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「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　　　　２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（月月月月））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　　　　 　今後１０年で穀物の国際価格は約３割上昇する―。　農林水産省が１８日に発表した「２０２０

年における世界の食糧需給見通し」がそんな予測値を示した。アジアなど新興国の経済成長や人口
増、それにバイオ燃料の原料用でも農産物需要が拡大する。需要が供給を上回る結果、価格が上が
るというわけだ▼需給モデルによれば、世界の穀物消費量は０８年から２０年までの１２年で２２
％、５億トン増加して２７億トンに達するという。米や小麦など食用需要は２０％増だが、トウモ
ロコシなど飼料用は３０％増、バイオエタノール用が５４％も伸びて需要を押し上げる▼人口が増
えればその分だけ食糧需要が拡大する。加えて、経済成長によって生活水準が向上すれば肉類の消
費が増加する。飼料用作物が食用を上回る消費の伸びを示すのはそのためだ▼飼料用作物について
環境と資源の両面から警告する論調は７０年台からあった。食肉の消費拡大は飼料需要の増大に繋
がり食用作物の農地を奪うという指摘だ。その農地争奪戦にバイオ燃料が本格参入しつつある▼世
界の人口増が止まらない以上、資源や食料の需給はタイトなままに推移する。それにともなう価格
上昇は避けられない。技術革新のスピードを３倍、５倍に上げなければ、人類の持続可能な成長は
覚束なくなる状況だ。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・日印日印日印日印ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡでででで成長市場成長市場成長市場成長市場へのへのへのへの連携急連携急連携急連携急げげげげ
　日本とインド両国政府が進めてきた両国間の投資や貿易などを自由化する包括的経済連携協定（
ＣＥＰＡ）が早ければ今夏にも発効する。今後１０年間で、両国間の貿易額ベースで９４％、品目
数では８６％の関税が撤廃される。急成長を遂げるインドとの経済連携を強めて、日本経済の活性
化につなげたい。
　日本が結ぶＥＰＡはこれで１２件目。関税の撤廃や引き下げで自動車部品や鉄鋼製品、家電製品
の輸出増加が見込めるほか通信分野などへの投資規制も緩和されることになる。インドからの輸入
では鉱工業分野の関税は即時撤廃されるほか、世界的な供給拠点となっている後発医薬品（ジェネ
リック）の認可手続きの迅速化が進められる。
　最大の課題となる米や牛肉など主要農林水産製品は、交渉の対象から外されている。両国政府が
同意した関税撤廃の「自由化率」は、貿易額では９４％だが、品目では８６％と従来のＥＰＡの水
準にとどまる。一方、前原誠司外相とインドのシャルマ商工相はＥＰＡ著名と同時に、日産自動車
やパナソニックなど日本企業の進出が急増しているインド南部、チェンナイ周辺のインフラ整備で
協力することに合意した。チェンナイは原材料の調達など利便性が高いため東南アジア市場との
窓口として注目を集めている。今後、コンテナ港や幹線道路の整備、工業団地の開発が加速するこ
とになる。
　日印ＥＰＡがＴＰＰの先導役になり、経済活性化の糸口となることを期待したい。

2222 ＷＴＩ、「ＷＴＩ、「ＷＴＩ、「ＷＴＩ、「指標性失指標性失指標性失指標性失ったったったった」」」」・・・・・・・・・・・・石連会見石連会見石連会見石連会見　　　　ブレントブレントブレントブレント原油原油原油原油などなどなどなど重視重視重視重視
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は１８日会見し、北海ブレント原油の動きに逆行して
値下がりしているＷＴＩ原油について「指標性を失った」との見方を示した。
　会見で天坊会長は、ＷＴＩ原油とブレント原油の価格差拡大を「ブレント原油は冬場の需要期の
なか、ロシアが太平洋側への出荷を増やしたことと中東情勢から値上がりしているが、ＷＴＩは
ローカルマーケット。（受け渡し場所の）クッシングは内陸にあり輸出ができず在庫が積み上がっ
ている」と分析。そのうえで、「ＷＴＩは指標性を失った。今はブレントかアラビアンライト、
あるいはドバイの価格をみるべきだ」との見解を述べた。
　また、中東情勢の原油価格の影響について「どこかで原油の動きが止まったわけではない。価格
上昇も地政学的なリスクの高まりからなのか金融上の理由なのか判然としない」と述べる一方、「
確かに湾岸に飛び火すれば大変なことになる。サウジアラビアでは王政に対する反発もあるだろう。
　しかし、今の原油価格なら福祉政策を充実させて国民を納得させることもできる。いずれにせよ
今すぐ何かが起きる状況ではない」と、長期的な視野でとらえるべきとの考えを示した。

3333 三井化学東三井化学東三井化学東三井化学東セロセロセロセロ・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルムなどなどなどなど各種各種各種各種フィルムフィルムフィルムフィルム値上値上値上値上げげげげ
　三井化学東セロは、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）など各種フィルム製品を
３月１０日出荷分から値上げする。対象製品および上げ幅は、２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルム、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルム
ＣＭＰＳ（イージーオープン）フィルムが２０連当たり３００円以上。蒸着フィルムはポリオレ
フィン関連の全製品が同３００円以上、ＰＥＴ関連の全製品が１２連当たり４００円以上。

6666 共立物流共立物流共立物流共立物流システムシステムシステムシステム・・・・・・・・・・・・ドラムドラムドラムドラム缶型缶型缶型缶型ＩＢＣＩＢＣＩＢＣＩＢＣ容器開発容器開発容器開発容器開発、、、、危険物対応危険物対応危険物対応危険物対応　　　　段積段積段積段積みみみみ可能可能可能可能
　複合コンテナ製造大手の共立物流システム（大阪市　電話０６－６２２７－０２１０）は、ドラ
ム缶形状のＩＢＣ容器「ドラコン」（商品名）を開発した。溶液貯蔵に交換式の樹脂内袋を使うこ
とにより、鋼製ドラム缶のような再利用時の洗浄を不要にするとともに、筺体の高強度化を図った。
　段積みやフォークリフトによる移動など、使い勝手の良さも実現している。内袋は高耐久品で
危険物の保管にも対応し、化学関連のほか医薬や食品、化粧品など幅広い業界に拡販する方針。
　ドラコンは、枠組みがステンレス、内袋がポリエチレン製で、上下のフタが開くオープン缶方式
を採用している。容器の下部にはパイプ形状のステンレス製排出口を設けており、貯蔵溶液をスピ
ーデイーに全量取り出せる構造になっている。内容量は、３５０リットルとなっているが、受注量

平成23年2月25日



によっては容器サイズの特注にも対応する。また、容器販売だけでなく、レンタルも計画しており
１日のレンタル料は１台当たり１００円程度で調整している。

12121212 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・１１１１月月月月のののの自動車販売自動車販売自動車販売自動車販売、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの７７７７．．．．４４４４万台万台万台万台
　インドネシア自動車協会が１８日までに明らかにした会員集計によると、１月の自動車販売台数
（出荷ベース）は前年同月比３９．６％増の７万３７６１台となり、昨年７月に記録した月別の
過去最高（７万２１００台）を上回った。前月比では５．３％増。

　　　　２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・業績回復業績回復業績回復業績回復をををを事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築ののののチャンスチャンスチャンスチャンスにににに

　金融危機を契機にした世界同時不況から２年以上経過して、日本企業の業績は着実に回復してき
た。化学企業の２０１０年１２月期、４－１２月期決算は、前年比の数量拡大を背景に増収増益を
計上している。とりわけ電子部材比率の高い企業の利益回復が目立つ。業績回復を受けて企業戦略
も攻めに転じつつあるが、その軸足はグルーバル展開の強化に向かっている。
　今回の不況では、自動車、電機に代表される輸出依存度の高い製造業を直撃し、トヨタ自動車、
日立製作所など有力企業は軒並み赤字に転落し、生産は０９年１－３月期にどん底まで落ち込み、
産業界は設備投資の抑制、徹底したコスト削減を継続することで赤字脱却を急いだ。
これに政府の景気対策効果により企業業績は回復に転じた。
　昨年１２月までの業績は円高の影響も軽微で、前年比で増益になっている企業がほとんどだ。
国内市場には勢いがないものの、海外市場で収益を伸ばし、年後半からはスマートフォンなど新商
品効果も加わった。
　化学企業も例外ではない。石油化学を中心に基礎化学品は新興国需要の拡大によって数量、スプ
レッドとも拡大傾向にある。ただ、ナフサなど原料価格は強含みに推移しており、今後の動きから
目を離せない。
　収益が回復した今こそ、長期的な事業戦略が求められる。好調な基礎化学品も、近い将来、中国
などで設備増強が行われることを覚悟せざるを得ない。とくに国内の石化コンビナートの再編は遅
れている。戦略事業のグローバル化推進と並行して進めるべきである。国内の事業再構築の先送り
は許されない。

5555 汎用樹脂値上汎用樹脂値上汎用樹脂値上汎用樹脂値上げげげげ・・・・・・・・・・・・ＰＥＰＥＰＥＰＥ・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ１５１５１５１５円円円円ほぼほぼほぼほぼ決着決着決着決着
　ポリエチレン（ＰＥ）・ポリプロピレン（ＰＰ）の値上げがほぼ決着した。年末から交渉が進ん
でいたが、先週末までに一部大手フィルムメーカーを除く大口向けにほぼ１キログラム当たり１５
円の満額の水準で浸透し、今週中には仕上がりそうだ。
　交渉は年末からスタートし、一時は為替動向の不透明さから難航する場面もあった。しかし国際
原油市況が上昇し、年初から２カ月先物の極東ナフサが１トン当たり８７０～８８０ドル前後に
高どまりする状況もあり、先週末までにほぼ１５円で受け入れて浸透した。
　１－３月期ナフサ１キロリットル当たり５万２０００～５万３０００円への上昇を前提とし、
ずれ込んでいる一部需要家についても今週中に決着が見込まれる。メーカーによっては、１０円、
５円と二段階で上げ幅を積み上げる動きもあった。

11111111 新社長新社長新社長新社長　　　　　　　　日本日本日本日本ポリケムポリケムポリケムポリケム　　　　岡本純一岡本純一岡本純一岡本純一　　　　氏氏氏氏、、、、日本日本日本日本ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン　　　　深川幹夫深川幹夫深川幹夫深川幹夫　　　　氏氏氏氏
　　　　 　日本ポリケムおよび日本ポリエチレンは社長交代人事を発表した。日本ポリケム社長には、３月

３１日付けで岡本純一取締役が就任する。三菱化学執行役員は継続する。日本ポリエチレン社長に
は、３月３１日付けで深川幹夫（日本ポリプロ取締役生産統括部長）が就任する。両社の社長を
兼務している村上永一氏は両社の顧問に就任する。

12121212 中国中国中国中国のののの化学品市場化学品市場化学品市場化学品市場・・・・・・・・・・・・春節後春節後春節後春節後もももも好調続好調続好調続好調続くくくく、、、、生活関連資材生活関連資材生活関連資材生活関連資材はひっはひっはひっはひっ迫迫迫迫もももも
　中国の化学品市場は、春節休暇明けも好調を継続している。合成繊維のほか衛星材料に用いられ
る高吸水性樹脂（ＳＡＰ）、その原料となるアクリル酸など生活物資関連では需給バランスのタイ
ト化から騰勢のまま春節を迎え、休暇明け以降一段高となっている品目も少なくない。
　中国経済が年率１０％前後で成長を続けるなか、供給量の増加が追いついていないことが背景に
ある。先行きの中国化学品市場は「とくにマイナス要因は見当たらない」（日系商社）状況。
内需に加え輸出が拡大している製品もあり、荷動き、市況とも当面は総じて高い水準で推移しそう
だ。
　中国のポリオレフィン市場を巡っては以前、中東で複数の大型石油化学計画が打ち出され、それ
らの稼働開始時期が集中する時期に他の中国向け製品の競争激化が予想されたことから“○○年問
題”と呼称されていた。結果として、この問題は表面化していない。中東での諸計画が大幅に遅れ
るなかで中国の需要拡大が続き「遅れた分、拡大した需要に吸収された」（日系商社）ため。

　　　　２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水））））
2222 １１１１月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン用輸入用輸入用輸入用輸入ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・２９６０２９６０２９６０２９６０円上円上円上円上げげげげ４４４４万万万万９３００９３００９３００９３００円円円円

　経産省がまとめた２０１１年１月のエチレン用輸入ナフサ実績によると、輸入単価は１キロリッ
トル当たり４万９３００円で、前月より２９６０円値上がりした。ドル建て単価は前月より５６．
５ドル上昇し、８５６．８ドル。為替レートは０．７ドル円高に振れ１ドル８２．９円。

3333 １１１１月月月月ののののＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績・・・・・・・・・・・・ＣＰＰＣＰＰＣＰＰＣＰＰはははは４４４４．．．．８８８８％％％％増増増増、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰははははマイナスマイナスマイナスマイナス００００．．．．４４４４％％％％
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、１月の合計出荷は、２軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比０．４％減の１万６８９２トンとわずかながら減
少した一方、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは堅調で、同４．８％増の１万２１７１トン
となった。



【１月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

10101010 カーボンフットプリントカーボンフットプリントカーボンフットプリントカーボンフットプリント制度制度制度制度・・・・・・・・・・・・広範囲広範囲広範囲広範囲ＰＣＲＰＣＲＰＣＲＰＣＲ導入導入導入導入がががが検討検討検討検討、、、、個別基準間個別基準間個別基準間個別基準間のののの整合性確保整合性確保整合性確保整合性確保へへへへ
　　　　算定方法算定方法算定方法算定方法ののののバラバラバラバラつきなどもつきなどもつきなどもつきなども課題課題課題課題

　製品パッケージに“炭素の足跡”を表示するカーボンフットプリント制度（ＣＦＰ）。本格導入
に向け２００９年から試行事業がスタートし、昨年秋からＣＦＰを表示した製品の販売が始まって
いる。広がりが期待される一方で、商品種別算定基準（ＰＣＲ）が細分化されているため、ＰＣＲ
間の整合性を確保できないという問題が浮上している。中小企業にとっては、新たにＰＣＲを策定
する場合の作業負担も大きい。このため汎用的に使用できる広範囲ＰＣＲの導入を望む声が高まり
みずほ情報総研が経産省の委託を受けて実証を進めている。ただ、広範囲ＰＣＲにも同業他社との
データの整合性の確保やＣＦＰ算定結果のバラつきなどの問題があり、最適な訳ではない。本格
実施に向けて方向性を定めるには時間がかかりそうだ。
　実証の参加企業からは、「どういうデータを収集すべきか不明確」「どの排出原単位を当てはめ
るかの妥当性が判断できない」「同業他社と整合性を取った形での算定は不可能」などの意見があ
った。ルール検討委員会では、「同じ製品でも、使用・維持段階のエネルギーの利用法で算定方法
が異なるなら、個別のＰＣＲとして分類されるべきではないか」と指摘された。
　来月９日に開催されるルール検討委員会では実証事業の報告を受け、これらの課題を議論し実証
継続の是非を判断する。継続する場合は、新たにエネルギーを直接消費する製品を対象とした広範
囲ＰＣＲの実証も行うことになる。

10101010 独研究所独研究所独研究所独研究所ががががＥＵＥＵＥＵＥＵ見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・３０３０３０３０％ＧＨＧ％ＧＨＧ％ＧＨＧ％ＧＨＧ削減削減削減削減ででででＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ６６６６％％％％上乗上乗上乗上乗せせせせ
　欧州連合（ＥＵ）が２０２０年までに温室効果ガス（ＧＨＧ)を１９９０年比３０％削減すれば、
技術革新や低炭素社会実現に向けた投資を通じ、ＥＵの域内総生産（ＧＤＰ）は、削減努力をしな
かった場合に比べて６％押し上げられるとする研究結果が２１日、公表された。
　研究は、独政府の委託を受け、ポツダム気候影響研究所が中心となってまとめた。それによると、
ＥＵがＧＨＧの削減目標を現行の９０年比２０％削減から３０％削減へと引き上げれば、ＥＵの
ＧＤＰは１年につき０．６％押し上げられると予想。２０年までに累計で最大６００万人の雇用が
創出され、投資がＧＤＰに占める割合も現在の１８％から最大２２％に拡大。ＧＤＰは削減措置を
講じなかった場合を６２００億ユーロ（６％）上回る見通し。
　１９２９年の世界恐慌後には、とくに国防分野での投資急増を受けて危機から脱却した国が多か
ったが、現在では環境分野への投資を通じて０７～０８年の金融危機からの回復が可能と指摘。

11111111 １０１０１０１０年年年年ののののプラプラプラプラ加工機生産加工機生産加工機生産加工機生産・・・・・・・・・・・・倍増倍増倍増倍増のののの１１１１万万万万２９７６２９７６２９７６２９７６台台台台
　プラスチック加工機の生産が回復傾向にある。日本プラスチック機械工業会がまとめた１０年（
１－１２月）の生産実績は、生産台数が１万２９７６台（前年比２倍）と伸びた。リーマンショッ
後の世界同時不況で需要が急減、０９年の生産台数では前年比５割減と大幅落ち込みを見せていた。
リーマンショック以前の１万８０００台レベルには及ばないものの、急回復を見せた格好だ。
　機種別にみると、射出成形機が同２．３倍の１万１１８０台、押出機は同１７．７％増の３９３
台、付属装置が同２．５％増の８６台だった。

　　　　２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））
1111 三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル――――旭化成旭化成旭化成旭化成・・・・・・・・・・・・水島水島水島水島エチレンエチレンエチレンエチレン統合統合統合統合へへへへ、ＬＬＰ、ＬＬＰ、ＬＬＰ、ＬＬＰ４４４４月設立決定月設立決定月設立決定月設立決定

　三菱ケミカルホールデイングス、旭化成は２３日、三菱化学、旭化成ケミカルズが水島地区に保
有するエチレンセンターの統合、一体運営のための共同出資による有限責任事業組合（ＬＬＰ）を
４月１日付けで設立することを決定したと発表した。ＬＬＰの名称は西日本エチレン有限責任事業
組合で、所在地は東京都千代田区。出資金は８０００万円で、三菱化学、旭化成ケミカルズが折半
出資する。職務執行は両社から１名ずつ選出する予定。ＬＬＰ設立にともない、旭化成ケミカルズ
は１００％出資会社の山陽石油化学を４月１日付けで吸収合併する。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・穀物価格高騰抑止穀物価格高騰抑止穀物価格高騰抑止穀物価格高騰抑止にににに必要必要必要必要なななな化学化学化学化学のののの力力力力
　穀物相場の高騰が世界的に大きな社会問題になっている。天候不順による生産量減、中国、印度
などの新興国の需要拡大、投機資金の先物市場への流入等の背景があり、国際レベルでの危機感は
高まっている。問題打開のため、６月には２０カ国・地域（Ｇ２０）で初の農業大臣会合がパリで
開催される。投機マネー流入の規制には、共通ルールづくりの難航が予想されるが、増産に向けた
協力姿勢を示すことは可能だろう。
　遺伝子組み換え技術の活用、化学肥料の普及促進、など有望な農産物増産の手段であり、高騰抑
制の解決策として「化学」の力を盛り込んでもらいたい。
　農水省の２月調査によると、穀物の国際価格は２００８年を基準とすると、大豆２．６倍、小麦
２．３倍、バイオエタノール向けや中国消費の増加からトウモロコシ３．１倍に高騰し、過去最高
レベルにある。
　米国農務省２月発表の穀物需給報告では、１０／１１年度の穀物生産量の伸びは、消費を下回る
と予想。生産量は対前年度比２．４％減、逆に消費量は２％増と示した。
　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は栽培技術を進めるに当たり、長期的視点から品種改良法、化学肥
料の供給システム構築、総合的病害虫管理（ＩＰＭ）による環境負荷の少ない農業のあり方等を
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挙げている。このほど開催したＧ２０財務相・中央銀行総裁会議でも高騰防止に共同声明が採択さ
れ、日銀の中曽宏理事を議長とする作業部会（ＷＧ）の設置も決まった。
　世界人口の増加などから穀物需給バランスの乱れと価格上昇は、今後とも基調は変わらないだろ
う。コメを除き大半を輸入にたよる日本は、国民全体で高騰問題を真剣に受け止める必要がある。
科学的知見に基づく冷静な議論を期待したい。

10101010 改正化審法改正化審法改正化審法改正化審法・・・・・・・・・・・・８８８８８８８８化学物質化学物質化学物質化学物質をををを優先評価優先評価優先評価優先評価、、、、政府政府政府政府がががが４４４４月指定月指定月指定月指定、、、、全国全国全国全国でででで説明会始説明会始説明会始説明会始まるまるまるまる
　政府は、４月から本格施行される改正化学物質審査規制法（化審法）の優先評価化学物質を固め
た。経済産業、環境、厚生労働の３省の合同部会で、スクリーニング評価に基づき８８物質が優先
評価化学物質に相当すると判定された。
　４月１日付けで３大臣の告示により指定される。製造・輸入数量に加え、有害性データの届け出
が必要になる。届け出の開始を前に、製品評価技術基盤気候（ＮＩＴＥ）が全国で届け出手続きに
関する説明会を始めるなど本格施行の準備が進んでいる。
　経産省は、「優先評価化学物質は使用禁止のリストではない。有害性など詳細なデータを収集し
安全に使用することが重要」とブラックリスト化することを懸念しており、周知徹底を図っていく。
　ＮＩＴＥは今月から来月にかけて全国で「改正化審法事業者向け説明会」を開催する。
届け出を支援するソフトウエアの配布・説明や、扱っている化学物質が該当するかどうかについて
個別相談も受ける。経産省の化学物質管理課も、「業界団体などから要望があれば説明する」とし
ている。

　　　　２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））
2222 中東中東中東中東などなどなどなど政情不安政情不安政情不安政情不安・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ価格急騰価格急騰価格急騰価格急騰、、、、輸入輸入輸入輸入スポットスポットスポットスポット９００９００９００９００ドルドルドルドル台台台台にににに、、、、石化追加値上石化追加値上石化追加値上石化追加値上げもげもげもげも

　中東・北アフリカの政情不安を受けて、ナフサ価格が急騰している。足元の輸入スポット価格を
国産価格に換算すると、１キロリットル当たり５万５０００円以上。値上げが浸透したばかりの
石化製品に、さらに追加値上げが迫られる可能性が高まってきた。
　決着段階の値上げの前提は、ナフサ５万２０００円程度。足元ナフサ価格の５万５０００円と
比較すると３０００円以上の開きが出てきており、このままでは引き続き追加値上げの実施が必要
となってくる。メーカーサイドは既に第２次値上げの具体的な検討に入っているもようだ。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・環境省環境省環境省環境省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・０９０９０９０９年度年度年度年度ＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲデータデータデータデータ　　　　１２１２１２１２％％％％減減減減のののの３５３５３５３５．．．．２２２２万万万万トントントントン
　　　　排出排出排出排出・・・・移動量合計移動量合計移動量合計移動量合計　　　　化学工業化学工業化学工業化学工業はははは１１１１１１１１％％％％減減減減

　経産省と環境省は２４日、化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく排出移動量届出制度
（ＰＲＴＲ制度）の２００９年集計結果をまとめた。０１年度の制度開始以来９回目の集計。届出
事業所数は３万８１４１と０８年度に比べ１４４２の減少をみた。排出量と移動量の合計は３５万
２３５４トンで初めて４０万トンを下回った。両省は化管法が目指す化学物質の適正な管理と合理
的な使用が着実に浸透している結果だとみている。
　化学工業の排出・移動量は全体の２７％。排出量では９．８％、移動量では４５％を占める。
排出量は１万７２２３トンと前年度比８．７％減、移動量は１１．１％減の７万９６２４トン。

【届出排出量・移動量上位１０物質】（単位：トン、％）

合計 352,254 100

3
3
2
2
2

75

8,443

構成比
32

12.0
7
6
5

10,007
9,804

8,127
7,329

263,222

０９年度実績
114,049
42,290
24,157
21,878
17,138

クロムおよび三価クロム化合物
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムミド
エチレングリコール
鉛およびその化合物
フッ化水素およびその水溶性塩

上位１０物質合計

対象物質
トルエン
キシレン
マンガンおよびその化合物
ジクロロメタン（塩化メチレン）
エチルベンゼン


