 はじめられるホームページ」(http://www.meti.go.jp/policy/voc/index_3.html) より

右図：環境省「揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制制度について」より



1. VOCとは

 VOCのうち、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジクロロメタン等は、労働安全衛生法のもと、
有機溶剤中毒予防規則（有機則）の対象。

 有機溶剤は、ばく露の程度により様々な中毒症状が生じる可能性があり、種類によって
は重篤な健康障害を引き起こすものがあり、労働安全の観点からも意義あり。

 平成28年6月から一定の危険有害性のある640物質にリスクアセスメントを義務づけし、
平成30年7月からはさらに追加され673物質に。

 なお、トルエン、キシレン、ジクロロメタンなど多くの物質は、PRTR制度の対象化学物質と
して、排出量等の把握・国への届出が必要(国は排出量等を集計・公表)。

５



2. VOC排出抑制のための法的枠組み (1)概要

 SPMや光化学オキシダントの原因となるVOCの排出抑制対策を行うため、大気汚染防
止法を改正 (平成16年5月公布、平成18年4月1日施行)。

 VOCの排出抑制は、排出規制と自主的取組を適切に組み合わせて行う (大気汚染
防止法第17条の3)。

 平成22年度までに平成12年度比で3割程度の削減を目指す (中央環境審議会意
見具申 (平成16年2月) )。

６



2. VOC排出抑制のための法的枠組み (2)排出規制

 塗装、接着、印刷、化学製品製造、工業用洗浄、貯蔵のいずれかに該当する一定規
模以上の施設が対象。

 施設の設置等の届出、排出基準の遵守、排出濃度の測定 (1回/年) ・保存 (3年) 
が要求される。

７



（参考）規制対象の６施設類型①（化学製品製造、塗装、接着）

施設名 規模 排出基準
（炭素数が1のVOCの容量に換算したもの）

イメージ

化学製品製造用乾燥施設 送風能力
3,000m3／時間以上

600cm3／m3

吹付塗装※施設
※「吹付塗装」とは、スプレーガンで塗料を微
粒化して、吹き付けながら塗る方法。

排風能力
100,000m3／時間以上

（自動車製造用※）400cm3／m3

（その他）700cm3／m3

※水性化等の対策技術の導入が可能なため。
既存施設については、当面700cm3／m3

塗装用乾燥施設（吹付塗装用、
電着塗装※用を除く）
※「電着塗装」とは、導電性のある物体を水
に分散した塗料の中に入れ、電流を通し
て塗着させる塗り方。
VOC排出量が極めて少ないため除外

送風能力
10,000m3／時間以上

（木材製品※）1,000cm3／m3

（その他） 600cm3／m3

※天然VOCが無視できない量含まれているため。

接着用乾燥施設（以下のみ）
・印刷回路用基板材料製造用
・粘着テープ、粘着シート、はく離
紙製造用

・ポリエチレンラミネート製品※等
製造用
※「ポリエチレンラミネート製品」は、スナッ
ク菓子、レトルト食品、詰め替え用洗
剤等の包装に使用。

送風能力
5,000m3／時間以上

1,400cm3／m3

接着用乾燥施設（上記及び木
材製品製造用を除く）

送風能力
15,000m3／時間以上

1,400cm3／m3

８



（参考）規制対象の６施設類型②（印刷、工業用洗浄、貯蔵）

施設名 規模 排出基準
（炭素数が1のVOCの容量に換算したもの）

イメージ

オフセット輪転印刷※用乾燥施
設
※「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷イン
キをブランケット（表面がゴム層のシート）
などの転写体に転移し、さらにこれを紙な
どに再転移する平版印刷方式。

送風能力
7,000m3／時間以上

400cm3／m3

グラビア印刷※用乾燥施設
※「グラビア印刷」とは、写真製版又は機械
彫刻による印刷版を用い、くぼんだ画像
部に残っているインキに印圧をかけてプラス
チックフィルムや紙等に転移させる凹版印
刷方式。

送風能力
27,000m3／時間以上

700cm3／m3

工業用洗浄施設※

※VOCを洗浄剤として用いて、機械器具や
金属板等を脱脂・洗浄する施設が対象
（クリーニング業用の洗浄施設は対象
外）。

空気接触面積5m2以上 400cm3／m3

ガソリン、原油、ナフサ等※の貯
蔵タンク（密閉式、浮屋根式を
除く）
※高揮発性VOCが対象で、重油、軽油、
灯油、ジェット燃料は対象外。

容量1,000kl以上 60,000cm3／m3

９



2. VOC排出抑制のための法的枠組み (3)自主的取組

 全てのVOC排出事業者は、事業活動に伴うVOC排出状況の把握や排出抑制のため
に必要な措置を講ずるようにしなければならない (大気汚染防止法第17条の14)。

 自主的取組はあくまで事業者の自発的な取組として実施されるべきもの。

 例えば、使用原料等の転換・代替、設備の改修・追加、製造プロセスの見直し等。

10



2. VOC排出抑制のための法的枠組み (4)平成23年度以降の取組

 平成22年度のVOC排出量は、平成12年度比で約45%削減となり、目標の3割削減
を大きく上回った (自主的取組参加企業では同期間に約45%削減)。

 その結果、平成23年度以降は、新たな削減目標は設定せず、現行VOC排出抑制制
度を継続することが適当とされた (中央環境審議会 (平成24年12月) )。
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⇩
12年度比約45%削減

12年度比約45%削減

平成１２年度比で３割削減

出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より 11



3. 事業者による自主的取組のフォローアップ (1)概要

12

 各業界団体等が自ら目指すべき方向性や方策を設定の上、産業構造審議会 産業技
術環境分科会 産業環境対策小委員会で毎年度フォローアップを実施中。

 現在、41業界団体等、約21,600社（昨年より約14,600社増加）が取組を報告
(平成28年度実績)。

ＶＯＣ自主的取組の参加業界団体等

日本ガス協会 (－) 線材製品協会 (8) ドラム缶工業会 (11) 日本ゴム工業会 (34)

日本染色協会 (23) 日本伸銅協会 (8) 軽金属製品協会 (4) 日本自動車車体整備協同組合連合会(357)

日本製紙連合会 (－) 全国鍍金工業組合連合会 (129) 日本プラスチック工業連盟 (17) 日本粘着テープ工業会 (16)

日本鉄鋼連盟（76） 日本電線工業会 (115) 日本オフィス家具協会 (23) 全国楽器協会 (2)

電機・電子４団体 (110)
電子情報技術産業協会
情報通信ネットワーク産業協会
ビジネス機械・情報システム産業協会
日本電機工業会

日本アルミニウム協会 (9) 日本表面処理機材工業会 (25) 日本釣用品工業会 (19)

日本建材・住宅設備産業協会 (33) 日本自動車車体工業会 (186) 日本金属ハウスウェア工業組合 (49)

天然ガス鉱業会 (4) 日本接着剤工業会 (84) 日本金属洋食器工業組合 (40)

日本塗料工業会 (75) 石油連盟 (16) プレハブ建築協会 (9) 日本ガス石油機器工業会 (78)

日本自動車部品工業会 (110) 日本化学工業協会 (68) 印刷インキ工業連合会 (40) 全国石油商業組合連合会（14,730)

日本自動車工業会 (16) 日本印刷産業連合会 (5,002) 日本工業塗装協同組合連合会 (80)

ＶＯＣ自主的取組支援団体等

産業環境管理協会 (23) 日本産業洗浄協議会

注）（ ）内は、参加企業数、-は、参加企業数の報告がなかったもの。



3. 事業者による自主的取組のフォローアップ (2)VOC排出量 ①全体

 自主的取組参加企業によるVOC排出量は、平成12年度より約６割削減。

 平成22年度以降もVOC排出量は減少傾向が継続 (平成22年度より約２割削減)。

出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より 13



3. 事業者による自主的取組のフォローアップ (2)VOC排出量 ②業種別

業種別のVOC排出量の推移 (自主的取組)

 従来から自主的取組に参加している全ての業種で平成12年度から3割超の削減を達成。

 多くの団体でVOC排出量が平成22年度未満で推移。排出量が多い業種も着実に削減。

（参考）業種別のVOC排出量の推移 (全国)

出所：全国における業種別VOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より 14
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その他の業種

洗濯業

プラスチック製品製造業

土木工事業

金属製品製造業

印刷・同関連業

石油製品・石炭製品製造業

化学工業

輸送用機械器具製造業

建築工事業

燃料小売業
※排出量の多い順に10番目まで個別表記



3. 事業者による自主的取組のフォローアップ (2)VOC排出量 ③物質別

物質別のVOC排出量の推移 (自主的取組)

 平成12年時点で最も排出量が多かったトルエンは、約1/5に削減。

 その他の物質も着実に削減が進展。

（参考）物質別のVOC排出量の推移 (全国)

（※）全国石油商業組合連合会の排出実績を含む

出所：全国における物質別VOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より 15

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成12

年度

平成17

年度

平成18

年度

平成19

年度

平成20

年度

平成21

年度

平成22

年度

平成23

年度

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

V
O
C
排
出
量

（
千
t
/
年
）

特定できない物質 石油系混合溶剤等の混合物

その他の純物質 含ハロゲン化合物

その他の含酸素化合物 アルコール類

ケトン類 エステル類

炭化水素類



（参考）都道府県別VOC推計排出量 (平成28年度)

出所：環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ報告書（平成30年3月）」より

VOC排出量 （t/年）
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（参考）自主的取組の業種別動向① 印刷・同関連業

 約7割の事業者が自主的取組に参加 (VOC排出量ベース)。

 作業方法の改善、原材料の転換・削減 (水性インキ等の低VOCインキの使用等) 、
設備導入・改良等により、VOC排出量を大幅に削減 (平成12年度比約８割削減)。

 平成22年度以降も減少傾向が継続 (平成22年度比約４割削減)。

印刷・同関連業からのVOC排出量と自主的取組参加事業者等の割合の推移

出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より 17



（参考）自主的取組の業種別動向② 輸送用機械器具製造業

 自主的取組には、自動車・同附属品製造業の事業者が参加。

 塗着効率向上 (ロボット塗装化等) や洗浄シンナー対策 (使用量低減、回収) 等によ
り、VOC排出量を大幅に削減 (平成12年度から約6割減)。

 平成22年度以降も減少傾向が継続 (平成22年度から約1割減)。

輸送用機械器具製造業からのVOC排出量と自主的取組参加事業者等の割合の推移

18
出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より



（参考）自主的取組の業種別動向③ 化学工業

 7割超の事業者が自主的取組に参加 (VOC排出量ベース)。

 施設・設備の密閉度の向上、水性・低VOC製品への切替え等により、VOC排出量を
大幅に削減 (平成12年度の約1/3に減少)。

 平成22年度以降も減少傾向が継続 (平成22年度から約2割減)。

化学工業からのVOC排出量と自主的取組参加事業者等の割合の推移

19出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より



（参考）自主的取組の業種別動向④ 石油製品・石炭製品製造業

 ほぼ全ての事業者が自主的取組に参加 (VOC排出量ベース)。

 陸上出荷設備へのベーパ回収装置の設置、タンクの改造工事などの削減対策の実施
等により、VOC排出量を削減 (平成12年度から約4割減)。

 平成22年度以降も減少傾向が継続 (平成22年度から約1割減)。

石油製品・石炭製品製造業からのVOC排出量と自主的取組参加事業者等の割合の推移

20出所：全国におけるVOC排出量は、環境省「揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて（平成30年3月）」より



 光化学オキシダントの濃度 (昼間の日最高1時間値の年平均) は、近年ほぼ横ばいで
推移している。

 平成28年度の環境基準※達成局 (一般局) は、1,143局中1局 (0.1％) で、依然
として極めて低い水準となっている。
※光化学オキシダントの環境基準：1時間値が0.06ppm以下であること

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

４. 大気汚染状況について (1)光化学オキシダント（Ox）

光化学オキシダント（昼間の日最高1時間値）の年平均値の推移

21



 光化学オキシダント濃度の長期的な改善傾向を評価するための指標※を用いて、注意
報発令レベルの超過割合が多い地域における域内最高値の経年変化をみると、近年、
域内最高値は横ばいであったが、平成26年～28年度では関東地域において減少傾
向となった。
※8時間値の日最高値の年間99パーセンタイル値 (年間上位1%を特異的な値 (外れ値) として除外した値) の３年平均値

４. 大気汚染状況について (1)光化学オキシダント（Ox）

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

日最高8時間値の年間99パーセンタイル値の3年移動平均の域内最高値の経年変化

22



 光化学オキシダント濃度が注意報レベルの0.12ppm以上となった測定局は、主に大都
市及びその周辺部に位置している。

４. 大気汚染状況について (1)光化学オキシダント（Ox）

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

●：出現日数が10日以上の測定局
●：出現日数が1日から9日までの範囲にある測定局

注意報レベル（0.12ppm以上）の濃度が出現した測定局の分布（一般局）

　：出現日数が10日以上の測定局

　：出現日数が1～9日の範囲にある測定局

　：出現日数がなかった測定局

　：出現日数が1～9日の範囲にある測定局

　：出現日数がなかった

関東地域

関西地域
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 SPMの濃度 (年平均値) は、緩やかな低下傾向がみられる。

 平成28年度の環境基準※達成率 は、一般局、自排局ともに100% で、昭和49年以
降ではじめて全ての有効測定局で環境基準を達成。
※SPMの環境基準：1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

４. 大気汚染状況について (2)浮遊粒子状物質（SPM）

SPM濃度の年平均値の推移
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 PM2.5の濃度 (年平均値) は、平成25年度以降緩やかな改善傾向である。

 平成28年度の環境基準※達成率 は、一般局で88.7%であり、平成27年度以前に
比べて改善した。
※PM2.5の環境基準： １年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であることと

微小粒子状物質の年平均値の推移
一般局における環境基準達成状況の推移

４. 大気汚染状況について (3)微小粒子状物質（PM2.5）

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より
25



 関東地方・関西地方の一部で環境基準を達成していない地域が見られる。

 関東地方の非達成局は都心部に分布しており、他の地域と比較して自排局の数が多く、
短期基準が非達成となる測定局も見られる。

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

４. 大気汚染状況について (3)微小粒子状物質（PM2.5）

関東関西

平成28年度のPM2.5環境基準達成状況
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 瀬戸内地域の非達成局は、瀬戸内工業地域や瀬戸内海に面する地域に多く、短期
基準と長期基準の両者とも非達成の測定局も見られる。

 九州地方は、大陸からの越境大気汚染により、広域で短期基準値を超過するレベルま
で上昇するような高濃度現象の発生頻度は減少傾向にあるが、年平均値は依然として
高い地域があり、多くの測定局で長期基準値を超過している。

出所：環境省「平成28年度 大気汚染の状況」より

４. 大気汚染状況について (3)微小粒子状物質（PM2.5）

平成28年度のPM2.5環境基準達成状況

中国・四国
九州
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5. 自主的取組の推進 (1)身近な取組

28



 給油時の燃料蒸発ガスを回収する機能を有する計量機を設置したSSを 「大気環境配

慮型SS」 （愛称：「e→AS（イーアス）」）として認定する制度を創設。

当該SSにロゴマーク（下記）を付与することにより、その普及を促進。

5. 自主的取組の推進 (2)大気環境配慮型ＳＳ認定制度

29出所： e→AS（イーアス）HP（http://www.env.go.jp/air/osen/voc/e-as/）より



5. 自主的取組の推進 (3)支援策

 (一社)産業環境管理協会の「VOC自主的取組支援ボード」では、VOC排出抑制に
関する助言・情報提供など、業界団体等に属さない企業等の取組を支援。

 日本政策金融公庫は、VOC排出削減のための設備 (吸着装置、分解装置、分離装
置、密閉装置、被覆施設、蒸気返還装置) を取得するために必要な設備資金を融資
(環境・エネルギー対策資金)。

VOC自主的取組支援ボードの機能
日本政策金融公庫による低利融資

(環境・エネルギー対策資金)
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揮発性有機化合物等大気汚染の原因となる特定物
質を排出する者が特定の公害防止施設等 (吸着、
分解、分離装置等) を取得するために必要な設備資
金を融資。

＜中小企業事業（一例）＞

・ 融資限度額：7億2千万円以内

・ 利率：４億円まで特別利率③、４億円超は基準利率

・ 融資期間：20年以内 (うち据置期間2年以内)

※詳細は、日本政策金融公庫HPをご参照ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
15_kankyoutaisaku_t.html#c03



5. 自主的取組の推進 (4)セミナー

 VOC排出抑制の意義やメリットなどを周知するためのセミナーを開催。

 地域別のＶＯＣ排出状況を踏まえ、平成30年度は、関東、中部、近畿、九州でセミ
ナー (主に事業者向け) を開催。

開催日 場 所

平成30年11月28日(水) 日本印刷会館（東京都中央区）

平成30年11月29日(木) 東大阪商工会議所（大阪府東大阪市）

平成31年1月25日(金) エルおおさか（大阪府大阪市）

平成31年1月29日(火) 川崎市役所第4庁舎（神奈川県川崎市）

平成31年1月29日(火) TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター（福岡県福岡市）

平成31年1月30日(水) 中区役所ホール（愛知県名古屋市）

平成31年2月7日(木) 天文館ビジョンホール（鹿児島県鹿児島市）

31



5. 自主的取組の推進 (5)リーフレット

 自主的取組の成果等についてまとめたパンフレット（日本語、英語）についても作成。
（http://www.meti.go.jp/policy/voc/index.html）

32



6. 光化学オキシダント等大気環境に係る科学的知見等に関する調査（結果概要）

 平成18年4月の大防法改正により、法規制と事業者・業界団体等による自主的取組
のベストミックスによりVOCの排出削減対策を実施。すでに平成12年度比で二分の一
にまで削減。

 しかし、光化学オキシダント（OX）や微小粒子状物質（PM2.5）については、依然とし
て環境基準の達成状況が悪く、前駆物質の一つとされているVOCの排出抑制効果が
定量的に確認できていない状況。

 理由として、OX等の生成機構や、その原因物質であるVOC等との関連性等に未解明
な部分も多いことが挙げられる。

OX、PM2.5等の生成機構等について国内外の最新の科学的知見を収集・分析
し、今後の我が国における大気汚染対策の在り方等について検討を実施。

33



6-1. オゾンの感度レジームと地域差による影響

 都市部と郊外ではVOCとNOXの排出状況が異なっていることから、「感度レジーム」
※にも

地域差が生じることが知られている。

 一般的に、都市部ではNOx濃度が高いためVOC律速（VOCに依存する状態）、郊
外では植物からのVOC放出量が多いためNOX律速（NOXに依存する状態）である。

 また、感度レジームは常に一定ではなく、 VOCやNOXの排出量の変化や、風などによる
大気の状況変化によりレジームも変化する。

自動車や工場の
多い都市部は主
にVOC律速
→オゾン濃度の
低減には、VOC
排出量の削減が
有効

山林に近い郊
外 で は 主 に
NOX律速
→オゾン濃度
の低減には、
NOX排出量の
削減が有効

34

※ VOCやNOX排出量と、オゾン生成量（濃度）には、オゾンの「感度レジーム」と呼ばれる関係性があり、 VOC律速
（VOCに依存する状態：VOCを減らすとオゾン濃度が低下するが、 NOXを減らすと逆にオゾン濃度が増加することもあ
る。）と、NOX律速（NOXに依存する状態：VOCを減らしてもオゾン濃度は変化がなく、 NOXを減らすとオゾン濃度が低下
する。）に大別される。



6-2. オゾンの感度レジームの経年的な変化

 オゾンの感度レジームには、経年的な変化が生じていることも明らかとなっている。

 図２のとおり、我が国全体としてNOX律速（NOXに依存する状態）寄りになっていると
いう研究成果もあり、NOX排出削減がオゾン濃度の低減に有効な地域が多くなっている
（VOC排出の削減が有効な地域が減少している）状況である。
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VOC律速

混合律速

NOX律速

1

2

3

4

5

6

7

[-]

図２ O3の感度レジームの地域差と経年変化

（2005-2006年の7-8月） （2012-2013年の7-8月）

NOXの削減が有効

NOX律速とVOC律速
の中間の状態

VOCの削減が有効

VOC律速領域の減少

VOC律速：9.9%
混合律速：26.3%
NOx律速：63.9%

VOC律速：0.2%
混合律速：9.2%
NOx律速：90.6%

衛星データや律速の境界を規定する閾値は不確実性が大きいが、ここではその一つの研究例として、
VOC律速領域が経年的に減少した結果を示している。

※１ 衛星観測データを使用した光化学指標（ホルムアルデヒド/NO2）よる診断結果。

※２

出典：(国研)産業技術総合研究所 井上主任研究員のプレゼンテーション資料より作成



6-3. PM2.5の発生源

 PM2.5には、一次生成粒子と二次生成粒子があり、産業活動だけでなく、自然由来も
含め、発生源（前駆物質の発生源を含む）は多岐にわたっている。

 地域ごとにも発生源が異なるため、地域ごとの発生源の影響を把握しなければ、具体的
な対策は講じにくい。

 なお、今回の調査結果では、固定発生源（工場等）から排出されるVOCの影響（感
度割合）は数％程度という研究結果も確認されたが、生成機構にはまだ未解明な部
分も多い。
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硫酸塩

硝酸塩

アンモニウム塩

有機炭素

無機炭素

金属

その他イオン成分

その他(水分等)

硫酸イオン成分

硝酸イオン成分

アンモニウム
イオン成分

ガスから生成

二次生成粒子

粒子として排出

一次生成粒子
有機炭素

無機炭素

金属成分

イオン成分

その他成分

粒子の発生

化学反応

ありとあらゆる発生源
出典：(一財)日本自動車研究所 森川主任研究員のプレゼンテーション資料より作成

http://www.dl-ideafactory.com/ca3/262/p-r3-s/
http://bsoza.com/ill_tool/brush_a02.png


6-4. 越境汚染の影響（PM2.5）
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 我が国のPM2.5濃度における中国からの影響は、西日
本では約6割と大きいものの、関東地方では約4割程度
とされており、地域差がある（表１）。

 また、2013-2016年の地上観測データでは、2015-
2016年にかけてPM2.5濃度の減少傾向が確認されてい
る（図６）。

 また、近年の中国国内のPM2.5濃度は、2013年から
2016年にかけて約30%減少していることが明らかとなっ
ており※、中国からの越境汚染の低下は、近年の我が国
におけるPM2.5の環境基準達成率の向上の理由の一つ
と考えられる。

地域

発生源
九州 中国 四国 近畿 北陸 関東

中国 61% 59% 59% 51% 55% 39%

朝鮮半島 10% 11 % 8 % 6% 5 % 0%

日本 21% 25 % 23% 36 % 33% 51%

表１ PM2.5の地域別発生源寄与率（2010年、通年）

図６ PM2.5濃度の経年変化
（2013～2016年）

aは2013～2016年の平均値（4年平均値）、
b, c, d, e, f はそれぞれ2013, 2014, 2015, 2016
年値と4年平均値の差

PM2.5

濃度減少

（a）2013-2016年平均
（μg/m3）

（b）2013年

（c）2014年

（d）2015年

※中国74都市の平均値、中国環境保護部公表データより （e）2016年

※

（Ikeda et al., 2015）より作成

（鵜野ら, 2017）より作成



6-5. まとめ
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 前駆物質の排出削減効果や、越境汚染の影響等は経年変化していることから（例えば、
VOC律速の地域が減少傾向等）、前駆物質の濃度等、常に最新の大気環境を踏まえた取
組を行うことが重要である。同時に、最新の科学的知見を活用し、シミュレーションによる対策
効果の検証を進めることも重要である。

 オゾンやPM2.5の生成機構には、未把握なVOC成分や、化学反応等に未解明な部分が残さ
れている。また、観測データの不足や不確かさ（排出インベントリ、凝縮性ダスト等）も指摘さ
れている。このため、産学官連携による科学的知見の更なる充実が必要である。

 オゾンに対するVOC排出削減の効果や、PM2.5における越境汚染の影響等には地域差が確
認されていることから、地域ごとの状況に応じた取組が効果的である。

 科学的知見の更なる充実を図るためには、衛星観測データの活用等、新しい技術の積極的
な活用に努めることが重要である。

 また、大気汚染対策の実施にはコスト負担が伴うのが通例であり、不確かな情報に基づく対策
の実施はいたずらなコスト負担を招くおそれがある。したがって、効率的な対策の実施につなげる
ためにも、科学的知見の更なる充実に向けた取組を継続することが重要である。

（１）産学官の協力等による科学的知見の更なる充実

（２）地域ごとの状況に応じた取組の検討

（３）最新の科学的知見に基づく対策効果の検証と状況変化に対応した取組の最適化

（４）その他


