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第 1 章 大気汚染の規制 

1.1.1 環境関連法体系  

環境の保全についての具体的な実現に向け，環境基本法は制定されている。環境

基本法に規定された３つの基本的理念（環境の恵沢の享受と継承等）（環境への負荷

の少ない持続的発展が可能な社会の構築等）（国際的協調による地球環境保全の積極

的推進）の下に，各種の環境関連法令が位置づけられている。  

ここでは，公害関係に主眼をおいて，主な環境関連法令について環境基本法から

環境分野別に分けて一覧にした。なお，複数の環境分野に関わる法令もある。  

 

 

 
図１.１.１ 環境関連法体系図  
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1.1.2 環境基準 
 環境基本法では，環境汚染の改善目標として環境基準を定めている。 

 環境基準は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件

について，「人の健康を保護し，及び生活環境を保全する上で維持されることが望

ましい基準」を定めたものであり，汚染等防止に関する施策について，汚染等が進

行している地域にあっては，汚染等の改善の目標となり，汚染等が進行していない

地域にあっては，汚染等の未然防止の指針となるべきものである。 

 また，環境基準は，現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められている

ものであり，常に新しい科学的知見の収集に努め，適切な科学的判断が加えられ必

要な改定がなされなければならないものである。 

環境基本法 

第三節 環境基準 

第十六条 政府は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環

境上の条件について，それぞれ，人の健康を保護し，及び生活環境を保全

する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 

２ 前項の基準が，二以上の類型を設け，かつ，それぞれの類型を当てはめ

る地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には，その地域又

は水域の指定に関する事務は，次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応

じ，当該各号に定める者が行うものとする。 

一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定める

もの 政府 

二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げ

る地域又は水域の区分に応じ，当該イ又はロに定める者 

イ 騒音に係る基準（航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の

騒音に係る基準を除く。）の類型を当てはめる地域であって市に属する

もの その地域が属する市の長 

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都

道府県の知事 

３ 第一項の基準については，常に適切な科学的判断が加えられ，必要な改

定がなされなければならない。 

４ 政府は，この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下

「公害の防止に関する施策」という。）を総合的かつ有効適切に講ずること

により，第一項の基準が確保されるように努めなければならない。  
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1.1.2.1 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

二酸化いおう 

（ SO2） 

(S48. 5 .16 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.04 ppm 以下であり，かつ，

１時間値が 0.1 ppm 以下であ

ること 

溶液導電率法又は紫外線蛍

光法 

一酸化炭素 

（CO） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値の１日平均値が 

10 ppm 以下であり，かつ， 

１ 時 間 値 の ８ 時 間 平 均 値 が

20 ppm 以下であること 

非分散型赤外分析計を用い

る方法 

浮遊粒子状物質 

（ SPM） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.10 mg/m 3 以下であり，かつ， 

１時間値が 0.20 mg/m 3 以下で

あること 

濾過捕集による重量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された重量濃度と直

線的な関係を有する量が得

られる光散乱法，圧電天びん

法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素 

（NO2） 

(S53. 7 .11 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.04 ppm から 0.06 ppm までの

ゾーン内又はそれ以下である

こと 

ザルツマン試薬を用いる吸

光光度法又はオゾンを用い

る化学発光法 

光化学オキシダント 

（Ox） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値が 0.06 ppm 以下であ

ること 

中性ヨウ化カリウム溶液を

用いる吸光光度法若しくは

電量法，紫外線吸収法又はエ

チレンを用いる化学発光法 

微小粒子状物質 

（ PM2.5） 

(H21.9.9 告示) 

１年平均値が 15 μ g/m3 以下

であり，かつ，１日平均値が

35 μ g/m3 以下であること 

濾過捕集による質量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された質量濃度と等

価な値が得られると認めら

れる自動測定機による方法 
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ベンゼン 

(H9.2.4 告示) 

１年平均値が 0.003 mg/m 3 以

下であること 

キャニスター若しくは捕集

管により採取した試料をガ

スクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法又は

これと同等以上の性能を有

すると認められる方法 

トリクロロエチレン 

（H30.11.19 告示） 

 

１年平均値が 0.13 mg/m 3 以下

であること 

テトラクロロエチレ

ン 

(H9.2.4 告示) 

１年平均値が 0.2 mg/m 3 以下

であること 

ジクロロメタン 

(H13.4.20 告示) 

１年平均値が 0.15 mg/m 3 以下

であること 

 

1.1.2.2 ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

ダイオキシン類 

(H11.12.27 告示) 

1 年平均値が0.6 pg-TEQ/m 3以

下であること 

ポリウレタンフォームを装

着した採取筒をろ紙後段に

取り付けたエアサンプラー

により採取した試料を高分

解能ガスクロマトグラフ質

量分析計により測定する方

法 

 

1.1.2.3 大気汚染に係る指針 

光 化 学 オ キ シ ダ ン ト の

生 成 防 止 の た め の 大 気

中炭化水素濃度の指針 

(S51.8.13 答申) 

 光化学オキシダントの日最高１時間値 0.06ppm に対

応する午前６時から９時までの非メタン炭化水素の３

時間平均値は，0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。 
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1.1.3 大気汚染防止法の概要 

1.1.3.1 目的 
 大気汚染防止法（以下，大防法という。）は，昭和43 年に制定された。この法律

は，「大気の汚染に関し，国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため」，

次の事項を実施する。  

①工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙，揮発

性有機化合物及び粉じんの排出等を規制  

②水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場に

おける事業活動に伴う水銀等の排出を規制  

③有害大気汚染物質対策の実施を推進  

④自動車排出ガスに係る許容限度を定めること  

これらとともに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業

者の損害賠償の責任について定めることにより，被害者の保護を図ることを目的と

している。  

 

1.1.3.2 制度の概要 
 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として，

「環境基準」が環境基本法において設定されており，大気環境に係る環境基準を達

成することを目標に，大防法に基づいて規制を実施している。  

 大防法では固定発生源（工場や事業場）における対策として，固定発生源から排

出又は飛散する大気汚染物質について，物質の種類ごと，施設の種類・規模ごとに

排出基準が定められており，大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければな

らない。  

 

1.1.3.3 ばい煙の排出規制 
  「ばい煙」とは，物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物，ばいじん，有害物質（ 1)

カドミウム及びその化合物，2) 塩素及び塩化水素，3) 弗素，弗化水素及び弗化珪素，

4) 鉛及びその化合物， 5 )  窒素酸化物）をいう。大防法では，ばい煙を排出する一

定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として次のとおり定めて届出制を設け，ば

い煙の排出規制を実施している。  

１ .ボイラー，２ .ガス発生炉，加熱炉，３ .金属精錬又は無機化学工業品製造用

の焙焼炉，焼結炉，煆焼炉，４ .金属精錬用の溶鉱炉，転炉，平炉，５ .金属精製

又は鋳造用の溶解炉，６ .金属の鍛造，圧延，熱処理用の加熱炉，７ .石油製品製

造用の加熱炉，８ .流動接触分解装置の触媒再生塔，８の２ .硫黄回収装置の燃焼

炉，９ .窯業用焼成炉，溶解炉，１０ .無機化学工業品又は食料品製造用反応炉，



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 1編 第1章 大気汚染の規制 

 6 © JEMCA 2021  

直火炉，１１ .乾燥炉，１２ .製鋼用等の電気炉，１３ .廃棄物焼却炉，１４ .銅，

鉛又は亜鉛の精錬用の焙焼炉，焼結炉，溶鉱炉，転炉，溶解炉，乾燥炉，１５ .

カドミウム系顔料等製造用の乾燥施設，１６ .塩素化エチレン製造用の塩素急速

冷却装置，１７ .塩化第二鉄製造用の溶解槽，１８ .活性炭製造用の反応炉，１９ .

化学製品製造用塩素反応施設，塩化水素反応施設，塩化水素吸収施設，２０ .ア

ルミニウム精錬用の電解炉，２１ .燐，燐酸質肥料等製造用の反応施設，濃縮施

設，焼成炉，溶解炉，２２ .弗酸製造用の凝縮施設，吸収施設，蒸留施設，２３ .

トリポリ燐酸ナトリウム製造用の反応施設，乾燥炉，焼成炉，２４ .鉛の第二次

精錬等用の溶解炉，２５ .鉛蓄電池製造用の溶解炉，２６ .鉛系顔料製造用の溶解

炉，反射炉，反応炉，乾燥施設，２７ .硝酸製造用の吸収施設，漂白施設，濃縮

施設，２８ .コークス炉，２９ガスタービン，３０ .ディーゼル機関，３１ .ガス機

関，３２ .ガソリン機関  

 

・ばい煙の排出基準には，次の四種類の基準がある。  

一般排出基準  ばい煙発生施設ごとに国が定める基準  

特別排出基準  大気汚染の深刻な地域において，新設されるばい煙発生施設

に適用されるより厳しい基準（いおう酸化物，ばいじん）  

上 乗 せ 排 出 基

準  

一般排出基準，特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地

域において，都道府県が条例によって定めるより厳しい基準（ば

いじん，有害物質）  

総量規制基準  工場又は事業場が集合している地域で，排出基準のみでは環

境基準の確保が困難な地域において，都道府県知事が定める大

規模工場に適用される工場ごとの基準（いおう酸化物及び窒素

酸化物）  

 

・排出基準に係る都道府県知事の権限  

改善命令等  都道府県知事は，ばい煙排出者が，そのばい煙量又はばい煙

濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して

排出するおそれがあると認めるときは，その者に対し，期限を

定めて，当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しく

は当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命

じ，又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることが

できる。  

都道府県知事は，総量規制基準に適合しない指定ばい煙（い

おう酸化物又は窒素酸化物）が継続して排出されるおそれがあ
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ると認めるときは，当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者

に対し，期限を定めて，当該特定工場等における指定ばい煙の

処理の方法の改善，使用燃料の変更その他必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。  

報告及び検査  都道府県の職員は，ばい煙発生施設の状況等必要な事項の報

告を求め，又は工場若しくは事業場に立ち入り，ばい煙発生施

設等その他の物件を検査することができる。  

緊急時の措置  大気汚染が深刻な状態（政令で定めるレベル）になったとき

は，都道府県知事は，一般にその事態を周知させるとともに，

ばい煙排出者に対して，排出量の削減を要請する。  

 注） 大防法の都道府県知事の権限に属する事務の一部は，政令市の長等に関す

る規定として，政令市の長等に適用がある。  

 

・ばい煙排出者に対する測定義務  

ばい煙排出者は，定められた頻度，測定方法により，ばい煙発生施設に係る

ばい煙量又はばい煙濃度を測定し，その結果を記録し，これを３年間保存しな

ければならない。  

 

・事故時の措置  

 故障，破損その他の事故が起こり，ばい煙又は特定物質※が大気中に多量に排

出されたとき，排出者は直ちに応急の措置を講じ，速やかな復旧に努めるととも

に事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。都道府県知事は，事故

により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは，排出者に対し

て，必要な措置をとるようを命ずることができる。  

※「特定物質」とは，物の合成，分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち，人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質： (1 )アンモニア， (2 )弗化水

素， (3 )シアン化水素， ( 4 )一酸化炭素， (5 )ホルムアルデヒド， (6 )メタノール， (7 )硫化水

素， (8 )燐化水素， (9 )塩化水素， (1 0)二酸化窒素， (1 1 )アクロレイン， (1 2)二酸化硫黄， (1 3 )

塩素， (1 4 )二硫化炭素， (1 5 )ベンゼン， (1 6 )ピリジン， (1 7 )フェノール， (1 8 )硫酸（三酸化硫

黄を含む）， (19 )弗化珪素， (2 0 )ホスゲン， (2 1 )二酸化セレン， (2 2 )クロルスルホン酸， (2 3 )

黄燐， (2 4 )三塩化燐， (2 5)臭素， (2 6 )ニッケルカルボニル， (27 )五塩化燐， (2 8 )メルカプタン  

 

1.1.3.4 有害大気汚染物質の対策の推進（平成９年から） 
 「有害大気汚染物質」とは，低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ず

るおそれのある物質のことをいい，該当する可能性のある物質として現在， 248 種類
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の物質があり，そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）とし

て 23 種類がリストアップされている。優先取組物質のうち，ベンゼン，トリクロロ

エチレン，テトラクロロエチレンが指定物質とされ，それぞれ指定物質抑制基準が定

められている。また，この 3 つの指定物質にジクロロメタンを加えた 4 物質につい

て，環境基準値が定められている。  

 

1.1.3.5 揮発性有機化合物の排出の規制等（平成 18 年から） 
 浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策の一環として，その原因物質の一つで

ある「揮発性有機化合物（VOC）」の排出及び飛散の抑制を図ることを目的に，VOC の

排出規制が追加された。  

 VOC とは，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る物質）をいう。大防法では，塗装施設，

印刷施設など９の項目に分けて，一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」

として定められている。  

 VOC の排出及び飛散の抑制に関する施策は，VOC の排出の規制と事業者が自主的に

行う VOC の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施

することとされている。「揮発性有機化合物排出施設」は，届出制とするとともに，排

出基準の遵守，測定の義務などの事業者の責務が課せられている。  

 

1.1.3.6 水銀等の排出の規制等（平成 30 年から） 
 水銀等が人の健康及び環境に及ぼすリスクを低減させるため，水銀等に対して産出，

使用，環境への排出，廃棄等そのライフサイクル全般にわたって包括的な規制を行う

条約である「水銀に関する水俣条約」の大気への排出規制の的確かつ円滑な実施を確

保するため，大防法に水銀等の排出規制が追加された。  

 工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち，水俣条

約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものを「水銀排出施設」として定め，

届出制とするとともに，排出基準の遵守，水銀濃度の測定及び測定結果の保存等を義

務付けた。  

 

 

 

 

 


