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PART Ⅰ
プレゼンテーションの内容

• PRTR制度の概要
背景 環境行政の手法 化学物質の有害性評価– 背景：環境行政の手法、化学物質の有害性評価

国際的な動向

– PRTR制度： 概要 各国の制度 政策目標 化学– PRTR制度： 概要、各国の制度、政策目標、化学
物質のリスク、日本の制度の詳細

• JICAプロジェクトの紹介JICAプロジェクトの紹介
– 概要と方針

ラヨン県のパイロット– ラヨン県のパイロット
– 実施計画、対象物質、点源、非点源、データ公開、リスクコ

ミュニケーション、推計方法

PRTR制度の概要PRTR制度の概要

環境行政の手法環境行政の手法
• 従来的な手法 → 規制的手法従来的な手法 → 規制的手法

– Regulatory approach
– Command and control– Command and control
政府が基準など設定し、事業者を監督

 

Government Enterprise

Regulation and control 

Government Enterprise 

  Follow regulation 

Relationship under traditional regulatory measure  

行政における条件： 適切な基準など設定する技術的能力
事業所を監督できる能力、マンパワー



化学物質の有害性評価化学物質の有害性評価

• 正確な有害性評価 → 基準などの設定

• 急性毒性 （昔の課題） 比較的簡単な評価

• 慢性毒性 （今）• 慢性毒性 （今）

– 発がん性、変異原性、遺伝毒性

より長期間、高コストな有害性評価試験が必要

年々増え続ける新規化学物質

従来型規制手法の限界従来型規制手法の限界

国際的な動向

• 1970年代にオランダで導入年代にオランダで導入

• 1980年代に米国で導入

• 1992年 地球サミット「アジェンダ21」「リオ宣言」• 1992年 地球サミット「アジェンダ21」「リオ宣言」
– ＰＲＴＲの位置づけ

• 「情報の伝達・交換を通じた化学物質の管理」• 「情報の伝達・交換を通じた化学物質の管理」

• 「化学物質のライフサイクル全体を考慮に入れたリスク削
減の手法」

• 1996年 ＯＥＣＤ 理事会勧告 加盟国での導入

• 1999年 日本 法制化1999年 日本 法制化

• 2011年 タイでの協力プロジェクト開始
東南アジアでの最初の取り組み– 東南アジアでの最初の取り組み

PRTR （汚染物質移動排出登録制度）
Pollutant Release and Transfer Register

• リスト化された（規制項目以外の化学物質含む。
日本の場合は約４６０物質）化学物質の排出移日本の場合は約４６０物質）化学物質の排出移
動を点源、非点源に分けて報告、把握。

– 点源(工場など） 事業者が報告– 点源(工場など） 事業者が報告

– 非点源(移動体、農業、建設、家庭内）については政
府が推定 把握府が推定、把握

• データは一般公開。

• http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/index.ht
ml
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PRTR制度の政策目標PRTR制度の政策目標

政府 よる化学物質 関わるデ タ 取得• 政府による化学物質に関わるデータの取得
（欧州おける優先課題）

• 住民の「知る権利」の確保（米国における優• 住民の「知る権利」の確保（米国における優
先課題）

• 事業者による自主的排出削減の促進(日本事業者 自 排 削減 促進( 本
における優先課題）

PRTR制度の点源対象事業所(日本）

1) 業種

(1)事業者の業種、常時使用する従業員の数

政令第３条に示す業種1) 業種

2)
常時使用する従業員の
数

政令第３条に示す業種

21人以上

特定第一種 第一種

(2-1)事業所ごとの対象物質の年間取扱量

対象物質の種類*1)

「年間 扱量を把握する際
3)

使用する原材料、資材
等の形状

使用する原材料 資材

「年間取扱量を把握する際に
対象とする製品」に示す形状

0.1質量％ １質量％

以上 以上

4)
使用する原材料、資材
等に含まれる対象物質
の含有率

0.5トン/年 １トン/年

以上 以上

5) 対象物質の年間取扱量

(2 2)事業所ごとの特別要件施設

6) 特別要件の施設

(2-2)事業所ごとの特別要件施設
「特別要件施設」に示す施設を

有する



対象業種(日本）１

• 1 金属鉱業
• 2 原油・天然ガス鉱業
• 3 製造業 対象業種(日本）１3 製造業
• a 食料品製造業
• b 飲料・たばこ・飼料製造業
• c 繊維工業

衣服 そ 他 繊維製品製造業• d 衣服・その他の繊維製品製造業
• e 木材・木製品製造業
• f 家具・装備品製造業
• g パルプ・紙・紙加工品製造業g パルプ 紙 紙加工品製造業
• h 出版・印刷・同関連産業
• i 化学工業
• j 石油製品・石炭製品製造業

プラスチ ク製品製造業• k プラスチック製品製造業
• l ゴム製品製造業
• m なめし革・同製品・毛皮製造業
• n 窯業・土石製品製造業n 窯業 土石製品製造業
• o 鉄鋼業
• p 非鉄金属製造業
• q 金属製品製造業

般機械器具製造業• r 一般機械器具製造業
• s 電気機械器具製造業
• t 輸送用機械器具製造業
• u 精密機械器具製造業u 精密機械器具製造業
• v 武器製造業
• w その他の製造業

対象業種(日本）２• 4         電気業

• 5 ガス業 (5 ガス業

• 6 熱供給業

• 7 下水道業

• 8 鉄道業8 鉄道業

• 9 倉庫業（農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。）

• 10 石油卸売業

• 11 鉄スクラップ卸売業*) 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る• 11 鉄スクラップ卸売業*) 自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。

• 12 自動車卸売業*)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。

• 13 燃料小売業

• 14 洗濯業• 14 洗濯業

• 15 写真業

• 16 自動車整備業

17 機械修理業• 17 機械修理業

• 18 商品検査業

• 19 計量証明業（一般計量証明業を除く。）

20 般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る ）• 20 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）

• 21 産業廃棄物処分業（特別管理産業廃棄物処理業を含む。）

• 22 医療業

高等教育機関（付属施設を含み 人文科学 みに係るも を除く ）• 23 高等教育機関（付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。）

• 24 自然科学研究所

排出源（点源、非点源）の枠組み
(日本のケース）

対象業種対象業種

規模が裾切
り以下の小
規模事業所
(< 21 人以

点源事業所
対象業種(< 21 人以

下)
対象業種
以外の事

業所、活動

家庭内
排出

移動
発生源

使用量裾切り以下の事業所
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各国のPRTR制度
国名 制度 対象物質数 対象施設

届出データの扱
い

開始時期

TRI 製造業等 個別データ及び
（有害物質排出目 （業種指定 従業員数及び年米国 666物質 1987年（有害物質排出目

録）
（業種指定。従業員数及び年

間取扱量ですそ切り）
集計データを公表

NPRI 製造業等 個別データ及び
（全国汚染物質排

出目録）
（業種指定。従業員数及び年

間取扱量ですそ切り）
集計データを公表

米国 666物質 1987年

カナダ 367物質 1993年

出目録） 間取扱量ですそ切り）
NPI 製造業 個別データ及び

（全国汚染物質目
録）

（年間取扱量ですそ切り） 集計データを公表

PI 製造業等 個別デ タ及び

豪州 93物質 1998年

PI 製造業等 個別データ及び

（汚染目録）
（業種指定。年間排出量です

そ切り）
集計データを公表

IEI 集計データを公表
（個別デ タはID環境管理法上の許可が必要

英国 209物質 1991年

（個別物質排出目
録）

（個別データはID
登録又は請求によ

り開示）

E-PRTR 製造業等
個別データ及び集
計データを公表予

オランダ 180物質
環境管理法上の許可が必要

とされる施設等
1974年

E PRTR 製造業等 計デ タを公表予
定

（欧州汚染物質排
出移動登録）

（事業活動指定。年間排出量
ですそ切り）

※第１回目の公表
は2009年を予定

PRTR 354物質 製造業等 個別データ及び

EU 91物質 2007年

PRTR 354物質 製造業等 個別デ タ及び

（化学物質排出移
動量届出制度）

（平成22年度
以降は462物

質）

（業種指定。従業員数及び年
間取扱量ですそ切り）

集計データを公表
日本 2001年



JICA プロジェクトの紹介

– 概要と方針

– ラヨン県のパイロットラヨン県のパイロット

– 実施計画、対象物質、点源、非点源、データ公開、リ
スクコミュニケーション、推計方法スク ミ ケ ション、推計方法

JICAによるPRTR制度構築支援プロジェクトの概要

• 1) プロジェクト目標

• PCDおよびDIWのスタッフの能力が、プロジェクト対象地域（ラヨン県）でPRTRパイロットプロ
ジェクトを適切に実施出来る水準まで強化される。

• 2) 上位目標

• 環境汚染物質排出移動量届出制度が確立され、実施される。

• 3) タイ国実施機関

• 天然資源環境省公害規制局（PCD）、工業省工業局（DIW）、工業団地公社（IEAT)

• 4) 成果

• 成果１タイにおけるPRTR制度の基本設計が立案される。

• 成果２事業所の排出量届出制度が策定される。

• 成果３点源の排出量・移動量集権のための能力が強化される。

• 成果４非点源の排出量推計のための能力が強化される。果 非 排 強

• 成果５初期評価を含めたPRTRデータ利用の重要性が理解される。

• 成果６リスクコミュニケーションの実施体制が整備される。

• ５） 期間 2011年3月～2016年2月 （5年間）

タイ国における
PRTR制度設計の基本方針

タイ国の実情に合致した制度設計

設計段階からの利害関係者との協力

対話の促進 － リスクコミュニケーション研
修コースの開発

段階的なアプローチ

設計段階からの利害関係者との協力設計段階からの利害関係者との協力

• 関係者との対話、意見交換を重視した制度
策定

– 点源(事業所)関連では

• 対象業種 規模などについての意見交換対象業種、規模などについての意見交換

• 排出量推定マニュアル策定については業種毎のワー
キンググループ設置で政府ー民間で協働を計画。キンググル プ設置で政府 民間で協働を計画。

• 各種の技術資料提供、啓蒙、トレーニングセミナー、
ワークショップの実施。

• パイロット実施時の企業への直接支援



JICA PRTR制度構築支援プロジェクト 実施体制図

MOIMONRE PRIVATE

Request for 

DIWPCD IEATDEQP

ERTC WHSMBAQNMB
Q IWETB HSCB

FTI JpCC
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IWMB
IERDB

ITDITD
Refinery 
Club

Petrochem 
Club

ENV. 
Dept.

MPT IE & 
Port Dept.
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Env. Foundation 
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対話の促進対話の促進
リスクコミュニケーション研修コースの開発

• リスクコミュニケーションの重視
– ＰＲＴＲデータの適切な活用、解釈を促進デ タの適切な活用、解釈を促進

– 中立的組織（ERTC)での研修プログラムを開発

– 対象：大学関係社 ＮＧＯ 住民組織 企業関係– 対象：大学関係社、ＮＧＯ、住民組織、企業関係
者、政府機関

– 内容：内容：
• リスク評価

• リスクコミュニケーション概論リスクコミュ ケ ション概論

• リスクコミュニケーション・フアシリテーションスキル

• 実習実習

段階的なアプローチ段階的なアプローチ

• Step by stepで

• 最初から過大な制度としない。最初から過大な制度としない。

– 対象物質、対象施設、活動を限定

定期的な見直し– 定期的な見直し

 First stage Future stage by periodical 
 Limited substance 

 Limited industry category 

 Higher threshold 

review 
 Increased substance 

 More industry category 

 Lower threshold 

パイ ト実施計画PRTRパイロット実施計画
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パイロット実施の目的
制度 全国展開に先立ち 限定的な地域 試制度の全国展開に先立ち、限定的な地域で試
験的に制度を実施することで、設計中の制度の
問題等を事前に把握し 最終的な制度設計に生問題等を事前に把握し、最終的な制度設計に生
かすことが可能になる。試験的運用で確認する
項目としては次の項目が含まれる項目としては次の項目が含まれる。

啓発活動啓発活動
点源の推計作業
非点源の推計作業
デ タの報告と集計データの報告と集計
データ開示 (個別データは含まず）
リスクコミュニケーション

25

パイロ ト実施の概要PRTR パイロット実施の概要
パイロット実施地域パイロット実施地域

–ラヨン県全域
推計対象期間推計対象期間

–2013年1月から2013年12月
データ報告・集計期間

–2014年3月から6月
実施機関

PCD, DIW, IEAT
ラヨン県庁、各自治体、FTI, 民間工業団

地と緊密に協力地と緊密に協力

26

組織体制と役割組織体制と役割

パイ ト実施とし 各排出源をカバ する為にパイロット実施として各排出源をカバーする為に
つぎの3つのセクターを想定。

 
PRTR project 

Pilot implementation 

L l t Industrial 

 

Local government 
sector IEAT sector Park/Zone/Land 

sector 

27

IEAT sector

28



Industrial Park/Zone/Land sector 

29

6 フェーズに分けた実施6 フェ ズに分けた実施

フェーズ I 全関係者への啓発

フェーズ II 点源関係者への推計・報告法の
説明 訓練説明、訓練

フェーズ III 工場での推計実施と支援

ズ デフェーズ VI 報告とデータ集計

フェーズ V 開示とリスクコミュニケーションフ ズ V 開示とリスクコミュ ケ ション

フェーズ VI  フィードバック

30

スケジュール

31

パイロット実施
対象物質の選定対象物質の選定



物質選定の基本的考え方物質選定の基本的考え方

階的な プ• 段階的なアプローチ

– 最初から過大なリストとしない。最初 ら過大なリ しな 。

• 有害性、毒性と環境中の存在度の2側面から
物質を抽出物質を抽出。

• 環境中の存在度として次を考慮。

– 優先データとして、製造量、輸入量、輸出量

– 補足データとして 環境モニタリングデータ– 補足デ タとして、環境モニタリングデ タ

• 常に優先度を意識。

対象物質の選定フロー対象物質の選定フロー

有害性・毒性の選定基準に合致した物質有害性 毒性の選定基準に合致した物質

ｘ （and)
環境中の存在度の選定基準に合致した

物質物質

＝

対象物質リスト案

有害性・毒性の選定基準

以下の2つの選定基準のどちらかに合致する物質

タイ国内における化学物質の規制対象
有害物質法の対象、環境基準物質など

993物質

米国EPAのデータベースで定量的な有害性が確認されたも
（の（Screening level table)
704物質

EPA’s Integrated Risk Information System (IRIS)EPA s Integrated Risk Information System (IRIS)
The Provisional Peer Reviewed Toxicity Values (PPRTVs) derived by EPA's Superfund 
Health Risk Technical Support Center (STSC) for the EPA Superfund program.
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) minimal risk levelsThe Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) minimal risk levels 
(MRLs)
The California Environmental Protection Agency (OEHHA) Office of Environmental 
Health Hazard Assessment's Chronic Reference Exposure Levels (RELS) from 
December 18, 2008 and the Cancer Potency Values from July 21, 2009.

環境中の存在度の選定基準環境中の存在度の選定基準

暴露量＝生産量＋輸入量 輸出量として2007暴露量＝生産量＋輸入量ー輸出量として2007‐
2010年のデータ平均値を算出（約3000物質）

発がん性デ タのある物質について100トン/年以上発がん性データのある物質について100トン/年以上

発がん性データのない物質について1000トン/年以上

基準 合致 な が グデ上記基準に合致しないが、モニタリングデータにお
いて（信頼性のあるデータにおいて）

100％の検出がされている物質

50％以上の検出率で、検出された最高濃度での健康
被害 恐れ あるも被害の恐れのあるもの

10‐5以上のリスクのあるもの



選定作業における各種の専門家判断

追加した物質追加した物質
• 有害な燃焼副生成物 （Dioxin と Furan類）

• 単一の化学物質でないが、一般的汚染物質として認知単 の化学物質でないが、 般的汚染物質として認知
されているもの （SOｘ、NOｘ）

• 良く認知された汚染物質であり、存在度基準が僅かに良 認 汚染物質 あり、存在度 準 僅
足りない（ヒ素、クロロホルム）

削除した物質
• 一般的な酸、アルカリなど環境中に長く留まらない物質

（塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム等）

• 定量的有害性データが認知されているが有害性の低い
物質（フルオロカーボン類）

対象物質の概要

分類 小分類 物質数

化学物質

農薬類 27農薬類 27

金属化合物 12金属化合物 12

有機物質 （揮発性有機化合物含む） 65有機物質 （揮発性有機 合物含 ）

所謂
汚染物質 

SOx & Nox  2 

非意図的生成物（ダイオキシン類）  1 

総計  107 
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タイ全国での対象物質使用状況タイ全国での対象物質使用状況
(工業省2004年データ）

• 対象物質リスト中 約８０物質について使用・• 対象物質リスト中、約８０物質について使用
製造実績あり

延べ 場数 約• 延べ工場数 約3,300 
• 総量 約3000万トン総量 約3000万トン

PRTR パイロット実施PRTR パイロット実施
点源対象
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日本のPRTR制度における点源事業所範囲

(I) 事業所の種類(I) 事業所の種類
(24 種類)

(2) 従業員数( ) 従業員数
21 人

小規模
事業所

(従業員数

点源
対象外 家庭

使
用

量

(従業員数
21人未満) (報告義務あり)

対象外
事業

(農業, 建設, 
土木 等)

家庭
内排
出

移動
発生源

化
学

物
質

使

年

木 等)

化学物質使用量の少ない事業所
(< 1 トン/年)

(3
)  

化

1 
ト

ン
/年

4141

(< 1 トン/年)
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検討内容検討内容

検討方針検討方針

• 日本、米国と同様に、工場規模、業種、取扱本、米国 同様 、 場規模、業種、取扱
量のすそ切りを検討

• タイ国内の既存のデータを活用（2004年にタイ国内の既存のデ タを活用（2004年に
DIWが実施した化学物質の使用量調査結果、
Rayong Provinceの工場データ）Rayong Provinceの工場デ タ）

• 対象業種は、DIWのFactory Code（107種類）
を活用を活用
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2013年ラヨン県でのパイロットPRTR実施時の
点源対象要約

(I) 事業所の種類

(2) 事業所の規模
Type 3 工場（従業員数50人以上/50馬力以上の施設）

(7 種の工場カテゴリー、3種の工場外事業所 及び 廃棄物
処分、管理事業所)

小規模事業所
点源対象

yp 場（従業員数 人以 馬力以 の施設）
工場外事業所については天然資源環境省による区分

小規模事業所
(工場については
従業員数50人未
満 および50馬力

未満の施設

(報告義務あり)

対象外

工場
(化学 石油精製

工場外事業所
(病院、大学、ガソリン使

用
量

未満の施設, 
工場外事所につ
いては天然資源
環境省の設定し
た敷居値未満の

対象外
事業

(農業, 建設, 
土木 等)

家庭内
排出

移動
発生源

(化学、石油精製, 
自動車、等)

(病院、大学、 ソリ
ターミナル等)

化
学

物
質

使

廃棄物処分/管理
ド 般ご 療た敷居値未満の

もの）

)

(3
)  

化

ン
/年

(DIW コード; 101,         (一般ごみ、医療
105, 106) 廃棄物焼却施設）
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化学物質使用量の少ない事業所
(< 1 トン/年）

1ト
ン

工場 – 事業所の種類
• 次の7種のカテゴリーを対象として選定;

• 対象化学物質の使用量が多く、またラヨン県にType3の工場が多くある。yp

Cat.
No. Category name DIW Factory 

Code

No. of Type3 
factories in 
Rayong

Total chemical use amounts (t)

Amounts % % excluding 
t  N  6

ayo g Amounts % cat. No. 6

6
Chemical & Chemical 
products, Petroleum 
products

42-50, 89 182 32,461,802 99.6%
p

14 Transport equipment, 
excluding servicing 75-80, 100 126 40,103 0.12% 32.7%

4 Wood & Wood products, 
F it & Fi t

34-37, 83, 
96 131 3,653 0.011% 3.0%Furniture & Fixture 96 131 ,

11 Basic metal products, 
Fabricated products

59-64, 102, 
104 236 2,170 0.0067% 1.8%

13 Electrical machinery and 71-74, 81, 62 2 047 0 0063% 1 7%13 y
supplies

, ,
94, 107 62 2,047 0.0063% 1.7%

8 Plastic products 53 133 1,263 0.0039% 1.0%
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7 Rubber products 51, 52 89 947 0.0029% 0.77%



工場 事業所の規模工場 – 事業所の規模

の工場を対象とする• Type3の工場を対象とする。

Type1 と2の工場は小規模過ぎる。yp

Factory Type Capability
T 1 <20 HPType 1 <20 HP or

<20 Employees
T 2 21 50 HPType 2 21-50 HP or

21-50
E lEmployees

Type 3 >50 HP or
>50 E l

45

>50 Employees

工場 化学物質使用量工場 – 化学物質使用量

年• 1 トン/年以上

– 工場のカバー率は全体で60%以上。場 カ 率は 体 以 。

– 1997年に日本でパイロットPRTRを実施した際の
目標カバー率は 60% から 75%目標カバ 率は 60% から 75% 。

– CMRのような特定化学物質を除けば1トン/年より
少ない敷居値を設けている諸外国の例はない少ない敷居値を設けている諸外国の例はない。
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Ref. 事業所カテゴリーの種類
Cat.
No. Category name DIW Factory Code

1 B i  i d t 1 2 9 211 Basic agro-industry 1,2,9,21
2 Food, Beverage 4-8, 10-20, 90, 92 
3 Textile, Wearing apparel, Leather products & Footwear 22-33, 93, 98
4 Wood & Wood products, Furniture & Fixture 34-37, 83, 964 Wood & Wood products, Furniture & Fixture 34 37, 83, 96
5 Paper & Paper products, Printing, Publishing, Allied products 38-41
6 Chemical & Chemical products, Petroleum products 42-50, 89
7 Rubber products 51, 52
8 Plastic products 53

9 Non-metallic products, factories related to rock, gravel, sand, or soil 
for construction 3

10 Non-metallic products  excluding No 9 54-5810 Non-metallic products, excluding No.9 54-58
11 Basic metal products, Fabricated products 59-64, 102, 104
12 Machinery 65-70
13 Electrical machinery and supplies 71-74, 81, 94, 107
14 Transport equipment, excluding No.15 75-80, 100
15 Transport equipment, factories engaged in servicing 95
16 Other manufacturing industry, factories related to waste 101, 105, 106
17 Other manufacturing industry  factories related to power plant 8817 Other manufacturing industry, factories related to power plant 88

18 Other manufacturing industry, excluding Nos. 16 and 17 82, 84-87, 91, 97, 99, 
103 47

工場外事業所 事業所の種類工場外事業所 – 事業所の種類

次 業種を 対象 学物質 生• 次の４業種をPRTRの対象化学物質の発生源
として天然資源環境省の汚染源定義を利用;;
– 病院

学校 大学 研究所– 学校、大学、研究所

– 大規模ガソリンターミナル

– 廃棄物処分・管理事業所

48



工場外事業所 – 事業所の規模場外事業所 事業所の規模

然資 境省 定義 従 次 規模を• 天然資源環境省の定義に従い,次の規模を
敷居値として採用;;

事業所の種類 事業所の規模

病院 30 以上の病床病院 30 以上の病床

学校、大学、研究所 25,000 m2 以上

大規模石油ターミナル (*)大規模石油ターミナル (*)

(*) 全ての規模の事業所を対象とする。
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工場外事業所 化学物質使用量工場外事業所 – 化学物質使用量

年• 1 トン/年以上

– 工場と同じ敷居値場 同じ敷居値
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廃棄物処分/管理事業所
事業所の種類と規模 (最終案は未– 事業所の種類と規模 (最終案は未

だ検討中）
• 工業省と天然資源環境省の規制から次の種類と規

模の事業所を点源対象とする。

事業所の種類 事業所の規模

工場 中央廃棄物処理施設 (DIW code 101) 工場 Type 3

産業廃棄物の分別あるいは埋め立て処分に関連
する工場 (DIW code 105)

工場 Type 3

産業廃棄物あるいは使用済工業製品のリサイク 工場 Type 3 及び産業廃棄物あるいは使用済工業製品のリサイク
ル工場 (DIW code 106)

工場 Type 3 及び
50 トン/日以上

工場外
事業所

一般ごみ焼却炉 50 トン/日以上
事業所 医療廃棄物焼却炉 (*)

(*) 全ての規模の事業所を対象とする
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( ) 全ての規模の事業所を対象とする。

廃棄物処分/管理事業所
– 化学物質使用量

件な• 要件なし

– 廃棄物処分/管理事業では意図的に化学物質を廃棄物処分/管理事業 は意図的 化学物質を
使用していない。

• 既存の工業省 天然資源省の規制で管理さ• 既存の工業省、天然資源省の規制で管理さ
れている重金属、VOCｓ等の汚染物質につい
てのみ報告するてのみ報告する。

– 廃棄物処分、管理のプロセスから107物質を識別
し、測定し、報告することは困難である。
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パイロットの進捗パイロットの進捗
点源 非点源の推計

点源報告の状況点源報告の状況

• ラヨン県全体で約200の事業所からのボランタリーベースでの報

告受領。マプタプット地区の主要な化学工場からの報告カバー
率は良好。（報告工場は資本金ベースでは全化学工場の80％
以上）以上）

マプタプット地区の主な工業団地の報告受領％

Map Ta Phut  IE 75%
Map Ta Phut port   100%
Padeng IE 100%Padeng IE 100%
RIL  IE 100%

推計 集計のプロセス推計、集計のプロセス

点源の推計• 点源の推計
– ８つの産業セクターについて推計マニュアルを作成・整備。

石油精製 化学 自動車（産業界 学会メンバ によるタスク• 石油精製、化学、自動車（産業界、学会メンバーによるタスク
フォースを組織しての作成）

• プラスチック、ゴム、金属、木材・家具、電気機械（ラヨンラ チック、 、 属、木材 家具、電気機械（ラ
県内のモデル工場調査を通じての作成）

– 14 回の事業所向け推計訓練ワークショップを実施。総参
加者数500名以上加者数500名以上。

– JICA 専門家チームとして37工場を訪問、現地で推計支援。

– JICA 専門家チームが再委託したタイのコンサルタント会JICA 専門家チ ムが再委託したタイのコンサルタント会
社が26工場について推計支援。

• 非点源

– 8 分野の推計マニュアルを作成、整備。

• 移動体 (ラボにおける排出係数実験と現場での交通量調査）移動体 (ラボにおける排出係数実験と現場での交通量調査）

• 農業 (600カ所以上の農園訪問と聞き取り調査実施。作物毎の
面積当たりの農薬使用量把握）

• 建設・塗料 (TPMA タイ塗料製造業協会との協働で用途毎の塗
料の平均組成を把握)
SME （対象業種外 裾きり以下事業所の現況調査実施）• SMEs （対象業種外、裾きり以下事業所の現況調査実施）

• ガソリンステーション

• 病院 (モデル調査を実施（マヒドン大学研究者による））• 病院 (モデル調査を実施（マヒドン大学研究者による））

• 学校/研究施設(モデル調査を実施（マヒドン大学研究者によ
る））る））

• 家庭内排出 (1200カ所以上の家庭訪問、モデル調査を実施（マ
ヒドン大学研究者による））



移動体からの 排出移動体からの 排出

排ガス試験システム排ガス試験システム

ダイナモメ タ システムダイナモメーターシステム
PCD の自動車排ガス測定ラボ

分析/測定システム分析/測定システム


