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Ozone, a photochemical oxidant and the main constituent of photochemical smog, is not 
emitted directly from combustion sources, but is formed in the lower atmosphere in the presence 
of sunlight from NOx and volatile organic compounds (VOCs). 

The VOCs are emitted from a variety of man-made sources including road traffic, production 
and use of organic chemicals (as well as being included as a solvent in paints, adhesives, and 
inks, VOCs are utilized in a variety of different fields, such as in processes involving the cleaning 
of metal parts and in dry-cleaning operations), transport and use of crude oil, the use and 
distribution of natural gas and, to a lesser extent, from waste disposal sites and waste-water 
treatment plants. Vegetation and other natural sources also account for some VOC emissions. 
Cities in warmer, sunny location with high traffic densities tend to be especially prone to the net 
formation of O3 and other photochemical oxidants from precursor emissions. 

Certain VOC substances have an odor or are hazardous in some respect. Such substances 
are treated not only as VOCs but also as hazardous atmospheric pollutants under the Air 
Pollution Control Law. In addition, such substances are also governed by controls set forth in the 
Offensive Odor Control Law and subject to mandatory notifications under a PRTR (pollutant 
release and transfer register) protocol. 

What are VOCs ? 

Estimated VOCs emissions by source, 2010 



 

 

－ トップランナー企業と東京都の環境戦略 － 

私たちは、環境にやさしい「低ＶＯＣ塗装工事」を開始します！（50 音順）

首都高速道路株式会社 東京ガス株式会社 東京電力株式会社

中央環状新宿線トンネル部 
（豊島区、中野区）他 

VOC 削減率:約 90%  18 年度工事

板橋整圧所 球形ホルダー 
（板橋区新河岸二丁目）他 

VOC 削減率:21%   10 月から工事 

154kV，66kV 送電鉄塔 
（板橋区，杉並区）他 

VOC 削減率:約 28% ３月の工事

日本電波塔株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東京都建設局

東京タワー展望台上部柱 
（港区芝公園三丁目） 

VOC 削減率:88%  3 月から試験塗装 

JR 常磐線三河島こ線線路橋 
（荒川区西日暮里一丁目） 

VOC 削減率:約 80% ８月から工事

隅田川 白鬚橋 
（墨田区東向島 付近） 

VOC 削減率:22%  18 年度夏季工事

・to small-to
-medium-sized
business companies

・for free

 

参考文献：[1]クロロカーボン衛生協会｢クロロカーボン適正使用ハンドブック｣(2000), [2]出尾隆志, 塩素系溶剤の使用量削減につ

いて（下）, 潤滑経済(1997 年 6 月号).  
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金属等表面処理
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 ＶＯＣ削減効果 

10～50％ 

 

 イニシャルコスト

1～10万円 

 

 ランニングコスト

変わらない 

相談先 

 東京都鍍金工業組合

日本産業洗浄協議会

クロロカーボン衛生協会

ポイント！ 

洗浄槽の上部に蓋をすることによって、洗浄槽内部からの溶剤蒸気の拡散が

防げるので、溶剤蒸気の槽外への流出を減らせます。

解説 
［対策①：非稼働時には蓋で覆う］ 

洗浄作業を行っていない時には、できるだけ密閉度の高い蓋で洗浄槽の開

口部を覆うようにしましょう。

＜対策実施による効果の例（夜間未稼働時）＞ 

対策 効果 

蓋なしの場合 液温：約 20℃、冷却水停止、風なしの条件では、 

ロス量：約 0.1～0.2kg/m2hr 程度 

蓋ありの場合 上記の約 1/2～1/4 程度まで減る 

（出典：脚注の参考文献[2]） 

［対策②：部分的な覆いを取り付ける、洗浄液の露出面積を小さくする］ 

洗浄作業や装置の都合上、洗浄槽の上面全体を覆うことが困難な場合、板な

どで部分的に覆い、開口面積を小さくすることで、洗浄槽内への風の舞い込み

を抑えることができます。また、洗浄液の露出面積を小さくすることも排出対策に

なります。 

留意事項 
・蓋の開閉に伴って、洗浄槽内の溶剤蒸気も移動するので、頻繁な蓋の開閉
は、かえって逆効果になる場合があります。 

・蓋の開閉による洗浄槽内のガスの動きは、スモークテスターを使えばよく
分かります。 

関連事項
・「1-13 蓋の設置位置の確認」も参照してください。

低←1 2 3 4 5→高 

低←1 2 3 4 5→高 

低←1  2  3→高 

Low-VOC coatings 

Adviser Dispatching Program 

Technical Handbooks 

 The adviser visits industrial facilities 
and provides advice about effective 
countermeasures according to actual 
conditions of VOCs usage. 

TMG is supporting the small-to-medium 
-sized business companies’ voluntary
efforts by distributing technical handbooks
for effective control of VOC emissions.




