
 

 

 

 

付録-35 

２ 用 語 解 説 

 

（あ） 

アイドリング 

 自動車は停止しているがエンジンが動いている状

態をいう。不要なアイドリングは燃料を無駄に消費

し、大気汚染等の原因となっている。 

 

アジェンダ21 

 1992年の地球サミットで採択された「21世紀に

むけて持続可能な開発を実現するための行動計

画」をいう。 

 

アスベスト 

 天然に産出する鉱物のうちで、高い抗張力と柔

軟性を持つ絹糸状光沢の特異な繊維状集合をな

すものの俗称である。石綿ともいい、耐熱性、耐薬

品性に優れた性質を持つことから、建築物の耐火

被覆材、保湿材、吸音材及び自動車のブレーキラ

イニング等に多く使われている。微細な繊維の状態

で容易に大気に浮遊し、これを吸引することにより

肺癌、悪性中皮腫等の健康被害を起こすことがあ

る。 

大気汚染防止法では、石綿を特定粉じんと規

定し、また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」では、特別管理産業廃棄物の特定有害産業

廃棄物に指定し、排出や、処理の方法等について

規制している。 

 

アメニティ（Amenity） 

 一般的に快適性の質や物事を表す概念で、場

所、気候、環境等の快適さや、快適な場所や景

色等を意味する。環境省では「快適な環境」と訳し

ている。OECD（経済協力開発機構）の報告書

「日本の環境政策」の中で、日本は公害防除では

成功したが、アメニティの追求では積極性に欠ける

と指摘された。 

 

アルキル水銀（R-Hg） 

有機水銀化合物の一種で、この中に含まれるメ

チル水銀、エチル水銀は人間の神経をおかす。「水

俣病」の原因物質とされており、アルキル水銀を含

む魚介類を長期に摂取すると慢性中毒となり、視

覚、聴力、言語障害、視野の狭さく、手足のまひ

等の中枢神経障害等を起こして死亡する場合が

ある。主な発生源は化学工場等である。 

 

赤潮 

 プランクトンの異常増殖により海水が着色する現

象。有害プランクトンや一時的に酸素消費量が増

大することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死

等漁業被害を伴うこともある。 

 赤潮の発生は閉鎖性水域で起こりやすく、窒素、

リン等の栄養塩類の流入等による富栄養化の進

行が基本的発生原因とされているが、底質から海

水への溶出及び降雨、河川水の大量流入による

塩素量の低下等の原因も指摘されている。 

 

悪臭物質 

 不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうお

それのある物質をいう。アンモニア、メチルメルカプタ

ン、硫化水素等22物質が悪臭防止法に指定され

ている。 

 

亜酸化窒素［一酸化二窒素］（N2O） 

温室効果ガスの一つ。主な排出源は燃料の燃

焼、ナイロンの原料であるアジピン酸製造に伴うも

の等である。 

 

（い） 

硫黄酸化物（SOx） 

 重油等の燃料に含まれている硫黄分が燃焼して

発生するガスで、一般的に燃焼過程で発生するの

は大部分が二酸化硫黄（SO2：亜硫酸ガス）で

あり、無水硫酸（SO3）が若干混じる。環境基準

は、二酸化硫黄について定められている。硫黄酸

化物は無色で人の呼吸器に影響を与えたり、植物
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を枯らしたりする。 

 

1,1,1－トリクロロエタン（CCL3－CH3） 

 →有機塩素系化学物質 参照 

 

一酸化炭素（CO） 

 炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生し、

環境基準が定められている。一酸化炭素が体内に

吸収されると血液中のヘモグロビンと結合して酸素

の補給を妨げ貧血を起こしたり、中枢神経を麻痺

させたりする。 

 

一酸化窒素（NO） 

→ 窒素酸化物参照 

 

移動発生源（Mobile emission source） 

 移動しながら汚染物質を排出する発生源。大気

汚染物質の発生源として使われ、自動車、船舶、

航空機、鉄道等がある。 

 

（え） 

エコステーション 

 天然ガス自動車に天然ガス（CNG）を供給す

る充填設備や、電気自動車に電気を供給する充

填設備等低公害車用の燃料を供給する施設をい

う。 

 

エコマーク 

 環境保全に貢献する商品につけられているマーク。

ドイツでは環境保護マーク（通称エンゼルマーク）

として1978年に導入された。日本では1989（平

成元）年2月に導入、同年7～8月頃から店頭に

登場した。エコマーク商品の認定は環境省の指導

のもとで（財）日本環境協会が行っている。 

 

MPN（most probable number 最確数） 

 推計学的に最も確からしい数。環境基準におけ

る大腸菌群数の表示方法。 

 

NPO（Non-Profit Organization 非営利

民間組織） 

営利を目的とせず、公益のために活動する民間

団体の総称。 

（お） 

オオタカ 

猛禽類の一種。里山と呼ばれる環境（低山地

の林等）に好んで生息する。｢絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律｣で国内希

少動物種に指定されている。 

 

温室効果ガス 

赤外線放射を吸収する二酸化炭素やメタン等の

ガスを温室効果ガスという。大気中の温室効果ガ

スの濃度が上がると宇宙への赤外線放射が妨げら

れて地球温暖化の原因となる。 

→二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフ

ルオロカーボン、パーフルオロカーボン、フッ化窒素、

六フッ化硫黄参照 

 

汚濁負荷量 

 汚濁物質が水の環境に一定期間に与える影響

の総量を表す数値であり、ppmで代表される汚濁

物質濃度と対比される。汚濁負荷量は、濃度と排

水量の積として算出される。たとえば、汚水に含ま

れる化学的酸素求量（COD）が50mg/Lで、

排水量が20㎥/日（20,000 L/日）の場合の

COD の 汚 濁 負荷量 は 、 50 × 20,000 ＝

1,000,000mg/日（1kg/日）となる。 

 

汚泥 

 洗浄施設や排水処理施設に入った排水に、凝

集剤、活性汚泥等を添加して沈殿させたもの、ま

た製造過程において不要となった泥状のもの。 

 

屋上緑化 

 ビル等の屋上に植物を植えて緑化することをいう。

温室効果ガスである二酸化炭素の吸収やヒートア

イランド現象の緩和に役立つ。平成13年5月に都
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市緑地保全法が改正され、ビルやマンションの敷地

や屋上に緑地を作った場合、固定資産税が軽減

されることになった。 

 

（か） 

界面活性剤 

 液体に溶かしたときその液体の表面張力を著しく

低下させる物質。水と油のようにお互いに混ざり合

わない2つの液体を一つに溶けるようにするため、汚

れを落とす働きがある。洗剤、乳化剤、可溶化剤

等工業分野で広く使われる。古くから日常生活で

使われている界面活性剤の代表としては、石けん

が挙げられる。 

 

外来種 

人間の行為により他の地域（自然分布域外）

から持ち込まれた生物種のことをいう。在来種に対

して使われる。 

 

環境影響評価［環境アセスメント］ 

 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事

業等の実施に際し、その影響の程度や範囲につい

て事前に十分な調査、予測及び評価を行うととも

に、その結果を公表して地域住民の意見を聞き、

十分な環境保全対策を講じようとするものであり、

環境汚染や環境破壊を未然に防止する有力な手

段としてその必要性は広く認識されている。 

 

環境マネジメントシステム［EMS］ 

（Environmental Management 

System） 

 企業、事業所、学校等のあらゆる組織が環境問

題に効果的･効率的に取り組み、環境経営（事

業所がもたらす環境への負荷の低減を図るとともに、

積極的に環境への取組を行う等、持続可能な循

環型社会をめざす企業経営及びその行動全体）

を行うに当たっての基本的な仕組みであり、組織全

体の経営及び管理システムの一部を構成するも

の。 

 

環境会計 

 事業活動における環境保全のためのコストとその

活動により得られた効果を可能な限り定量的（貨

幣単位又は物量単位で表示）に把握、測定、分

析し、公表するための仕組み。 

 

環境基準 

 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をいう。現在、大気汚

染、水質汚濁、地下水質、土壌汚染、騒音（一

般環境騒音、道路騒音、航空機騒音及び新幹

線鉄道騒音）に係る環境基準が定められている。 

 

環境共生住宅 

 「地球環境の保全」、「地球環境との親和性」、

「室内環境の健康・快適性」の3つの課題に対応で

きるように環境に配慮した住宅をいう。 

 財団法人 建築・環境省エネルギー機構では、

平成11年3月に「環境共生住宅認定制度」を創

設し、省資源や省エネルギーの活用等を広めてい

る。 

 

感染性廃棄物 

 医療関係機関等から発生する廃棄物で、形状、

排出場所、感染症の種類の観点から、廃棄物処

理法に基づく「感染性廃棄物処理マニュアル」にお

いて定義され、その処理基準は、特別管理廃棄物

として、密閉した容器での収集運搬や感染性を失

わせる処分方法等が定められている。 

 

感潮域（区間） 

 海水の及ぶ海岸線や入り江、又は海に流れ込む

河川の河口域や河岸で海水の干潮によって水位

が変化する地域のこと。 

 河川の下流部では、川の水面と海水面の高さが

近くなり満潮時には海水が河川へ逆流する。このよ

うな、河川にあって潮の満ち引きの影響を受ける範

囲を感潮域という。河川においては、普通、汽水域

よりも広い意味で用いる。 
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（き） 

逆転層 

 大気の温度は上空へ行くにしたがって低くなるの

が普通であるが、種々の気象条件で上空の方の

気温が高くなっている気層が存在する場合を逆転

層という。逆転層が形成されると、地上で発生した

ばい煙等の汚染物質が上空へ拡散されにくくなり、

汚染物質の地上濃度が高まる。 

 

共生 

環境関連では、異なった生物が密接な関係をも

って一緒に生活する状態のことを指すことが多い。 

 

CASBEE 

 「CASBEE」（建築環境総合性能評価システ

ム）は、建築物の環境性能で評価し格付けする

手法である。省エネルギーや環境負荷の少ない資

機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快

適性や景観への配慮等も含めた建物の品質を総

合的に評価するシステムである。 

 

（く） 

グリーン購入 

商品やサービス等の購入にあたって、環境への負

荷が少ないものを優先して購入することをいう。 

国においては、平成13年度から「国等における

環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリ

ーン購入法）」が実施されている。 

 また、環境に配慮した商品の優先的購入を普及

するため、消費者団体、企業、環境庁（現、環境

省）等の行政機関が加入して1996年2月にグリ

ーン購入ネットワークの組織が発足している。 

 

クロム（Cr） 

 空気及び湿気に対してきわめて安定で、硬い金

属であるので日用品、装飾品を始めとして広く鍍金
メ ッ キ

に利用されている。クロム化合物のうち、毒性が問

題となるのは六価クロム化合物であるクロム酸、重

クロム酸の塩である。クロム酸は皮膚、粘膜の腐食

性が強く、体内に吸収されたクロムイオンは細胞毒

として作用していることが知られており、クロムイオン

を含む水の摂取が続けば肝臓のほか腎臓及び脾

臓に蓄積することが確かめられている。 

 

（け） 

健康項目（水質環境基準） 

 人の健康の保護に関する環境基準で、カドミウム、

全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキ

ル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-

ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジ

クロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリ

クロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベン

カルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの27項

目について示されている。人体にとって有害な物質

である。 

 

K値規制 

 大気汚染防止法の、ばい煙発生施設から排出

される硫黄酸化物の規制手法をいう。地域の大気

汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け、

それぞれ係数（K値）を決め、次の計算式により

求められた許容量を超えるばい煙の排出を制限す

る方法である。 

  q＝K×He2／1000 

    q＝硫黄酸化物の量 

    K＝地域ごとに定められている係数 

      （K値、 堺市は1.17) 

    He＝補正された排出口の高さ（煙突の高

さに、煙が上昇する有効な高さを加

えたもの） 

 

（こ） 

光化学オキシダント（Ox） 

 大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外

線を受けて光化学反応を起こし発生する汚染物

質で、オゾン、PAN（Peroxiacyl nitrate）等の
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強酸化性物質の総称であり、環境基準が定められ

ている。このオキシダントが原因で起こるいわゆる光

化学スモッグは、日差しの強い夏季に多く発生し、

目をチカチカさせたり、胸を苦しくさせたりすることがあ

る。 

 

公害 

 環境基本法第2条では「環境保全上の支障のう

ち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質

以外の水の状態または水底の底質が悪化すること

を含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下

（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除

く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境

（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の

生活に密接な関係のある動植物及びその生育環

境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。」と定

義されている。 

 

公害病 

 「公害病」の法律上の定義はないが、大気汚染

又は水質汚濁の影響による健康被害についての

補償制度（公害健康被害の補償等に関する法

律）では一定の要件の下に給付等を行う対象とし

て、大気汚染に係る気管支ぜん息等呼吸器系疾

患、水俣病、イタイイタイ病、慢性砒
ヒ

素中毒症が

定められている。 

 

コジェネレーション 

 エンジンやタービンの動力、燃料電池等によって

発電を行い、同時にその廃熱を利用して給湯や暖

房等2つ以上のエネルギー供給を行うシステムをい

う。従来型の発電システムでは、発電所における廃

熱や送配電ロス等により約38％程度の利用率で

あるのに対し、廃熱利用によりこれを70～80％に

まで高めることができる。このシステムの導入により、

発生エネルギー当たりの汚染物質量を低くおさえる

ことができる。 

 

コミュニティプラント 

 公共下水道が未普及の地域に宅地を開発した

り、住宅団地を建設したりする際、水質汚濁を防

止するためにし尿と家庭の雑排水を合併処理する

共同処理施設をいう。 

 

コロニー 

生物の社会集団を指す。 

 

ゴルフ場農薬汚染問題 

 ゴルフ場は、芝生の養生のために多種類、多量

の農薬を使っているところも多く、そのため水質汚濁、

特に飲料水汚染源として問題になっている。このた

め国では、平成2年から農薬についての暫定指針

を設け、現在、30種類の農薬使用を規制してい

る。 

 

鉱さい 

 主に製鉄所の溶鉱工程（高炉、平炉、転炉、

電気炉）において生ずる残渣
さ

で、その代表的なも

のに高炉スラグがある。高炉スラグには水砕スラグと

徐冷スラグがあり、徐冷スラグは路盤材等に利用さ

れている。 

 

コンクリート型枠 

 コンクリート工事でコンクリートを固める鋳型として

必要な型枠。型枠の材料に熱帯木材が使用され

ていたため、熱帯林破壊につながるとして使用削減

が叫ばれていた。堺市では平成4年度から公共事

業におけるコンクリート型枠の材料に針葉樹複合

合板等の採用を実施し、熱帯木材の使用削減に

努めている。 

 

公共用水域 

 水質汚濁防止法では、河川、湖沼、港湾、沿

岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに

接続する公共溝渠
きょ

、灌漑
かんがい

用水路、その他公共の

用に供される水路をいう。ただし、公共下水道及び

流域下水道で終末処理場を設置しているものを
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除く。 

 

公共下水道 

 主として市街地における下水を排除し、または処

理するために地方公共団体が管理する下水道で、

終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続

するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設

の相当部分が暗渠
アンキョ

である構造のものをいう。 

 

高度処理 

 下水処理水の水質をさらに向上させるために行

われる水処理法をいう。下水処理場では、標準活

性汚泥法で処理した後、SS、BODをさらに除去す

るための急速濾過法や、リン、窒素を除去するため

の嫌気好気法、担体利用窒素除去法等の導入

が検討されている。なお、担体利用窒素除去法と

は、高密度の微生物を生息させた担体により下水

中の窒素の硝化反応速度を高め窒素を除去する

方法のこと。 

 

（さ） 

最終処分場 

 一般廃棄物及び産業廃棄物を最終的に埋立

処分するのに必要な場所及び施設・設備の総体

をいう。産業廃棄物処分場には、安定型（廃プラ

スチック類等）、管理型（汚泥等）、遮断型

（有害物質を埋立基準以上含む廃棄物）があ

る。 

 

在来種  

昔からその土地で生息・生育している種のことを

いう。外来種に対して使われる。 

 

サーマルリサイクル 

 ごみの焼却等で発生する余熱エネルギーを回収

し、他の施設で再利用を図る等熱エネルギーのリサ

イクルをいう。 

 

里山 

農地にクヌギやコナラの雑木林、川やため池等が

接している二次的な自然環境のまとまりをいう。昔

は灌漑
カンガイ

用の水、燃料となる薪、堆肥用の落ち葉等

を得るために必要であり、同時に野生生物の生息

の場でもあった。 

 

酸性雨 

 硫酸や硝酸を含んだ強い酸性の雨が降る現象で

ある。雨に大気中の二酸化炭素が溶け込んで飽

和状態になった時には、若干の酸性（pH5.6程

度）を示す。これより酸性度の強い雨を酸性雨と

いう。工場や自動車から排出された硫黄酸化物や

窒素酸化物が大気中を長期間、長距離（数百

～数千km）移動する間に酸化が進み、水に溶け

やすい物質になり、ついには雨に含まれて降るもの

である。酸性を示す降雨は、大気の状態により、酸

性雪や酸性霧となることもある。影響としては、樹

林の衰退、土壌の酸性化による生態系や森林へ

の影響、湖沼・河川の酸性化、生態系への影響の

ほか、都市の建築物、文化財への影響もあり、特

に欧州、北米、中国では深刻な被害が発生してい

る。 

 

（し） 

シアン（CN） 

 シアンそのものは猛毒で、無色で特異な臭気を持

つ気体。これが体内に入ると呼吸困難となり人が

数秒で死ぬほどの猛毒である。シアン化合物として

鍍金工場や鉱山等の事業所からの廃液に含まれ

ている。 

 

COD（Chemical Oxygen Demand 化学

的酸素要求量） 

 水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するときに消費

される酸素量をmg／Lで表したもの。 

 

自動車排気ガス 

 自動車排気（排出）ガスには排気管からでるガ

ス、クランクケースからでるブローバイ・ガス、燃料供
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給系統からでる蒸発ガス等があり、これらの排出ガ

ス中には、一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素

等の物質が含まれている。 

 

種 

生物分類の基本的な最小単位である。同じ単

位内では交配可能であるが、他の単位（個体

群）とは遺伝子の交換ができないという考えに基づ

く。 

 

重金属 

 比重が比較的大きい金属種、比重4.0～5.0以

上の金属を指す場合が多い。金、銀、鉄、亜鉛、

クロム、バナジウム、カドミウム、水銀等がある。土壌

汚染問題の場合には砒
ヒ

素、アンチモン等も含める。

重金属は通常の土壌中にも含有されているが、高

濃度になると土壌汚染問題を生じ、農作物等の

生育を阻害し、人畜に有害な農畜産物が生産さ

れることがある。 

 

浄化槽 

水洗し尿を沈殿分離あるいは微生物の作用によ

る腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、そ

れを消毒してきれいな水を放流する施設をいう。水

洗し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、

水洗し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設

を合併処理浄化槽という。 

 

植生 

ある土地に生育している植物の集団を全体的に

指す場合に用いられる。現在、その土地に生育し、

直接に触れ、見ることのできる植生のことを｢現存

植生｣と呼ぶ。 

 

親水 

海、河川、ため池等の水辺空間において、水に

親しむ様子をいう。護岸整備等を重視した反省か

ら様々な取組が行われつつある。 

 

振動レベル 

 振動の大きさを表すもの。振動の大きさの感じ方

は、振幅、周波数等によって異なるので、物理的に

測定した大きさに、周波数による感覚補正を加味

して表す。単位はデシベル（dB）。 

 

（す） 

水素イオン濃度（pH） 

 水中の酸性やアルカリ性を示す指標で、溶液1㍑

中の水素イオンのグラム当量数で表す。pHは0～

14の間の数値で示され、pH7は中性を、7を超え

る値はアルカリ性、7未満の値は酸性を示す。なお、

水道用水として望ましい水質はpH6.5～8.5まで

の範囲である。 

 

水準点 

 土地の高さを測定する場合の基準点をいう。地

盤沈下の指標として用いられている。全国の水準

点は、東京都千代田区永田町1－1を水準原点

（24.414m）としている。 

 

（せ） 

生態系 

自然界に存在する全ての種は、各々が独立して

存在しているのはなく、食う－食われる関係として

食物連鎖に組み込まれ、相互に影響しあって自然

界のバランスを維持している。これらの生物間の相

互関係と、それを取り巻く気象、土壌、地形等の非

生物的環境（無機的環境）の間の相互関係を

総合的にとらえた生物社会のまとまりを指す。 

 

生物相 

一定の場所・地域に生息・生育する生物の全

種類をいう。一定の場所・地域に生息・生育する

動物の全種類を指す場合は動物相、植物の全種

類を指す場合は植物相という。 

 

生物多様性 

 平成4年に開かれた地球サミットで採択された生
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物多様性条約において、「すべての生物の間に違

いがあること」と定義されており、生態系の多様性

（森・川・海等様々なタイプの自然があること）、

種の多様性（動物・植物から細菌まで、様々な生

き物がいること）、遺伝子の多様性（同じ種の生

き物でも形や模様等に多様な個性があること）の

3つのレベルで多様性があるとされている。 

 

（そ） 

騒音レベル 

 計量法に定められた「音圧レベル」のうち、聴感補

正を行った騒音の大きさを表すものを騒音レベルと

いう。単位はデシベル（dB）。 

 

走行モード 

 自動車の走行状態を表す。自動車の走行形態

は、アイドリング、加速、定速、減速の4つの基本形

態からなる。都市内での自動車の平均的な走行

形態を再現するため、10.50の基本形態を組み合

わせたものを10.50モード、13の基本形態を組み

合わせたものを13モードという。自動車排出ガス量

は走行形態により大きく異なるため、排出ガス量の

許容限度は一定の走行条件で設定されており、

10.50モードは乗用車、軽量、中量ガソリン車に、

13モードは重量ガソリン車やディーゼル車に適用さ

れている。 

 

総水銀 

 水銀による汚染状況を示す測定値の名称である。

検体に含まれる水銀又は水銀化合物の両者を合

わせて金属水銀の量としていくらあるかを分析したも

のを総水銀値（量）としている。 

 

総量規制 

 一定の地域内の汚染物質の総排出量を許容限

度にとどめるために、工場等各汚染源に対して許

容排出量を割り当て、この量によって規制する方法

をいう。現在、大気汚染防止法（硫黄酸化物と

窒素酸化物）と、水質汚濁防止法（COD、T-P、

T-N）に基づく総量規制が行われている。 

 

（た） 

ダイオキシン類 

 ダイオキシンは、有機塩素化合物であるポリ塩化

ジベンゾダイオキシンの略称であり、塩素の数によっ

て75種の異性体があるが、なかでも2,3,7,8-四

塩化ダイオキシンは発がん性、催奇形性を有し史

上最強の毒性物質といわれる。毒性が似たものに

ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーポリ塩化ビフェ

ニル（コプラナーPCB）があり、これらも含めてダイ

オキシン類と総称する。有機塩素系薬剤の製造時

に副生するほかごみ焼却場の排ガス、パルプ工場

の漂白排水からもダイオキシン類が検出されてい

る。 

 

耐用1日摂取量 

 一生涯にわたり毎日摂取しても健康への影響が

許容される体重1kg当たりの摂取量をいう。ダイオ

キシン類について、1998年5月、WHO欧州事務

局においては1～4pg-TEQ/kg/日としている。わ

が 国 で は 、 1999 年 6 月 に 当 面 の 間 、

4pg-TEQ/kg/日が適当であると報告している。 

 

炭化水素（HC） 

 炭化水素は、炭素と水素からなる有機化合物の

総称で、光化学スモッグの原因物質の一つとされて

いる。環境中の炭化水素は、石油、石炭等の燃

焼が不完全な場合や、石油製品を扱っている工

場・事業場から発生するとともに、自然界からの発

生もある。 

 

大腸菌群数 

 大腸菌はそれ自体の病原性は少ないが、大腸

菌が多数存在する場合には、同時に腸管系病原

菌（赤痢菌、チフス菌等）が存在する可能性が

ある。この場合、一般に人畜の腸管内に生息して

いる大腸菌が、し尿等（病原菌）による水質汚

濁の指標として用いられる。 
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脱硝 

 燃料等の燃焼により生じた排出ガス中に含まれる

窒素酸化物（NOx）を除去することをいう。脱硝

は、排出ガス中のNOxにアンモニア等の注入を行っ

て分解処理する接触還元法、無触媒還元法等の

乾式法と、アルカリ又は酸等にNOxを吸収させる湿

式法があるが、現在実用されているのは乾式法で

ある。中でも煙道の途中に脱硝装置を設置し、触

媒を用いたアンモニア接触還元法により排煙から

NOxを除去する方法が最も多く用いられている。 

 なお、NOx排出量を抑制する方法としては、この

脱硝による方法以外に燃焼方法の改善による方

法がある。 

 

脱硫 

 燃料を燃焼させると、燃料中の燃焼性硫黄の大

部分は亜硫酸ガスになり、1～5％は無水硫酸に

まで酸化される。これらの硫黄酸化物による大気

汚染を防止するため、燃焼排ガスから硫黄酸化物

を除去しようとするのが排煙脱硫である。その方式

として、湿式法と乾式法とがあり、日本においては

湿式法が主流となっている。また、排煙脱硫とは別

に、燃料製造プロセスにおいて、重質油中の硫黄

成分を除去する水素化脱硫がある。 

 

濁度 

 濁りの度合いを表す単位である。用水、排水等

の水の濁りの試験において用いられ、精製白陶土

1mgを水1Lに含むものの濁度を1度と定めている。

このほかに濁りの度合いを表す単位に透視度があ

る。 

 

（ち） 

窒素（N） 

 燐
リン

とともに湖沼等の閉鎖性水域の富栄養化の原

因物質である。水中には、アンモニア性窒素、亜硝

酸性窒素、硝酸性窒素、有機体窒素等いろいろ

な形態で存在している。 

 

窒素酸化物（NOx） 

 ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸

素の化合物で、主として一酸化窒素（NO）と二

酸化窒素（NO2）の形で大気中に存在する。光

化学スモッグの原因物質の一つであり、発生源は、

工場・事業場、自動車、家庭等多種多様である。

この発生源からは大部分が一酸化窒素として排出

されるが、大気中で酸化されて二酸化窒素に変化

していく。二酸化窒素は目を刺激し、呼吸器にぜん

息性の症状を起こす等有害である。 

 

中間処理 

 廃棄物の最終処分に先立って行われ、破砕、焼

却等の処理が行われる。その主な目的は、廃棄物

を安全かつ安定した状態に変化させ減量化するこ

とである。 

 

直噴式・副室式（ディーゼル車） 

 ディーゼル車には、エンジンの燃焼室の型式により

直噴式車と副室式車がある。直噴式は燃焼室に

直接燃料を噴射する方式で、構造が簡単で耐久

性に優れ、大きな出力が得られるため重量車に使

用されている。副室式は、副燃焼室に燃料を噴射

し、主燃焼室に燃焼が広がる方式で、構造が複雑

なため耐久性や燃費、出力等は直噴式に劣るが、

窒素酸化物等の排出量は副室式のほうが少なく、

中・軽量車に使用されている。 

 

（て） 

デシベル（dB） 

 騒音又は振動レベルの単位で、その強さを近似

的に人の感覚に合うように補正したものをいう。 

 →騒音レベル、振動レベル 

 

テレメータシステム［遠隔監視制御装置］ 

 テレメータシステムとは、自動測定器で測定した

環境濃度等のデータを無線や専用電話回線を使

用して監視室に送信し、得られたデータを集中管

理するシステムをいう。 
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低NOxバーナー 

 ばい煙発生施設における燃焼に際して、酸素濃

度の低減、火炎最高温度の低下、高温域でのガ

スの滞留時間の短縮等NOx低減技術をバーナー

に取り入れたもの。 

 

低公害車 

 ガソリン車やディーゼル車に比べて大気汚染物質

の排出量が少ない自動車を総称して低公害車と

いう。具体的には、電気自動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低燃費かつ

低排出ガス認定車等が該当する。 

 

低周波音 

 人の耳では聞き取りが困難な低周波の音をいう。

周波数が100ヘルツ以下のものを低周波音、20ヘ

ルツ以下を超低周波音としている。低周波音はガ

ラス窓や障子の振動、圧迫感等の影響が報告さ

れており身体影響や建物等の物理的影響につい

て研究が進められている。 

 

低騒音舗装 

 空隙率が高い多孔質のアスファルト混合物を表

層に用いた舗装で、タイヤと路面間で発生する騒

音を3～4デシベル低減する効果がある。また、走

行時のハイドロプレーン現象やスモーキングを防止

する効果もある。 

 

低燃費かつ低排出ガス認定車 

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基

づく燃料基準（トップランナー基準）の早期達成

車で、国の認定実施要領に基づく低排出ガス認

定車をいう。 

 

典型7公害 

 環境基本法で指定された大気汚染、水質汚濁、

土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7

つの公害をいう。 

 

         （と） 

等価騒音レベル（Leq） 

 ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエ

ネルギー値に換算して、時間平均値として表したも

の。平成11年4月施行の新騒音環境基準に採用

されている。単位はデシベル（dB）が用いられる。 

 

特殊項目 

 水質汚濁に関わる物質のうち、環境基準の定め

られていない項目で、フェノール類、銅、亜鉛、溶解

性鉄、溶解性マンガン、全クロム、ふっ素、EPN

（有機リン系殺虫剤）、硝酸性窒素、陰イオン界

面活性剤、有機性窒素、アンモニア性窒素、燐
リン

酸

性窒素、BHC（ベンゼンヘキサクロリド：有機塩

素系殺虫剤）、塩素イオン、亜硝酸性窒素、ほう

素をいう。 

 

特定施設 

 主として、公害関係法令で、使用や設置が規制

される生産等の設備、施設である。 

 

 

特定建設作業 

 建設作業のうち、著しい騒音や振動を発生させ

る作業で、騒音規制法や振動規制法において定

めた建設機械（削岩機等）を使用する作業を規

制対象としている。 

 

（な） 

ナノグラム（ng） 

1ngとは、1gの10億分の1の重さをいう。 

 

鉛（Pb） 

 鉛及び鉛化合物は有害物質として古くから知ら

れている。他の金属と同じく体内原形質への毒性

があり、造血機能を営む骨髄神経を害し、貧血、

血液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等

をおこし、強度の中毒では死亡する。金属鉛は常



 

 

 

 

付録-45 

温では蒸発しないが、粉じんとして吸収し、あるいは

経口的に摂取するおそれがある。 

 

（に） 

二酸化窒素（NO2） → 窒素酸化物参照 

 

二酸化炭素（CO2） 

温室効果ガスの中で最も温暖化への影響が大

きいガス。産業、民生、運輸、エネルギー転換部門

（発電所等）における石炭、石油等の燃焼に伴

って排出される。 

 

（の） 

N㎥／時 

  ノルマル立方メートル毎時。温度が0℃、圧力が

1気圧の状態に換算した、1時間当たりの気体の

排出量等を表す単位。 

 

         （は） 

パートナーシップ 

市民、土地所有者、NPO、企業、行政等多様

な主体がそれぞれ対等な関係に立ち、双方が責任

の主体になることをいう。 

 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） 

代替フロンの一種であり、温室効果ガスの一つで

ある。主な排出源は①スプレー製品の噴出剤とし

て出されるもの、②化学物質を製造する際の副産

物として出されるもの、③カーエアコンや冷蔵庫の冷

媒、クッション芯材としてもちいられ、廃棄の際に出

されるもの等である。 

 

パーフルオロカーボン（PFC） 

温室効果ガスの一つ。主な排出源は①電子部

品や電子装置の気密性のテスト等で不活性液体

（イナートリキッド）として用いられた後に出される

もの、②半導体に電子回路を組み込む半導体エッ

チングや、エッチングの後の洗浄時（CVDクリーニン

グ）に出されるものである。 

 

パッシブソーラーシステム 

 太陽エネルギーを利用して冷暖房、給湯や発電

するシステムを総称して、ソーラーシステムという。こ

の中で、原則として補助動力を使わないシステムの

ことをパッシブソーラーシステムという。 

 

排煙脱硫装置 

 燃料等の燃焼により生じた排煙中に含まれる硫

黄酸化物を除去する装置。 → 脱硫参照 

 

（ひ） 

BOD（Biochemical Oxygen Demand  

生物化学的酸素要求量） 

 河川水、排水、下水等の汚濁の程度を示すもの

で、有機物が微生物によって酸化される際に消費

される酸素量で表す。数値が大きいほど汚濁されて

いる。 

 

BOD75％値 

 BODの年間にわたる日平均値の全データを、値の

小さいものから順に並べたとき0.75×n番目（nはデ

ータ数）の値をいい、水質汚濁に係る環境基準の適

否の評価に用いられる。 

 

ビオトープ 

野生生物の生息する空間を意味する造語。自然

環境の単なる維持だけではなく、積極的な生態系の

整備・育成という観点から造られた自然空間をいう。 

 

干潟 

干潮時に砂あるいは泥質が露出する場所。河川に

より砂泥質が運ばれやすい場所で多く見られる。動植

物が多く生息し、水鳥の貴重な餌場ともなるとともに、

海水浄化に重要な役割を担っている。 
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ピコグラム（pg） 

1pgとは、1gの1兆分の1の重さをいう。 

 

PM2.5 (微小粒子状物質) 

大気中に浮遊する粒子状物質のうちで粒径

2.5μm 以下の粒径の小さいものを微小粒子状

物質といい、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいこ

と等から、人への健康影響が懸念されている。 

発生源は、自然起源と人為起源に分類され、発

生源から直接排出される一次粒子と、大気中での

光化学反応等によりガス成分（VOC、NOx、

SOx等）から生成される二次粒子に分類される。 

 

PCB（Polychlorinated Biphenyls ポリ塩

化ビフェニル) 

 不燃性で熱に強く、絶縁性等に優れた人工化学物

質であり、熱媒体、絶縁油、塗料等さまざまな用途に

使用されてきた。皮膚障害や肝臓障害を引き起こし

たカネミ油症事件以来、我が国では製造が禁止され、

使用も限定されている。また、扁平構造の異性体をコ

プラナーPCBと呼びダイオキシン類に加えられている。 

 

ppm（parts per million） 

 100万分の1を表す単位で、濃度や含有率を示

す容量比、重量比のこと。1ppmとは、大気汚染

物質の濃度表示では大気1㎥の中にその物質が1

㎤含まれること。 

 

ppmC 

 メタン換算したppm値。大気中の炭化水素類の

濃度を表すために用いられる。 

 

ppb（parts per billion） 

 10億分の1を表す単位で、ppmの1,000分の

1。 

 

非メタン炭化水素（NMHC） 

 炭化水素は、炭素と水素が結合した有機物の総

称である。大気中の炭化水素濃度の評価には、

光化学反応に関与しないメタン（CH4）を除いた

非メタン炭化水素が用いられる。 

 

砒
ひ

素（As） 

 金属光沢があり、灰色で、鶏冠石、石黄、硫砒

鉄鉱等に硫化物として含有されている。砒酸鉛、

三酸化砒酸鉛等は殺虫剤として農薬に用いられ

た。砒素中毒になると全身発疹、高熱、食欲不振

等の症状を呈す。水道水、農業用水の砒素許容

量は0.01ppm以下と決められている。 

 

（ふ） 

フッ化窒素 

 温室効果ガスの一つ。半導体化学でエッチング液

として使われるため、使用は増加傾向にある。 

 

フロン 

 フロンとは、メタン、エタン等の比較的簡単な炭化

水素のいくつかの水素原子を、塩素原子やふっ素

原子で置き換えた一連の化合物の総称であり、化

学構造によってCFC（クロロフルオロカーボン＝塩

素、ふっ素、炭素の化合物）、HCFC（ハイドロク

ロロフルオロカーボン＝水素、塩素、ふっ素、炭素の

化合物で、水素が入っているためCFCより不安定

でオゾン層を破壊する程度が小さい。）、HFC

（ハイドロフルオロカーボン＝水素、ふっ素、炭素の

化合物で、塩素が入ってないため全くオゾン層を破

壊しない）に分類される。 

 

浮遊粒子状物質［SPM］（Suspended 

Particulate Matter） 

 大気中に浮遊する粉じんのうち、粒径が10μm

（ミクロン）以下のものを浮遊粒子状物質といい、

沈降速度が遅いため大気中に比較的長期間滞

在し、人の呼吸器系に影響を与える。その発生源

としては、土壌の舞上がりや海塩粒子、花粉等の

自然のものと、工場・事業場、自動車等から排出

される人為的なものとがある。 
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浮遊物質［SS］（Suspended Solid） 

 水中に懸濁している不溶性物質の総称。 

 

浮遊粉じん 

  大気中に長期間浮遊しているばいじん、粉じん

等をいう。 

 

富栄養化 

 閉鎖性水域において、河川等から窒素、燐
りん

等の

栄養塩類が運び込まれて豊富に存在するようにな

り、生物生産が盛んになること。 

 

分別回収 

 可燃ごみ、不燃ごみ等ごみの内容、性状に応じ

て分けて収集すること。 

 

（へ） 

ヘドロ 

 水中の浮遊物質、有機物、プランクトンの死骸、

微細な泥粒子等が水底に沈澱して形成された浮

動性に富む軟泥をヘドロという。 

 

閉鎖性水域 

 地形等により水の出入りが悪い内湾、内海、湖

沼等の水域をいう。 

 

（ま） 

マニフェスト制度 

 不法投棄等の防止及び処理過程における事故

防止等のために、事業者がマニフェスト（産業廃棄

物管理票）を用いて廃棄物の処理状況を把握す

る制度。6枚綴りだったマニフェストは、廃棄物処理

法の改正に伴い、平成13年4月から7枚綴り（排

出事業者用（保存）、収集運搬業者用（保存、

排出事業者送付）、中間処理業者用（保存、

収集運搬業者送付、排出事業者送付）、最終

処分業者用（中間処理業者から排出事業者送

付））に変更し、最終処分の確認が可能となるよ

う義務を追加した。 

 

（め） 

メタン（CH4） 

温室効果ガスの一つ。主な発生源は①稲作、

家畜の腸内発酵等の農業部門からでるもの、②

廃棄物の埋立地からでるもの等である。 

 

（ゆ） 

有害物質 

 人間の健康に被害を与えるおそれがある物質を

いう。有害物質には急性毒性をあらわすものや、生

体内に蓄積されて慢性毒性をあらわすもの等があ

る。大気汚染防止法ではカドミウム、塩素、ふっ素、

鉛、窒素酸化物等をいい、水質汚濁防止法では

カドミウム、シアン、有機燐
りん

、鉛、クロム（六価）、

砒
ヒ

素、総水銀、アルキル水銀、PCB等を有害物質

に指定している。 

 

有機塩素系化学物質 

 一般的にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンや、

1,1,1－トリクロロエタン等の主に金属・機械部品

等の脱脂洗浄剤やドライクリーニング用の洗浄剤と

して使われている有機塩素化合物（炭素と塩素

が直接結合した化合物）を指す。有機塩素化合

物は、一般的には生物分解が困難であり、油に溶

けやすいため動植物の生体内に蓄積しやすいことが

知られている。 

 

有機スズ化合物 

 トリブチルスズやトリフェニルスズ等で、殺菌剤、塩

化ビニルの安定剤、殺虫剤等として使われていた。

漁網の防汚剤としての使用によって、魚類への蓄

積が問題となった。 

 

有機燐
リン

化合物 

 有機燐化合物は殺虫剤として、パラチオン、マラ

ソン、スミチオン、クロルチオン等の名称で使用され、

あるいは使用されていた。燐酸、ピロ燐酸のエステ

ル有機燐殺虫剤は殺虫力が強く、人間にも有害
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であり、浸透力が強く、身体についたり吸入したりす

ると、頭痛が起きたり、手足がしびれたり、ひどいとき

には死さえ招く。 

 

（よ） 

溶存酸素量［DO］（Dissolved Oxygen） 

 水中に溶存している酸素の量で、河川水等の汚

濁の程度を示す。数値が小さいほどよくない。溶存

酸素が不足すると、水は嫌気状態となり嫌気性細

菌により硫化水素、メタン等が発生し、悪臭の原

因となることがある。 

 

要請限度 

 自動車の騒音・振動について定められている。総

理府令によって道路に面する区域について「自動

車騒音の要請限度」が定められており、都道府県

知事がこの限度を超えていることにより道路周辺の

生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安

委員会に対して防止措置をとるよう要請し、あるい

は道路管理者に意見を述べることができる。 

 

溶液導電率法 

大気中の硫黄酸化物等の汚染物質が水に溶け

ると電気を通しやすくなる性質を用いて汚染物質の

量を測定する方法。 

（り） 

燐
りん

（P） 

 肥料の3要素の一つで植物栄養上重要であるが、

湖沼等の富栄養化の原因となる。 

 

流域下水道 

 2以上の市町村の下水を集めて処理する下水道。

河川、湖沼、湾等の流域（自然水の集まってくる

区域）の中でいくつかの市町村が連なっている場

合等、市町村が個別に処理場を建設して処理す

るよりも自然の地形を利用して広域的に汚水を集

めて処理する法が効果的な場合には流域下水道

の整備が行われる。幹線の下水管と終末処理場と

から構成され、末端の下水管は含まないため、

個々の家庭や工場の汚水を集め下水管まで流す

施設が必要であるが、この事業は公共下水道とし

て各々の市町村で実施することになっている。 

 

（ろ） 

ローボリウムエアサンプラー法 

 大気中の浮遊粉じんを採取する装置で、大気の

汚染に係る環境基準に定められている粒径10ミク

ロン以下の「浮遊粒子状物質」を捕集するように作

られている。 

 

六フッ化硫黄（SF6） 

温室効果ガスの一つ。環境中の発生源は変圧

器等に封入され電気絶縁用として使われた後、機

器の点検や廃棄時に出されるものが多量を占め

る。 

 



 

 

 

 

 

 


