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１. 目的
プラスチック等の圧縮時における揮発性有機化合物質（VOC）の発生状況を測定することに

より、現在計画を進めている 3 市共同資源物処理施設における施設の計画策定に資すること

を目的とした。 

２. 調査年月日
平成 27 年 12月 1 日（火） 

３. 対象施設
小平市リサイクルセンター：東京都小平市小川東町 5-19-10

４. 対象作業
容器包装プラスチック（容リプラ）圧縮作業

ペットボトル圧縮作業

５. 調査地点
圧縮・梱包機近傍

小平市リサイクルセンター周辺地

詳細の調査地点を図１に示す。

６. 調査項目
調査項目及び測定分析方法を表１に示す。

７. 調査方法
圧縮・梱包機付近に測定機材を設置し、高さ約 1mの位置で大気を吸引し、各物質の測定分

析方法に従って採取を行った。

採取に使用する機材は、吸着・補集剤、吸引用ポンプ、ガスメーターを使用し、施設の定

常稼働状態時（動作確認や点検・清掃時等を除く）に採取を行った。

また、ブランクの確認として、対象施設の周辺地においても試料採取を行った。
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図１ 調査地点図（小平市リサイクルセンター 周辺地）

小平市リサイクルセンター 

周辺地 

小平市リサイクルセンター 

圧縮・梱包機近傍 
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表１ 調査項目及び測定分析方法

＊：容器包装プラスチック（容リプラ）圧縮作業(*2)及びペットボトル圧縮作業(*1)は、共存物質による測定妨害のため、

定量下限値を変更した。 

№ 調査項目 測定分析方法 
定量下限値 
（μg/m3） 

1 クロロメタン（塩化メチル） 

キャニスター採取 
ガスクロマトグラフ質量分析法 

1 
10*1

20*2

2 1,3-ブタジエン 1 

3 トリクロロエチレン 1 

4 テトラクロロエチレン 1 

5 ベンゼン 1 

6 ジクロロメタン 1 

7 ブタン（n-ブタン） 1 

8 ペンタン（n-ペンタン） 1 

9 アクリロニトリル 1 

10 塩化ビニルモノマー 1 

11 クロロホルム 1 

12 1,2-ジクロロエタン 1 

13 トルエン 

固相吸着（吸引方式） 
溶媒抽出-ガスクロマトグラフ 
質量分析法 

25 

14 キシレン 25 

15 エチルベンゼン 25 

16 スチレン 22 

17 テトラデカン 25 

18 パラジクロロベンゼン 24 

19 ホルムアルデヒド 固相吸着（吸引方式） 
溶媒溶出-高速液体クロマトグラフ法 

10 

20 アセトアルデヒド 4 

21 クロルピリホス 

固相捕集 
ガスクロマトグラフ質量分析法 

0.1 

22 ダイアジノン 0.1 

23 フェノブカルブ 0.1 

24 フタル酸ジエチル 

ろ紙捕集 
ガスクロマトグラフ質量分析法 

10 

25 フタル酸ジ-ｎ-ブチル 10 

26 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル 10 

27 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 10 

28 エタノール 固相吸着 
加熱脱着-ガスクロマトグラフ 
質量分析法 

1 

29 総揮発性有機化合物量（T-VOC） － 



８. 調査結果 
調査結果を表２に示す。 

表２ 調査結果 
［単位：μg/m3］ 

 

№ 項目 周辺地 容リプラ ペット 備 考 

1 クロロメタン（塩化メチル） 1 ＜20 ＜10  

2 1,3-ブタジエン ＜1 4 3  

3 トリクロロエチレン ＜1 ＜1 ＜1  

4 テトラクロロエチレン ＜1 ＜1 ＜1  

5 ベンゼン 1 12 10  

6 ジクロロメタン 2 2 1  

7 ブタン 1 2,300 250  

8 ペンタン 1 14 10  

9 アクリロニトリル ＜1 ＜1 ＜1  

10 塩ビモノマー ＜1 ＜1 ＜1  

11 クロロホルム ＜1 ＜1 ＜1  

12 1,2-ジクロロエタン ＜1 ＜1 ＜1  

13 トルエン ＜25 42 31  

14 キシレン ＜25 ＜25 ＜25  

15 エチルベンゼン ＜25 ＜25 ＜25  

16 スチレン ＜22 ＜22 ＜22  

17 テトラデカン ＜25 ＜25 ＜25  

18 パラジクロロベンゼン ＜24 ＜24 ＜24  

19 ホルムアルデヒド ＜10 11 ＜10  

20 アセトアルデヒド ＜4 12 30  

21 クロルピリホス ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1  

22 ダイアジノン ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1  

23 フェノブカルブ ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1  

24 フタル酸ジエチル ＜10 ＜10 ＜10  

25 フタル酸ジ-ｎ-ブチル ＜10 ＜10 ＜10  

26 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル ＜10 ＜10 ＜10  

27 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ＜10 ＜10 ＜10  

28 エタノール 13 980 9,200  

29 Ｔ－ＶＯＣ 170 340 630  

4



試 験 成 績 書 

5



1/2ページ

試 験 成 J主

理貝 主回

成績書番号IRH 159425001 OOODA 
件名．小平・村山・大和衛生組合 voe発生量調査 l試験完了年月日｜平成27年12月24日 ｜環境計量士

発行年月 日｜平成28年l月5日 ｜氏名（霊録番号第環印34号）

御依頼のありました、試料についての試験結果を次の通り報告します。 ｜採 取 区 分｜当事業所員採取

パシフィックコンサルタンツ株式会社 様

トー 小平1m!l.Hン~－ 小平リ例外tン9・ 小平~＇mtン9・
周辺地 圧縮 ・楓包機近傍 圧縮・網包織近傍 定震下限値

（容リプラ） （ペットボトル） 君主 験 方 法 及ぴ

採取年月日 H27. 12. Ul 10:00 H27. 12. 01 09:04 H27. 12. 01 13:28 単位
及びH年l/IJ H27. 12. 01 12:30 H27. 12. 01 13:20 H27. 12. 01 16:21 

試料樋別 気体（その他） 気体（その他） 気体（その他）

<20 <10 
｜大気環境測定分析

塩化メチル

キャニ~~－採取 f A~日朴fjJ質量分析，去
μ..g／聞3

j主1 3主1

<1 4 3 
大気環境測定分析

1' 3ーブタジエン

村ニA~－録取 n~日マトf う7質量分析j去
µ..g/•3 

<1 <1 <1 
7¥::l!¥l ..現｝用疋ヲT柄

トリク口口エチレン

村ニA~－縁取 h' A~日マトr う7質量分析法
μ..g／・13

<1 <1 <1 
｜大気環境測定分析

テトラクロロエチレン

キャニA~－探取 f A~日マトゲ ヨ7質量分析i圭
μ..g/113 

12 10 
天:l!\l：車現；~’疋フT暫T

ベンゼン

キャニA~－縁取 f A~日干トグラ7質量分析i圭
μ..g／・3

2 2 
｜天気療現J則疋フT折

ジクロロメタン

村ニA~・採取 f A~日干トグラフ質量分析iま
µ..g/•3 

2300 250 
天現場現澗疋労相

nーブタン

キャニA~－採取 f A~日干トゲう7質量分析法
μ..g／剛3

14 10 
大気環境測定分析

n－ペンタン

キャニA~－~取調・ A~日干トグヨ7質量分析j去
μ..g/113 

<1 <1 <1 
｜大気環境測定分析

アクリロニトリル

h:A~－録取 n~日干~r 5J質量分析i圭
μ..g/m3 

<1 <1 <1 
｜ズ気環境測定労者T

寝化ピニルモノマー

キャニA~－採取 fM日干トゲう7質量分析法
μ..g/13 

<1 <1 <1 
｜大気環境測定分析

クロロホルム

キャニA~司採取 f A~日マトゲう7質量分析；去
μ..g／聞3

<1 <1 <1 
｜大気環境測定分析

1' 2ージクロロエタン

キャニA~－嫁取 f A~日マトグう7質量分析法
μ..g／・3

<25 42 31 
｜気体鼠料測定分析

トルヱン
25 

ロ闘マ相トゲ吸n着世l・吸引4争柘方式・4与ト溶媒抽出 ~· A~ 
μ..g／岡3

<25 <25 <25 
｜賓l諒鼠科測定分析

キシレン
25 

m園相w吸－着’“1吸－引方u式全ト溶媒抽出 n.~
μ..g／珊3

<25 <25 <25 
｜気体紙料測定分析

エチルベンゼン
25 

日国干組ト~ ·吸う着E官（吸引方伍式・＂＇ト落媒抽出－fA? 
μ..g／剛3

｜［鼠駿方法注］ ［情考］
注 1）共存物質による測定妨害のため、定量下限値を変更しております． 結果の表示 20℃における換算値

－．，、6
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試 験 成 績 書

パシフィックコンサルタンツ株式会社 様

件名 小平・村山 ・大和衛生組合 voe発生量調査

成績書番号IRH 159425001 OOODA 
試験完 了 年 月日｜平成27年12月24日 ｜環境計量士
発行年 月 日｜平成28年1月5日 ｜氏名（登録番号第環6934号）出口尚子

採 取 区 分｜当事業所員採取

倫
一回
一

御依頼のありました、試料についての試験結果を次の通り報告します。

：試ミ験ト項、目 試科名称

小平リ例外tンヲ－ 小平リ例外tン~－ 小平リ針。Jt／~－
周辺地 圧縮・梱包機近傍 圧縮・梱包機近傍 定量下限値

（容リプラ） （ペットポトル） 書式 験 方 法 及ぴ
採取年月日 H27. 12. 01 10:00 H27. 12. 01 09:04 H27. 12. 01 13:28 単位

及び時間 H27. 12. 01 12:30 H27. 12. 01 13:20 H27. 12. 01 16:21 
試料種別 気体（その他） 気体（その他） 気体（その他）

<22 <22 <22 
｜費［体鼠料測定分析

スチレン 22 

日固マ栂トゲ吸ラ着f岨（盲級引方式Z土ト薄緑抽出 f;l.~
μ.g／聞3

<25 <25 <25 
｜気体鼠料測定分析

テトラデカン 25 

E面マ相トゲ吸ラ着l幽l吸引方Z式土） 湾銀抽出－r：＜~ 
μ. g/13 

<24 <24 <24 
l気体鼠料測定分析

パラジクロロベンゼン 24 

日固干紹”．吸ラ着7留l吸置骨引方折i式圭ト湾銀他出寸’M
μ.g／聞3

<10 11 <10 
気体鼠料測定分析

ホルムアルデヒド 10 

囲直網品川吸務古川（・級弓引守.，生方式ト溶鎌溶出 高速
μ. g/m3 

<4 12 30 
気体鼠料ill）定分析

アセ卜アルデヒド 4 

滞国4相U吸日着守ト~·吸ラ引J：書方式） 溜媒溶出ー高速
μ. g/13 

<0.1 <0.1 <o. 1 
｜気体鼠料測定分析

クロルピリホス o. 1 

国相補集 f；＼~ロマトゲラ7質量分析；去
μ.g／罰3

<0.1 <0.1 <0.1 
｜気体鼠料測定分析

ダイアジノン o. 1 

国梱捕mr ：＜~日マトゲう7質量分析；去 μ. g/•3 

<0.1 <0.1 <0.1 
｜気体鼠料測定分析

フェノプカルブ o. 1 

国相捕集 n~日マトr う7質量分析；去
μ. g/13 

<10 <10 <10 
I実体鼠料測定分析

フタル厳ジエチル 10 

ろ紙捕集 ~－ ；＼~日マト？＇う7質量分析；去
μ.g／則3

<10 <10 <10 
｜気体鼠料測定分析

フタル酸ジ－nーブチル 10 

ろ紙捕集 n~日マト？＇う7質量分析；去
μ. g／則3

アジピン酸ジ－ 2ーエチ <10 <10 <10 
｜気体鼠料測定分析

10 
ルヘキシル μ.g／冊3

ろ紙捕集 カ.；＼~日マト？＇う7質量分析；去

フタル酸ジー 2ーヱチル <10 <10 <10 
｜黄体鼠科，則定分析

10 
ヘキシル μ. g/13 

ろ紙捕集 f；＼~日マトゲラ7質量分析j去

13 980 9200 
｜気体鼠料測定分析

ヱタノール

a国B体...，.企吸5着，，主ー加熱脱着－Ji＇ ；＼~日マトゲう7質
μ. g/13 

170 340 630 
｜気体鼠料jftlj定分析

総揮発性有機化合物量

ロ困マ相トウ吸着（吸引方ご式＋ト加熱脱着 r：＜~ 
μ. g/13 

． 守ー ， 岨

以下余白 以下余白 以下余白

｜［鼠蛾方法注】 ｜【備考］
結果の表示：20℃における換算憧

森芸蚕在環境面E童三＼！:7ヲー7
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平成27年12月1日

小平市リサイクルセンター周辺地

平成27年12月1日

小平市リサイクルセンター
圧縮・梱包機近傍

（容リプラ）

平成27年12月1日

小平市リサイクルセンター
圧縮・梱包機近傍

（ペットボトル）

小平・村山・大和衛生組合
　VOC発生量調査

小平・村山・大和衛生組合
　VOC発生量調査

小平・村山・大和衛生組合
　VOC発生量調査

9


	○VOC成績書
	○VOC調査報告書160208
	報告書（15小平RC　VOC測定）160208

	○VOC調査報告書ワード版160210
	１. 目的
	２. 調査年月日
	３. 対象施設
	４. 対象作業
	５. 調査地点
	６. 調査項目
	７. 調査方法
	８.  調査結果




