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※ＶＯＣ(Volatile Organic Compound:揮発性有機化合物)



１．ＶＯＣについて

（１）VOCに該当する物質とは? 
約470種類
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◆多くの製品に使用されている

・塗料：工事業、輸送用機械器具製造業、自動車整備業、家庭など

・燃料（蒸発ガス）：石油製品・石炭製品製造業、燃料小売業

・接着剤：工事業、木材・木製品製造業、輸送用機械器具製造業など

その他に、工業用洗浄剤、印刷インキ、ドライクリーニング溶剤 など



１．ＶＯＣについて

（１）VOCに該当する物質とは? 
約470種類
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トルエン 62,385

キシレン 54,714

酢酸エチル 39,156

イソペンタン 33,022

エチルベンゼン 25,985

イソプロピルアルコール 24,058

イソブタン 21,101

n-ブタン 21,033

酢酸ブチル 17,809

エチルアルコール 17,019

n-ペンタン 15,346

1,2,4-トリメチルベンゼン 15,026

ジクロロメタン 14,806

アセトン 14,686

メチルエチルケトン 12,105

出典 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31年3月）より作成

2015年度の推計排出量が10,000t以上の物質

単位：t



１．ＶＯＣについて

（２）発生源は? 
農業､水産養殖業､工事業､製造業､燃料小売業､洗濯業､家庭､自動車など
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◆人為起源が約3割

出典 中央環境審議会大気・騒音振動部会微小粒子状物質等専門委員会（第10回）資料より作成



１．ＶＯＣについて

（３）何が問題か?
光化学オキシダントおよびPM2.5の生成の原因物質のひとつ
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◆光化学オキシダント注意報発令日数が46〜101日

出典 環境省 光化学大気汚染の概要（平成27年〜30年）より作成



１．ＶＯＣについて

（３）何が問題か?
光化学オキシダントおよびPM2.5の生成の原因物質のひとつ
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◆環境基準達成率は直近2年では86〜90%、濃度（年平均値）も減少傾向

出典 環境省 平成29年度大気汚染状況について より作成



１．ＶＯＣについて

（３）何が問題か?
光化学オキシダントおよびPM2.5の生成の原因物質のひとつ
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◆地域別の環境基準達成率には差がある

出典 環境省 平成29年度
大気汚染状況について



２．ＶＯＣ排出抑制策について

（１）大気汚染防止法の改正
固定発生源の削減のため法律改正
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・VOCは、「工場・事業場」及び「自動車」から排出される。

・自動車排出ガスは炭化水素の排出規制が先行

・工場等の固定発生源が9割を占める

◆法律改正の背景

・工場・事業場からの排出を規制する



２．ＶＯＣ排出抑制策について

（２）削減目標
2010年度を目途に2000年度比で3割削減
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VOC排出量を3割程度削減した場合、自動車NOx・PM法対策地域に
おけるSPMの環境基準達成率が約93%に改善し、光化学オキシダン
ト注意報の発令レベルを超えない測定局数の割合が約9割まで上昇
すると見込まれた。

2010（平成22）年度を目途に2000(平成12）年度比で3割程度削減



２．ＶＯＣ排出抑制策について

（３）VOC排出抑制策の概要
法規制と自主的取組の組み合わせ
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・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
（政令で定める除外物質あり）を、VOCとして排出抑制を図る。

・VOCの排出量が多いため規制を行う必要があるもの（揮発性
有機化合物排出施設）を排出規制対象とする

◆改正大気汚染防止法（2006年4月1日施行）の概要

・揮発性有機化合物排出施設の都道府県知事への届出義務

・排出口からの排出濃度基準の遵守義務

・排出濃度の測定義務

対
象

排
出
規
制



２．ＶＯＣ排出抑制策について
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対象施設：一施設当たりのVOC排出量が多い施設

出典 環境省 揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制制度について

（３）法規制の概要
①対象施設



２．ＶＯＣ排出抑制策について
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届出義務：対象となった日から30日以内に都道府県知事に届出

排出基準の遵守：排出基準に適合しない場合、改善命令等

排出濃度測定義務：年1回以上（注）測定し、結果を記録し、3年間保存

（３）法規制の概要
②届出義務等

（注）測定頻度は年2回以上とされていたが、法施行5年後の見直しで年1回以上測定に見直し



２．ＶＯＣ排出抑制策について
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（３）法規制の概要
②届出義務等

環境省 平成30年度大気汚染防止法施行状況調査（平成29年度実績）より作成
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VOC排出施設届出件数（2017年度実績）



２．ＶＯＣ排出抑制策について
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（３）法規制の概要
③排出基準（1/2）



２．ＶＯＣ排出抑制策について
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（３）法規制の概要
③排出基準（2/2）



２．ＶＯＣ排出抑制策について

（４）自主的取組
①自主的取組のメリット、仕組み等
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対象：法規制対象外の施設類型、6施設類型に該当する中小規模の施設

・排出源の種類や排出形態が様々である

・業種業態に応じ事業者の自主性や創意工夫により取組を推進できる

・自主的取組のフォローアップを産業構造審議会で毎年度実施



２．ＶＯＣ排出抑制策について

（４）自主的取組
②自主的取組のすすめ方
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毎年度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

出典 経済産業省ホームページ

（一社）産業環境管理協会



２．ＶＯＣ排出抑制策について

改正法の施行の日（2006年4月1日）後5年を経過した場合において、
法の施行状況を勘案し、必要に応じて制度の再検討及び見直しを行う
（改正法附則第2条）。

排出抑制が十分でない場合は、法規制と自主的取組の組合せの
仕方を見直す

規制以上の取組が継続的に行われている場合は、測定頻度の
軽減等の事業者の負担軽減について検討する

2012年4月20日 「今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策
の在り方について」諮問
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（５）改正法施行5年後の見直し
①諮問及び答申



２．ＶＯＣ排出抑制策について

2012年12月26日 「今後の揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策
の在り方について」答申

平成22年度のVOC排出量は目標を上回る4割以上の削減を達成

現状ではVOCの排出抑制について規制強化する必要性は見当た
らない

一方、廃止した場合、再び大気環境の悪化を招くおそれがある

法規制と自主的取り組みを合わせた現行のVOC排出抑制制度を
継続することが適当
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（５）改正法施行5年後の見直し
②諮問及び答申



２．ＶＯＣ排出抑制策について

答申において、「年2回以上の濃度測定が義務付けられているが、最も
濃度負荷のかかる時に年1回以上測定すれば足りる」とされたことを受
け事業者施行規則改正

大気汚染防止法施行規則改正
2013年3月6日施行
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（６）事業者の負担軽減
濃度測定について負担軽減



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（１）関係主体の役割

小委員会



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（２）参加業界団体等
41業界団体等、約21,100社参加

日本ガス協会 日本染色協会 日本製紙連合会
日本鉄鋼連盟 電機・電子4団体 日本塗料工業会
日本自動車部品工業会 日本自動車工業会 線材製品協会
日本伸銅協会 全国鍍金工業組合連合会 日本電線工業会
日本アルミニウム協会 日本建材・住宅設備産業協会 天然ガス鉱業会
石油連盟 日本化学工業協会 日本印刷産業連合会
ドラム缶工業会 軽金属製品協会 日本プラスチック工業連盟
日本オフィス家具協会 日本表面処理機材工業会 日本自動車車体工業会
日本接着剤工業会 プレハブ建築協会 印刷インキ工業連合会
日本工業塗装協同組合連合会 日本ゴム工業会 日本自動車車体整備協同組合連合会
日本粘着テープ工業会 全国楽器協会 日本釣用品工業会
日本金属ハウスウェア工業組合 日本金属洋食器工業組合 日本ガス石油機器工業会
全国石油商業組合連合会

◆VOC自主的取組の参加業界団体等

◆VOC自主的取組支援団体等
産業環境管理協会 日本産業洗浄協議会



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（２）参加業界団体等
41業界団体等、約21,100社参加

7,009社

21,606社 21,112社
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2015年度実績 2016年度実績 2017年度実績

自主的取組参加社数の推移

2016年度より全国石油商業組合連合会が参加（14,000社以上増加）

出典 経済産業省 産業構造審議会資料 より作成



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（３）排出量の推移
2017年度は2000年度比で58%削減、全国の53%を上回る削減を達成

出典 自主的取組排出量：経済産業省 産業構造審議会資料、
全国排出量：環境省 揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて より作成
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３．ＶＯＣ自主的取組について
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（参考）地域別排出量
三大都市圏での排出量が多い。近畿は15.8%

出典 環境省 揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて より作成
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３．ＶＯＣ自主的取組について
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（参考）近畿府県別排出量
近畿全体の排出量は103,693トン、大阪府が30.7%

出典 環境省 揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて より作成
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３．ＶＯＣ自主的取組について
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（参考）近畿で排出量の多い9業種（燃料小売業を除く）

出典 環境省 揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて より作成
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大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

近畿2府5県の業種別VOC推計排出量（t）

土木工事業 建築工事業 印刷・同関連業

化学工業 石油製品・石炭製品製造業 プラスチック製品製造業

金属製品製造業 一般機械器具製造業 輸送用機械器具製造業



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（４）排出量の推計方法
代表的な方法：その①

出典 経済産業省 VOC排出抑制の手引き（第3版）

＜物質収支による方法＞

・最も汎用的に利用される方法

・測定を行わず、事業者が把握
しやすい購入量、在庫量等から
排出量を算出



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（４）排出量の推計方法
代表的な方法：その①（手順）

出典 経済産業省 VOC排出抑制の手引き（第3版）

◆手順

[1]VOC製品（塗料、印刷インキ、接
着剤、洗浄剤など）について、購入
量、在庫量等から年間の使用量を
求める

[2]大気以外（水、土壌）への排出
量、廃棄物への移動量を差し引く

[3]VOC製品中の主要VOC成分の組
成をMSDS等から調べる

[4]対策設備がある場合は、対策に
よる削減効果を差し引く



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（４）排出量の推計方法
代表的な方法：その②

出典 経済産業省 VOC排出抑制の手引き（第3版）

＜排出係数による方法＞

・冷却凝縮による回収や、除去
設備などの排ガス処理は加味さ
れない値となる



３．ＶＯＣ自主的取組について

32

（４）排出量の推計方法
代表的な方法：その③

出典 経済産業省 VOC排出抑制の手引き（第3版）

＜物性値から理論的に推計する
方法＞

・基本的には、固定屋根式貯蔵
タンクにおける受け入れロスの
排ガス濃度のように強制通気が
なく、飽和蒸気に近い状態で排
出される場合に用いる。



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（４）排出量の推計方法
代表的な方法：その④

出典 経済産業省 VOC排出抑制の手引き（第3版）

＜排ガスの実測による方法＞

・排ガスを分析して濃度を求め、
排ガス量を乗じて大気排出量を
求める方法
・最も正確な方法
・コスト（分析）がかかる



【検討の一般的な順序】

・高価な処理装置を導入する前に、作業工程を改善してＶＯＣの排出を減ら
せないか検討する。

・工程改善は、ＶＯＣの削減だけでなくコスト削減や作業環境の改善になる。
・一つひとつの効果は少なくとも、できるところから着手する。

１．工程内管理
工程・設備・管理の改善
(密閉化・ロスの削減等)

２．原材料の転換
(低VOC塗料・インキ等)

３．出口対策
処理装置の導入

(回収・吸着・燃焼等)

インプロセス対策 エンドオブパイプ対策
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３．ＶＯＣ自主的取組について

（５）排出削減方法
工程内管理、原材料転換、出口対策に大別できる



事業者が着手しやすい取り組み

①現状把握
自分の会社で使用している有機溶剤の使用量や保管、廃棄状況を確認

②密閉化（整理・整頓・清掃）
こまめに容器の蓋閉めを行う。フィルムの設置等により、揮発を抑制する。
ウエストの適切な保管と処理。

③作業方法の点検

適切な温度、濃度での作業、最適な塗装方法の選定、洗浄回数の見直し、
溶剤のジャブ付けをせず適量を使用する、などにより無駄を省く。

④使用量の削減・代替
代替可能であれば、揮発性が少ない塗料やインキ、洗浄剤などを利用する。

有機溶剤使用量や使用の適正な管理により、作業環境も向上し、労働者の健康
障害防止につながる！！
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（６）削減方法の検討手順
現状把握をして、着手しやすいことから

３．ＶＯＣ自主的取組について



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（７）VOC自主的取組支援ボード
業界団体に加盟していない場合も自主的取組可能

・業界団体の「自主行動計
画」に参加していない事業
者からの排出量報告を取
りまとめ
・VOC排出報告に関する
助言・情報提供などの支
援を行っている
・ステップ2員は、毎年、9
月～10月頃に前年度の
VOC排出量を報告する

(一社)産業環境管理協会（JEMAI）にて「VOC自主的取組支援ボード」を設置



３．ＶＯＣ自主的取組について
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（７）VOC自主的取組支援ボード
業界団体に加盟していない場合も自主的取組可能

自主的取組支援ボード問い合わせ先

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-2-1三井住友銀行神田駅前ビル7階
一般社団法人産業環境管理協会 「自主的取組支援ボード」まで
TEL：03-5209-7707 ／ E-Mail：voc@jemai.or.jp
http://www.jemai.or.jp/tech/about.html

＜関連手引き＞

･ VOC排出抑制の手引き（第3版）（カラー48p）
･手引きの参考資料（第3版）（簡易製本137p）

以下のURLよりダウンロード可能
http://www.jemai.or.jp/tech/material.html
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・対象者
ばい煙、揮発性有機化合物等大気汚染の原因となる特定物質
排出者

・貸付対象設備
特定の公害防止施設等取得時（吸着、分解または分離装置等）

・融資限度額
7億2千万円

・返済期間
20年以内

・利率
特別利率③（4億円まで、4億円超部分は基準利率）

◆株式会社日本政策金融公庫（環境・エネルギー対策資金）

大
気
汚
染
関
連

（３）融資制度
VOC排出抑制のための設備設置等の取得等への融資
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ＶＯＣの発生抑制のため下記の基準を追加

◆2019年2月閣議決定

役
務
・

印
刷
・

オ
フ
セ
ッ
ト

（２）環境物品等の調達の推進に関する基本方針
調達基準においてＶＯＣ発生抑制基準の強化

次のいずれかの対策を講じていること。

・水なし印刷システムを導入していること。
・湿し水循環システムを導入していること。
・VOC対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。
・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システ

ムを導入していること。
・VOC対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。
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・大気環境保全を図るため、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を環境省及び資源エネルギー庁で認定

・給油所全体の燃料蒸発ガス回収率に応じて4段階で認定

・303件認定（2019年9月30日時点）
各ランクの認定件数

S：0件、A：268件、B：12件、C：23件

◆2018年7月開始

制
度
の
概
要

（１）認定制度
大気環境配慮型ＳＳ（e→AS（イーアス））



VOCを削減することで多くのメリットがあります！

� コスト削減に繋がる
溶剤や原料の無駄な蒸発を防ぐことにより、原材料費を削減できる。
廃溶剤の発生量が減少し、廃棄物処理費を削減できる。
燃焼施設のエネルギーの一部として、エネルギー利用ができる。

� 作業環境の改善
作業場に漏れるVOCが削減され、作業員の健康保持に貢献
作業場がきれいになり、作業意欲が向上する。

� 企業の社会的評価の向上
大気汚染防止に貢献することで、社会貢献に繋がる。
環境対策に積極的な企業であることをアピールできる。
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ご清聴ありがとうご
ざいました。




