（あ）
ＩＳＯ（国際標準化機構：Ｉnternational Ｏrganization

fon

Ｓtandardization）

国家間の製品やサービスの交換を助けるために、標準化活動の発展を促進することを目的に発足し
た国際機関。2012 年 12 月末現在で 164 カ国が加盟し、19,573 の規格がある。そのうちＩＳＯ 14001
は企業などの活動が環境に及ぼす影響を最小限にとどめることを目的に定められた、環境に関する国
際的な標準規格。「ＰＤＣＡ（Ｐlan,Ｄo,Ｃheak,Ａction）が基礎となっている。
悪臭物質
特有のにおいをもつ化合物は 40 万種以上あるが、悪臭防止法では、現在、アンモニア、メチルメ
ルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二酸化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピ
オンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、
イソバレルアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデ
ヒド、イソマレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、
キシレン、ピロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸の 22 物質が指定されている。
アスベスト
天然の繊維状けい酸塩鉱物の総称。
「いしわた」
「せきめん」ともいう。軽い綿状の性質があるため、
耐熱材・耐火材・電気絶縁材などに使われた。一方容易に飛散するため、ＷＨＯは肺線維症（じん肺）、
悪性中皮種の原因となるといわれ、肺がんを起こす可能性を指摘している。日本国内では平成 16 年
より全石綿が原則使用禁止となっている。なお大気汚染防止法で石綿は特定粉じんに指定されている。
（い）
ＥＣ
導電率のこと。導電率とは液体中で電気の流れやすさを表す指標。単位はＳ／ｍ
雨水の汚染度をあらわすのにｐＨと並び重要な指標。ＥＣが大きいとその分イオンが多いため汚染物
質が多いと判断される。
硫黄酸化物（ＳＯx）
硫黄と酸化物の総称。二酸化硫黄（ＳＯ2 亜硫酸ガス）や三酸化硫黄（ＳＯ3）などがある。石油
や石炭等の硫黄分を含む燃料が燃える際などに発生する。大気汚染や酸性雨の原因物質の一つ。
一酸化炭素（ＣＯ）
炭素化合物の不完全燃焼により生成する、無色無臭の極めて有毒な気体。環境中の主な排出源は自
動車の排出ガス。喫煙中のタバコからも発生する。人体に入ると血液中のヘモグロビンと結合して酸
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素の輸送能力を低下させ、酸欠状態を起こす。
一酸化窒素（ＮＯ）
高温で空気中の窒素と酸素が反応してできた化合物。窒素酸化物の１つ。無色・無臭の気体で、ボ
イラーやエンジンで燃焼等を燃焼させると発生する。空気中の酸素と反応して二酸化窒素になる。
なお一酸化窒素に環境基準は設定されていないが、二酸化窒素には環境基準が設定されている。
一般廃棄物
家庭から生じた可燃ごみなどの廃棄物と事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の
もの（事業所・商店等から生じた紙ごみ、飲食店から生じた生ごみなど）をいう。一般廃棄物の処理
は、市町村が処理計画を定めて実施する。
（え）
ＳＰＭ（Suspended Particulate Matter：浮遊粒子状物質）
大気中に浮遊している微細な粒子のうち粒径 10μm（1μm＝0.001mm）以下のもののこと。発生原
因は、物の焼却などによって直接粒子が発生する場合と硫黄酸化物等のガス状大気物質が環境大気中
の化学反応で粒子になった場合がある。主な発生源は、ばい煙発生施設、粉じん発生施設の他、自動
車、船舶、航空機。さらに火山等の自然発生するものもある。呼吸器系の各部位に沈着し健康に影響
を及ぼす。なお SPM のうち粒径が 2.5μm 以下のものを PM2.5 という。
ＬＥＤ（Ｌight

Ｅmitting

Ｄiode：発光ダイオード）

電圧を加えた際に発光する半導体素子のこと。従来から使われている蛍光灯や白熱電球等に比べる
と、消費電力や光源からの発熱が少なく長寿命である。平成 26 年、青色発光ダイオードを発明した
日本の研究者 3 人がノーベル物理学賞に選ばれた。
Ｌden（エルデン）
航空機騒音を評価する値。時間帯補正等価騒音レベルともいう。平成 25 年 4 月 1 日、従来のＷＥ
。
ＣＰＮＬからＬden に変更された。単位はデシベル（ｄＢ）
Ｌden は１日の間に観測された航空機騒音の単発暴露騒音レベル（単発的に発生する騒音の「聞こ
え始めから聞こえ終わり」までのエネルギーの合計）を時間帯別に補正した後にエネルギー加算し、
観測時間（１日＝86,400 秒）で平均してレベル表示した値。
（お）
オゾン層
紫外線による化学反応で、成層圏（地上から 10～50km）に達した酸素（Ｏ2）はオゾン（Ｏ3）に
変わり形成されたオゾン濃度の高い大気層のこと。太陽光に含まれる有害な紫外線はオゾン層で吸収
される。しかし、フロンなどの化学物質の影響でオゾン層が減少している。特に極地上空で春先にオ
ゾンホール（オゾン濃度が極端に減った状態）が観測される。地球全体のオゾンの量は 1990 年代後
半からわずかな増加傾向がみられるが、南極域で 1960 年代のオゾンレベルに戻るのは 21 世紀末にな
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ると予測されている。
温室効果（Ｇreenhouse

Ｅffect）

地球は太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地表面からは熱が放出される。その熱をガス
が吸収することで、大気が暖められる。この現象を温室効果といい、ガスを温室効果ガスという。
近年大気中の二酸化炭素の濃度が急速に増加したことで温室効果がこれまでよりも強くなり、地表
面の温度が上昇している。これを「地球温暖化」という。
大気による温室効果の寄与率は、水蒸気 6 割、二酸化炭素 3 割、その他 1 割である。地球が温暖化
することで水蒸気量が増えさらに温暖化が促進されることが懸念されている。
温室効果ガス（ＧＨＧ：Ｇreenhouse

Ｇus）

温室効果をもたらす気体。気候変動枠組条約では、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素（一酸化二窒
素）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六フッ化硫黄の 6 つ
を指す。メタンは工業の他、水田や畜産から排出される。ＨＦＣは冷媒に、ＰＦＣは半導体のエッチ
ングガス、六フッ化硫黄は絶縁材として使用される。
温室効果係数（温室効果の程度を表す数値）は二酸化炭素を 1 とすると、メタンで 23、一酸化二
窒素で 296、ＨＦＣ、ＰＦＣで数百～1 万程度、六フッ化硫黄で 23,200 である。なお、モントリオー
ル議定書（オゾン層を破壊する物質を規制する）で生産・消費が規制されているＣＦＣやＨＣＦＣの
温室効果係数は数千～数万である。
(か)
カーボンオフセット
日常生活や生産活動によって避けることのできない二酸化炭素などの温室効果ガスの排出につい
て、他の場所で実施した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（クレジット）の購入することや、他の
場所で実施した排出削減・吸収を実施する活動により、排出される温室効果ガスの全部または一部を
埋め合わせる（オフセット）こと。
このうち、排出量の全量をオフセットすることを「カーボンニュートラル」といい、排出量よりオ
フセット量が多い状態を「カーボンマイナス」という。
外来種
生物学の用語としては、人為に限らず何らかの理由で対象とする地域や個体群の中に外部から入り
込んだ個体の種を指すが、一般的には「移入種」と同義語で人為により自然分布域の外から持ち込ま
れた種をいう。
化学的酸素要求量（ＣＯＤ：Ｃhemical

oxygon

demand の略）

海域・湖沼の汚濁の度合いを示す指標。有機物等の量を過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化す
るときに消費される酸素量（mg／Ｌ）で表したもの。数値が大きいほど汚濁が進んでいることを示す。
化石燃料
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産できない有限性の燃料資源のこと。石油は
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プランクトンなどが高圧にさらされ変化したもの、石炭は数百万年以上前の植物が地中に埋没して炭
化したものと言われている。
合併処理浄化槽
し尿等の生活排水を、微生物の働きなどを利用して浄化する施設のことを浄化槽といい、し尿だけ
を浄化する単独処理浄化槽に対し、し尿と炊事、風呂、洗濯などの排水を併せて浄化する施設を合併
処理浄化槽という。平成 12 年 6 月の浄化槽法改正及び建築基準法施行令改正により、新たに設置さ
れる浄化槽はすべて合併処理浄化槽となっている。
環境アセスメント
開発事業の内容を決めるにあたって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじ
め事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意
見を聴き、日本では昭和 47 年に公共事業で環境アセスメントが導入された。その後諸外国での精度
の長所を取り入れ、また新たな環境政策に対応するように、平成 9 年 6 月には「環境影響評価法」が
成立した。平成 23 年 4 月には「環境影響評価法の一部を改正する法律」が成立し、計画段階環境配
慮書手続や環境保全措置等の結果の報告・公表手続きが新たに盛り込まれた。
環境基準
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護及び生活環
境を保全するうえで維持されることが望ましい基準。
環境基本法
日本の環境施策の土台となる法で環境問題に対処する総合的な施策を進めるための理念。国・地方
公共団体・事業者・国民の責務、環境保全施策の基本事項などを定めている。1993（平成 5）年成立。
環境の日・環境月間
昭和 47 年 6 月 5 日スウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して、6
月 5 日は環境の日と定められた。国連では 6 月 5 日を「世界環境デー」と定めており、日本では平成
5 年 11 月に公布・施行された環境基本法第 10 条第 2 項に基づき、「環境の日」が定められた。環境
基本法は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に
環境の保全に関する活動を行い意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国・地方公共
団体等がこの趣旨にふさわしい各種行事を行うこととしている。
わが国では環境庁（当時）の主唱により、平成 3 年から 6 月の一ヶ月間を「環境月間」とし、全国
で様々な行事が行われている。
環境ホルモン（Ｅnvironmental hoemone）
科学的名称「内分泌かく乱物質」の通称として環境ホルモンという語が使われることがある。
→内分泌かく乱物質
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（き）
規制基準
排出基準、排水基準、燃料基準などの総称。法律や条例に基づいて、事業者等が遵守しなければな
らない基準として設定されているもの。
京都議定書
地球温暖化を防止するため、二酸化炭素など 6 種類の温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出削減を法的に
義務付けるよう求めた国際協定。平成 9 年 12 月に京都市で開かれた「気候変動枠組条約第 3 回締約
国会議（ＣＯＰ3）」で採択された。先進国のＧＨＧ排出量について法的拘束力のある数値目標が設定
されており、平成 20 年から平成 24 年の 5 年間に、平成 2 年（一部ガスは平成 7 年を選択できる）比
で日本は 6％の削減が義務付けられている。
平成 26 年 7 月に地球温暖化対策推進本部は、日本はこの 5 か年平均の総排出量は 12 億 7,800 万ト
ン（基準年比＋1.4％）だが、森林等吸収量や京都メカニズムクレジットを加味すると基準年度比－
8.4％で京都議定書の目標を達成している。と発表した。
（く）
グリーン購入
製品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、品質や価格だけでなく環境も考慮して、環境へ
の負荷ができるだけ少ない製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入する
こと。
健康項目
水質汚濁物質の中で、人の健康に有害なものとして定められた項目。環境中の濃度については、
「人
の健康の保護に関する環境基準」が設けられたおり、すべての公共用水域に適用される。健康項目に
ついては現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン
等の農薬など 26 項目が設定されている。また、重監視項目としてクロロホルム等 22 項目を位置付け
ている。
（こ）
公害
環境基本法では、「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
汚濁（水質以外の水の状態又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
の沈下（鉱物の採取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
環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義している。この７つの公害を通常「典型七公害」と呼
んでいる。
公害防止協定
公害の防止を目的として、地方公共団体及び地域住民等と事業者の間で結ぶ協定のこと。公害を防
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止するため、事業者がとるべき措置を相互の合意形成により取り決めたもの。
光化学オキシダント
大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、紫外線により光化学反応を起こし、生成される酸化性物質
群のこと。中でも主要な物質がオゾンとパーオキシアセチルナイトレートであり、いずれも人及び植
物に有害。
公共下水道
下水道法による下水道の種別の一つで、「主として市街地における下水を排除し、又は処理するた
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である構造のものをいう。」と定義されてい
る。
公共用水域
水質汚濁防止法では、
「河川、湖沼、港湾、沿岸、海岸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、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路（下水道法に規定する公共下水
道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道
を含む。）を除く。）をいう。」と定義されている。処理場のない下水道は公共用水域となる。
（さ）
災害廃棄物
地震や津波等の災害によって発生する廃棄物のこと。
最終処分場
最終処分とは、廃棄物を自然環境に還元するなど、安定化することであり、これには地上埋立処分、
水面埋立処分及び海洋投入処分がある。最終処分場とは、一般廃棄物及び産業廃棄物を最終処分する
のに必要な場所、設備の総体をさす。産業廃棄物の最終処分場には、廃棄物の性状に応じて安定型（廃
プラスチック類等）、管理型（汚泥等）、遮断型（有害物質の溶出が埋立処分に係る判定基準を超える
廃棄物）の 3 つのタイプがある。
再生可能エネルギー
資源に限りある石油・石炭等の化石燃料とは異なり、法律で「エネルギー源として永続的に利用す
ることができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他
の自然界に存する熱、バイオマスが規定される。再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず繰り返し使
え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない優れたエネルギー
である。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック
類など 20 種類をさす。産業廃棄物については、事業者自らの責任で、環境汚染が生じないように適
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正に処理すべきことが義務付けられている。
酸性雨（Ａcid rain）
一般的にはｐH（水素イオン濃度）が 5.6 以下となった酸性の雨をいう。この基準は、大気中の二
酸化炭素が水に溶けても pH5.6 を下回らないことから考えられた。しかし、例えば火山の周囲では周
辺では自然由来の二酸化硫黄の影響でもともと酸性になっているため、地域ごとに酸性雨の基準を定
める必要があり、先の定義が絶対的な物ではない。酸性雨には二酸化炭素以外の物質（硫黄酸化物や
窒素酸化物）が溶けている。原因物質の排出源としては、工場や自動車からの排出ガスなどがあげら
れる。なお酸性の雪は酸性雪、酸性の霧は酸性霧と呼ばれる。
（し）
ＣＯＤ（Ｃhemical

oxygon

demand）→「化学的酸素要求量」参照

循環型社会
循環型社会基本法では①製品等が廃棄物等となることを抑制し、②排出された廃棄物等については
できるだけ資源として適正に利用し、③最後にどうしても利用できないものは適正に処分することが
徹底されることにより実現される、
「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができるたけ低減さ
れた社会」と規定している。
循環型社会基本法
平成 12 年 6 月に公布された法律。循環型社会の形成についての基本原則、関係主体の責務を定め
るとともに、循環型社会の形成に関する基本となる事項などを規定している。
新エネルギー
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法では、「技術的に実用化段階に達しつつあるか、経
済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要な
もの」と定義している。太陽光発電・風力発電・太陽熱利用・雪氷熱利用・バイオマスなど 10 種類
が指定されている。
（す）
水域
水面上である区域を定めて言うときに使われる用語。湖沼や海岸に設けられる。
水素イオン（pH）
酸性、アルカリ性を示す指標で、7.0 が中性、これより数値が小さくなる程強い酸性を示し、数値
が大きくなる程強いアルカリ性を示す。ペーハー、ビーエッチと略称する。
（せ）
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生活環境項目
水質汚濁物質の中で、生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして定められた項目。環境中の
濃度については、
「生活環境の保全に関する環境基準」が設けられており、水素イオン（pH）、生物科
学的酸素要求量（ＢＯＤ）、科学的酸素要求量（ＣＯＤ）、溶存酸素量（ＤＯ）、浮遊物質量（ＳＳ）、
大腸菌群数などについて定められている。環境基準は、河川、湖沼、海域別に水道、水産、農業用水、
工業用水などの利用目的に応じた水域類型を設け、それぞれの水域類型ごとに定められている。
生活排水
水質汚濁防止法では、
「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水（排出水を
除く）」と定義している。なお生活排水のうち、し尿を除くものを「生活雑排水」という。
生態系
生物群集（植物群集と動物群集）及びそれらを取り巻く自然界の物理的・化学的環境要因が統合さ
れた系をいう。
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ：Biochemical oxygen demand）
水質の汚濁の度合いを示す指標で、水中の有機物等の汚濁源となる物質が微生物により無機化され
るときに消費される酸素（mg／L）で表したもの。数値が大きいほど汚染が進んでいることを示す。
生物多様性
生物多様性とは森林、河川、湿原、海洋といった多様なタイプの生態系がある「生態系の多様性」。
このような生態系の中にいろいろな種類の生き物がいる「種の多様性」。同じ種の中でも体の大きさ
や模様が異なったり、疾病への抵抗力が異なるなど遺伝的な差異がある。「遺伝子の多様性」の 3 種
の多様性のことをいう。
騒音レベル
ＪＩＳに規定される指示型の騒音計で測定して得られた値で、騒音の大きさを表す。一般には耳の
感覚に似せた騒音計の聴感補正回路Ａ特性で測定した値を dB（Ａ）で表す。
（た）
ダイオキシン類
塩素と酸素を含む有機化合物の一種で、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）、ポリ塩化
ジベンゾフラン（PCDF）
、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）を合わせた化学物質群の
総称。炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程で意図せざるものとして生成する。
大腸菌群
腸内細菌に属するグループで、一種類のものではなく、いくつかの属、種が含まれている。
大腸菌群は、人間のし尿以外にも存在するが、大腸菌群が検出されているということは、人畜のし
尿等で汚染されている疑いがあるということを示す。
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ＷＥＣＰＮＬ（Ｗeighted equivalent continuous perceived noise level;

加重等価平均感覚騒

音レベル）
航空機１機ごとの騒音レベルに加え、機数や発生時間帯などを加味した航空機騒音に係る単位。平
成 25 年 3 月までこの単位をもとに航空機騒音の環境基準が定められた。
（ち）
窒素酸化物（ＮＯｘ）
窒素と酸素の化合物の総称。主として重油やガソリン、石炭などの燃焼によって発生する一酸化窒
素（ＮＯ）や二酸化窒素（ＮＯ2）などをいう。発生源は自動車、ボイラー、工場、家庭暖房など広
範囲にわたっている。
中間処理
廃棄物を燃やしたり、破砕・選別したりしてできるだけ小さく、軽くし、最終処分場に埋立てた後
も環境に悪影響を与えないようにする処理工程。鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるも
のを選別・回収して、有効利用する役割もある。
（て）
ＴＥＱ値（ティーイーキュー値）
ダイオキシン類の毒性を表す単位。ダイオキシン類はその構造によって、毒性の強さが異なる。そ
こで、最も毒性が強い 2,3,7,8―ＴＣＤＤの毒性を１として、他のダイオキシンの毒性を評価する。
この評価量に量をかけ合わせて評価する。すなわちダイオキシンの毒性を 2,3,7,8―ＴＣＤＤの量に
換算して評価する。この値の事を毒性等量（Ｔoxic Ｅquivalent）という。
低公害車
大気汚染物質の排出や騒音の発生が少なく従来の自動車よりも環境への負荷が少ない自動車の総
称。電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリット自動車等が開発されている。
ｄB（デシベル）
音・振動の強さを表す単位。
音に対する人間の感じ方は、音の強さ、周波数の違いによって異なる。騒音の大きさは、物理的に
測定した騒音の強さに周波数ごとの聴感補正を加味して、ｄB またはｄB(Ａ)で表示する。
また振動の大きさも、振動加速度をもとにｄB 単位にて表示する。
（と）
特定施設
騒音規制法では「工場又は事業所に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設」を、水質
汚濁防止法では「人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排水を排出す
る施設」と特定施設と定めている。大気汚染防止法では特定施設に相当するものとして、ばい煙発生
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施設と粉じん発生施設をあげている。
（な）
内分泌かく乱物質
内分泌かく乱作用をもつ化学物質のこと。内分泌かく乱作用とは、生体の複雑な機能調整のために
重要な役割を果たしている内分泌（系）の働きに影響を与え、生体に障害や有害な影響を引き起こす
ことをいう。
ナノグラム
ナノ（n）は 10 億分の 1 を表す単位で、1ng は 1g の 10 億分の 1 グラムのこと。ダイオキシン類は
非常に低い濃度でも影響を与えるため、このような小さい単位を用いる。

（に）
二酸化硫黄（ＳＯ2）
硫黄酸化物が燃焼することで生成する気体。大気汚染物質として早くから問題となっている。刺激
性が強く、呼吸機能に影響を及ぼす。また、大気中の水や酸素と反応することで酸性雨の原因になっ
ている。
二酸化炭素（ＣＯ2）
炭素化合物の燃焼や生物の呼吸により生成される無色無臭の気体。炭酸ガスとも呼ばれる。現在の
大気中には約 0.03％含まれるが、化石燃料の大量消費等エネルギー起源による二酸化炭素の大量排
出により、ここ数十年間の間に大気中濃度が急激に高まっており、数ある環境問題の中でも最も根深
く、かつ解決が困難な地球温暖化問題の原因となっている。
二酸化窒素（ＮＯ2）
一酸化窒素（ＮＯ）と酸素の作用等により発生する茶褐色の刺激性の気体。比較的水に溶解しにく
いので肺深部に達し、肺水腫等を引き起こす。
（は）
ばい煙
大気汚染防止法では、①燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、②燃料その他の物の燃
焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、③物の燃焼、合成、分解その他の処理（機
械的処理を除く。）に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、鉛その他の人の健康又は生活環
境に係る被害を生ずるおそれのある物質（第一号に掲げるものを除く。）で政令で定めるもの、とし
ている。
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廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液体のもの（放射性物質及び
これによって汚染された物を除く。
）をいう。」と定義されている。また、産業廃棄物と一般廃棄物に
分けられる。
バイオマス
木材や海藻、生ゴミ、動物の死骸や排泄物、プランクトンなどの生物由来の有機物のこと。
バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ：Ｂio Ｄiesel

Ｆuel）

生物由来油（大豆油、菜種油や廃食油）を原料として製造するディーゼルエンジン用燃料。バイオ
マスエネルギーの 1 つで、カーボンニュートラルの性質を持つ。
メタノールと反応させメチルエステル化し、粘性と引火点を低くし、脂肪酸メチルエステルという
軽油に良く似た性状に変えて、燃料にしたものをいう。なお、反応後には、副生産物として、グリセ
リンが発生する。
パリ協定
2020 年以降の地球温暖化対策の国際的枠組みを定めた協定。2015 年 12 月パリで開催された「気候
変動に関する国際連合枠組条約第 21 回締約国会議」（ＣＯＰ21）で採択された気候変動枠組条約。
（2016 年 11 月発行）地球温暖化対策に先進国、発展途上国を問わず、すべての国が参加し、世界の
平均気温の上昇を産業革命前の 2℃未満（努力目標 1.5℃）に抑え、21 世紀後半には温室効果ガスの
排出を実質ゼロにすることを目標とする。締約国は削減目標を立てて 5 年ごとに見直し、国際連合に
実施状況を報告することが義務づけられた。また、先進国は途上国への資金支援を引続き行うことも
定められた。
（ひ）
ＢＯＤ（Biochemical oxygen demand）→「生物科学的酸素要求量」参照
PCB（Polychlorinated biphenyl：ポリ塩化ビフェニル）
熱に対して安定で電気絶縁性があるため、変圧器、絶縁機、塗料、溶剤など幅広く用いられたが、
毒性が強く発がん性がある。
「カネミ油症事件」の原因物質の１つであり、昭和 47 年製造及び輸入が
原則禁止された。その後保管中の PCB が紛失するという事例が多数判明したため、平成 13 年 PCB 廃
棄物特別措置法を制定し、PCB 廃棄物の所管事業者に対し平成 39 年までに処理を求めた。なお、国
際的な規制条約（ＰＯＰs 条約）のＰＯＰs とは残留性有機物質（Persistant Ｏrganic Pokkutants）
の略でダイオキシン、PCB、DDT 等を指す。
ppm（parts per million）
濃度の単位で、100 万分の 1 を 1ppm と表示する。例えば 1ｍ3（＝100 万 cm3）の空気中の 1cm3 の
硫黄酸化物が混じっている場合の硫黄酸化物は 1ppm と表示し、また、水 1m3（1t＝100 万 g）の中に
汚濁物質 1g が混じっている場合を 1ppm と表示する。なお、1ppd（parts per billion）は、10 億分
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の 1 を表す。
微小粒子状物質（PM2.5：Particulate Matter2.5）
大気中に漂う粒径 2.5μm（1μm＝0.001mm）以下の微小な粒子のこと。従来から環境基準を定めて
対策してきた浮遊粒子状物質（SPM：10μm 以下の粒子）よりも小さな粒子。
物の燃焼によって直接排出されるもの（一次生成）と、環境大気中での化学反応により生成された
物（二次生成）がある。一次生成粒子の発生源として、ばい煙・粉じん発生施設、自動車、航空機な
どの他、土壌・海洋・火山などの自然由来のものや越境汚染によるものもある。また煙草の煙にも含
まれる。二次生成粒子は、硫黄酸化物や窒素酸化物、揮発性有機化合物等のガス状物質が、大気中で
光やオゾンと反応して生成する。
髪の毛の太さの 30 分の 1 程度のため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響
が心配されている。→SPM も参照。
（ふ）
不検出（ＮＤ＝Ｎot detected detection）
ある検体に含まれる、化学物質や放射線量を調べたとき、検出されなかった場合を指す。
検出されなかったからといって、当該物質量が 0 ということではない。なぜならどんなに制度の高
い機器を使用したとしても、その物質が含まれていないことを照明することは出来ないからである。
また、どの数字以下なら不検出になるかは使用する検査器具によって異なる。
浮遊物質量（ＳＳ）
粒径 2mm 以下の溶けない汚濁性の物質の総称。
浮遊粒子状質量→ＳＰＭ参照
フロン類
フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）の総称で、クロロフルオロカーボン（CFC。炭素・フ
ッ素・塩素のみからなる化合物）の総称。ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC。CFC の構成元素
に水素が加わったもの）
、ハイドロフルオロカーボン（HFC。炭素・水素・フッ素の化合物。塩素を含
まない）がある。また臭素を含むハロンをフロン類に含めることもある。なお、特定フロンとはモン
トリオール議定書（フロン類の規制を定めた議定書）で特にオゾン層破壊に強いとされた CFC15 類を
指す。
フロン類は熱に強く冷媒、溶剤として優れた性能を持ち、クーラーや各種スプレー、半導体産業で
の洗浄剤としても広く利用されている。しかし、オゾン層を破壊して、地表の紫外線を増加させ、人
間や生態系に影響を及ぼすおそれがあるとして国際的に問題となっている。そのためモントリオール
議定書で CFC の生産・使用禁止・HCFC の 2030 年（先進国では 2020 年）までの全廃が規定された。
現在では冷媒として HFC などオゾン層を破壊しない化学物質が使われるようになった。
しかし、HFC は二酸化炭素の 100～10,000 倍温室効果が大きいため、京都議定書による削減対象の
物質である。→温室効果ガス
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粉じん
大気汚染防止法は「物の破砕、選別その他の機械処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質」
を指す。また粉じんは特定粉じん（石綿等）と一般粉じん（それ以外）に分ける。
（の）
ノルマルヘキサン（n-ヘキサン抽出物質）
水中の「油分等」を表す指標として用いられる、動植物油脂、脂肪酸、脂肪酸エステル、リン脂質
などの脂肪酸誘導体、ワックスグリース、石油系炭化水素等の総称で、溶媒である n－ヘキサンによ
り抽出される不揮発性物質のことをさすが、その中には農薬、染料、フェノール等も含まれる。

（も）
モニタリング調査
環境を良好に保つため、環境中の汚染物質を常に監視・測定し、大気・水質・土壌などの汚染状況
を把握するための調査。測定されたデータは施策の効果を図る指標となり他対策を実施するためにも
用いられる。
モニタリングポスト
大気中の放射線量を継続的に測定する据え置き型の装置。
（よ）
要請限度
騒音規制法や振動規制法に基づき定められた自動車騒音や道路交通振動の限度で、市町村長は、こ
れを超えた場合で道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に
対し道路交通法の規定に基づく交通規制等の措置をとるべきことを要請するものとされている。その
値は、区域、時間帯に応じて定められており環境基準より 5～15dＢ（Ａ）高くなっている。
溶存酸素量（ＤＯ）
水中に溶存する酸素の量のことである。水質の指標として用いられ、溶解酸素量とも呼ばれる
（る）
類型指定
水質汚濁、騒音、振動、悪臭の環境基準について、国が設定した類型別の基準値に基づき、水質汚
濁については都道府県知事が、水域の利用目的、水質の状況など、騒音、振動、悪臭に関しては市長
が都市計画区域などを勘案し、具体的な地域をあてはめ指定することをいう。
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（れ）
レットデータブック
絶滅のおそれのある野生生物の種の情報を取りまとめたもの。環境省や各都道府県などで作成して
いる。国際的にはＩＵＳＮ（国際自然保護連合）によって公刊された世界の絶滅のおそれのある種の
現状を明らかにした資料。
平成 3 年 5 月に環境省（当時）は、
「日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック（脊
髄動物編及び無脊椎動物編）」を発刊した。この資料は希少野生生物保護に資する基礎的資料として
全国的に多くの場で活用されるとともに、「レットデータブック」の名を広げた基礎的資料である。
環境省は平成 26 年度にレッドデータブック 2014（平成 24 年度に発表したレッドリストを取りまと
めしたもの）を出版した。
宮城県では平成 8 年度～平成 12 年度に県内の動植物の分布状況を調査し、「宮城県の希少な動植
物―宮城県レッドデータブックー」を平成 13 年 3 月に刊行した。平成 20 年度から見直し作業を進
めていたが東日本大震災で自然環境が大きく変化したため、震災前に調査を終えていた掲載種につい
てのみ「宮城県の希少な動植物―宮城県レッドリスト 2013 年版」として取りまとめ、その後、平成
28 年 3 月「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物―ＲＥＤ
2016 年版」を刊行した。
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