
ガス発生を伴う屋内・屋外作業が大気環境／
作業環境に及ぼす影響についての調査研究

（安全安心で質の高い社会の構築へ）

光明理化学工業株式会社



作業環境改善

大気環境改善 工場などからVOC※(有機ガス)排出
→大気汚染の原因になります
（光化学スモッグ、PMなど、健康被害の原因）

ガスの漏れ
ガスの漏れ

『屋外作業』については、ガス排出抑制に
改善の余地がみられる場合があります

爆発や毒性ガスによる死傷事故を防ぐ必要
があります

労働安全衛生の観点から、ガスの発生を抑
えることは重要です

※VOC: 揮発性有機化合物 トルエン、キシレン、メタノールなど

※VOCの他、一酸化炭素や硫化水素などの無機ガスも含む

簡単に各種ガス濃度を測定できるガス検知管を用いて、環境改善に寄与します

大気環境・作業環境を改善し、安全・安心な生活環境、職場作りに貢献します

ガスをポンプで吸引し、検知管の変色を見るだけで簡単に
ガス濃度を測定できます。
220種類以上のガス濃度の測定ができます。

【検知管とは】

検知管

使用方法

ポンプ

大気環境・労働安全衛生概要



ガスの測定はどのように実施するか？

「場」の測定 環境は大丈夫か？ 個人ばく露測定 健康への影響

捕集 捕集

脱着

分析

HPLC GC 分光光度計

「場」の測定 環境は大丈夫か？

●精密分析法 ●簡易分析法

真空法

妨害ガスの問題少ない
時間・コストが掛かる すぐに結果がでない

妨害ガスの問題 安価
短時間 現場で結果確認

エアーサンプラｰ

センサ式測定器



研究概要について

屋内・屋外作業における作業内容と化学物質の発生状況等を調査し、
ガス検知管を用いた低コスト・短時間・簡易な作業測定方法を確立
させる

化学分析による現場での判定は困難・高コスト・時間がかかる



ガス検知管法について

トルエンガス通気

いつでも、どこでも、だれでもガス濃度を測定することができる

安価 無機ガス・有機ガス200種類以上測定可能

ガス検知管

真空法ガス採取器（AP-20）

各種化学反応による変色

低濃度測定用に・・ エアーサンプラー



研究計画
項目 概要

川崎市で使用されている
VOCの調査

川崎市で使用件数の多いVOC
に対して、どこまで検知管が
使用できるか調査

新規検知管の開発 川崎市使用VOC
検知管で測定できるように

検知管を用いた現場測定手法
の確立

現場で実際に測定し、現場で
の検知管の有効性を確認する



No 物質名 事業所数 No 物質名 事業所数
1 トルエン 15 22 12エポキシブタン 1
2 キシレン 11 23 12ジクロロエタン 1
3 13ブタジエン 7 24 3クロロ2メチル1プロペン 1
4 エチルベンゼン 7 25 HCFC22 1
5 nヘキサン 5 26 ＮＮ-ジメチルアセトアミド 1
6 エチレンオキシド 5 27 α-メチルスチレン 1
7 スチレン 5 28 アクリル酸メチル 1
8 アクリロニトリル 4 29 アセトニトリル 1
9 ベンゼン 4 30 アリルアルコール 1

10 アクリル酸エチル 3 31 塩化アリル 1
11 アセトアルデヒド 3 32 クロロホルム 1
12 イソプレン 3 33 四塩化炭素 1
13 酸化プロピレン 3 34 ジシクロペンタジエン 1
14 1,2,4-トリメチルベンゼン 2 35 デカノール 1
15 1,3,5-トリメチルベンゼン 2 36 ナフタレン 1
16 EGMEE 2 37 フッ化水素 1
17 ＮＮ-ジメチルホルムアミド 2 38 ホルムアルデヒド 1
18 アクリル酸nブチル 2 39 無機シアン 1
19 塩化ビニル 2 40 無水マレイン酸 1
20 塩化メチル 2 41 メタクリル酸 1
21 酢酸ビニル 2 42 メタクリル酸メチル 1

研究項目1  川崎市で使用されている揮発性化学物質の調査 (排出量50t/年以上事業所)

42種類中、7種類（黄色セル）の測定が不可能であった

このうち、3種類（1,3,5-トリメチルベンゼン、α-メチルスチレン、アセトニトリル）
の検知管での測定を検討



研究項目2 川崎市で使用されているVOCの検知管開発

1,3,5-トリメチルベンゼン（15位）

α-メチルスチレン（27位）

アセトニトリル（29位）

管理濃度：設定されていない
許容濃度：25ppm

1ppm = 9ppmC  大気排出VOC 44～155ppm

大気環境排出VOC基準値（貯蔵所以外）
400～1400ppmC 

管理濃度：設定されていない
許容濃度：50ppm

1ppm = 9ppmC  大気排出VOC 44～155ppm

CH3CN

管理濃度：設定されていない
許容濃度：20ppm

1ppm = 2ppmC  大気排出VOC 200～700ppm



①プラスチック製品成型工場
②篩作業所
③化学洗浄
④廃液置き場（化学製品製造工場）
⑤部品加熱処理作業所
⑥化学分析室

研究項目３ 検知管を用いた現場測定手法の確立

検知管の有効性を確認するため、現場で実際に測定し、現場測定
での課題の洗い出しを行った。

以下の６作業所の現場測定を実施した



現場担当者ヒアリングにより明確になった問題
現状 確認された課題 解決策
リスクアセスメントは、事業者
自らがリスクについて考え、ア
プローチする。

毎日作業している事業者は、作
業が当たり前になり、リスクを
リスクと思わない。

事業者以外、もしくは部門外の
第三者がリスクの評価を行う。
評価を行うにあたり、少なくと
も終日は標準的な作業内容を観
察し、事前調査を行う。

作業者に化学の知識がなく、対
策が困難。

リスクアセスメントのセミナー
等を受けても、自社該当の物質
とは限らず、参考にならない。

部門外・社外リソースを使用し
てでも、現場での調査に化学に
詳しいものを同行させる。

化学物質の廃棄物を貯蔵する場
所が社内に一箇所しかなく、少
量でも部署間を移動している。

移動の間、漏洩のリスクを高め
ている。また、事故やトラブル
があった場合の対応・責任体制
が不明確。他部署が持参した化
学物質の詳細は理解していない
場合がある。

各部署に処理タンクを設ける。
部署間で合同の緊急対応訓練を
行う。他部署に廃棄物を移動さ
せる場合は、物質の詳細を事前
に説明する。

局所排気装置の無い場所で、有
機溶剤を含む廃材からガス発生
源となっている。

ガスが発生しているという認識
がなく、問題とは考えていな
かった。

作業者の目の前で（もしくは作
業者本人に）検知管を測定し、
認識を改めさせる。
また、問題となる現場をチェッ
クし、対策対象とする。

その他
・測定は考えたこともない
・使用しているものからガスが出ているかどうか知らない
・有害なものであることも知らなかった

測定する以前の課題も多いことが確認された



研究実績まとめ
項目 概要

川崎市で使用されている
VOCの調査

上位42種類中、35種類の測定が可能（83%）

新規検知管の開発 検知管を用いた1,3,5-トリメチルベンゼン、
α-メチルスチレン、アセトニトリルの測定手
法の開発

検知管を用いた現場測定
手法の確立

成型工場、篩作業所、化学洗浄、廃液置き場
（化学工場）、加熱処理、化学分析室の現場
で測定

課題の洗い出しを行った



次年度研究予定

①検知管で計測出来ない残りの4種
検知管での測定手法確立の検討

②現場測定での課題洗い出しの継続実施
・溶剤での洗浄工場、化学分析室など予定

③検知管使用方法の紹介、測定事例などの資料を作成
環境改善のために活用していただく


