
国際的なPRTR動向 

相澤寛史 

工学博士 元OECDアドミニストレーター 

本発表は筆者の所属していた、又は現在所属する組織の見解を 
代表している訳ではないことをお断りします。 
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PRTR（化学物質排出移動量届出制度）とは？ 

1. 化学物質又は化学物質群のリスト、かつ、適切
な場合には、化学物質の排出後又は移動後に
関連するすべてのカテゴリ 

2. （大気、水及び土壌への）排出・移動に関する
複数媒体を統合した報告 

3. 定義づけられた排出源に関する排出源毎の
データ報告 

4. 定期的な報告。毎年が好ましい 

5. データを市民に対して公開 
PRTRに関するOECD理事会勧告（1996年、2003年改定 C(96)41/FINAL） 

市民がアクセス可能なインベントリ 



 

図：ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック  
化学物質による環境リスクを減らすために～平成25年度集計結果から～ 
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Identified PRTR initiatives 

 

PRTR Map, 9th meeting of International PRTR Coordinating Group, 2014 
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PRTRの経緯 

1992 地球サミット 

1996 PRTR実施に関するOECD理事会勧告 

米国とカナダが理事会勧告に位置づけられた原則を遵守できるPRTR制度を
実施 

1997  北米環境協力委員会が北米のPRTRデータの提供を開始 (Taking Stock). 

1999 OECD加盟8ヶ国がPRTRを実施 

2003 OECD加盟14ヶ国がPRTRを実施 

2006 OECD加盟16ヶ国がPRTRを実施 

欧州PRTR規則 
Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council 
of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant 
Release and Transfer Register; 

2009 PRTR議定書発効, 採択は 2003年5月. 

39ヶ国がPRTRを実施 
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PRTR議定書 

• 2003年5月採択, 2009年10月発効. 

• 国連欧州経済委員会(UNECE) 

• オーフス条約の締約国ではなくとも、すべての
国連加盟国が締結可能。 

• PRTRに関する唯一の条約 

• 32ヶ国+EU  

• 65 の事業活動  

• 86 物質又は物質群 



PRTR議定書締約国 



PRTR議定書: PRTR議定書2015－2020

年戦略（Strategic Plan for 2015–2020 for the Protocol on PRTRs） 

フォーカルエリアI: 各締約国による議定書の実施 

フォーカルエリアII: 批准への障壁の撤廃と欧州を越えた地域への拡張 

フォーカルエリアIII: 議定書の発展 

議定書付属書I及びIIにおける更なる改善の可能性がある分野の特定（事業
種及び化学物質） 

必要に応じ、非点源からの排出に関する特定の要件の追加 

エネルギーや水消費、廃棄物のオンサイトでの移転や貯蔵に関する情報のよ
うなその他の側面に関する情報の追加の検討 

  
持続可能な開発の文脈におけるグリーン成長の発達を評価するためのツー
ルとしてPRTR議定書の活用 



経済協力開発機構(OECD) の 
活動パラダイム 

メンバー国におけ
るPRTRの構築 

データの質の向上
排出推定・把握手
法の開発・改善 

PRTR制度の調和 

PRTRデータ活用 

持続可能性のた
めのPRTR 

メンバー国におけるPRTR実施の進展 

OECD  
理事会勧告 

米国及び
カナダ 

8ヶ国 

14 ヶ国 

16 ヶ国 

E-PRTR 

1996 

2015 

OECDメンバー国: 34ヶ国 



OECD：3つのデータベース 

• OECD加盟国の国レベル又は地域レベルでのPRTRデータ
（施設レベルは含まれていない） 

• 年、国、地域、事業種、化学物質、排出先などで検索可能。  

PRTRデータセンター 

• 各国や国際機関等のPRTR情報への窓口案内サイト.  

• OECD, UNECE and UNEP/GRID-Arendal. 

PRTRネット（PRTR.net） 

• OECD加盟各国における排出推計手法を集めたWebサイト。 

排出推計手法のリソースセンター 



欧州: E-PRTR 
• 欧州PRTR規則  
 Regulation (EC) 166/2006 

– E-PRTRの設立 
– 33ヶ国: 

• 28 EU加盟国, アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー 
• スイス、セルビア(voluntary) 

• 2007年実績値  (2009年に取りまとめ・公開開
始) 

• PRTR議定書の要件を満たす（ = 議定書＋α） 
– 91 物質 (Hexabromobiphenyl, Octylphenols, 

Fluoranthene, Isodrin, Benzo(g,h,i)perylene + 86 of 
the PRTR Protocol) 

– 65 事業種 
Modified from Ms. Eva Goossens, E-PRTR, Global round table on PRTRs, 2013 



Modified from Ms. Eva Goossens, E-PRTR, Global round table on PRTRs, 2013 



北米:環境協力委員会 
Commission for Environmental Cooperation (CEC) 

3つのPRTRs 
• カナダ NPRI 
• 米国 TRI 
• メキシコ RETC 
 

 

活動内容 

• Taking Stock Report  

• Taking Stock Online 

• 北米PRTRの互換性
を高めるためのアク
ションプランを策定 



国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（UNECLAC） 
 

・リオ第10原則グループ 
– 2013年にはUNECE, OECDも参加してPRTRワークショップを開催 

・地域合意（条約？）作成の動き 
– PRTRも一要素として含む可能性。 

– 2014年11月に交渉フェーズに入り、交渉委員会を立ち上げたことを
公表 (http://www.cepal.org/en/principio-10, 合意条文案
LC/L.3987) 

 

• Each Party shall create, administer and periodically update a 
pollutant release and transfer register for the air, water, soil and 
subsoil, materials and waste in its jurisdiction, among others. The 
registered information will be public and electronically accessible 
and will contain disaggregated and standardized data. 



Protocol on PRTR 

Modified from  Ms. Marcia Cecilia Suazo Hernandez, PRTR Global Round Table, 2013 
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世界的なPRTRの動向 

• ある程度の環境法制が整備された国々（中央・ラテンアメ
リカ、東欧、東南アジア等）がPRTR制度構築に積極的. 

PRTR制度の普及 

• 国際的なPRTR又は地域的なPRTR. 

• 国際機関間の連携強化 

一層の調和を模索する動き 

• 持続可能な開発の文脈に立ち戻ってPRTRを捉え直そうと
いう動きやPRTRの次のフェーズを模索する動き 

持続可能な開発や排出削減 



PRTR制度の更なる調和に向けて 

•各国はそれぞれ異なる環境・社会・経済状況にある。 

•加えて、PRTR制度自体が複数の目的のために活用されうる（→ 制度の目的に応じて異なる
制度設計となり得る） 

•他方、産業界・市民にとっては、遵守・理解のしやすさから、統一の方が望ましいとの見方あり 

何故各国で異なるのか? 

•PRTR議定書、E-PRTR、北米CEC、ラテンアメリカ（何らかの条約化？） 

国際的・地域的なPRTRの動向 

•1996年～ 初のPRTRの勧告やガイダンス文章を発出 （PRTRの最小要素） 

•現在、各PRTRに共通の要素（事業種・化学物質）を抽出し、ガイダンス文章を作成。 

OECD 

•PRTR グローバルラウンドテーブル2013及び 2015の2回: UNECE, OECD + 国連訓練調査研究所
(UNITAR) 

•ラテンアメリカPRTRワークショップ2014: UNECLAC, UNECE + OECD. 

国際機関間の連携 



持続可能な開発や排出削減 

•持続可能な開発の文脈におけるグリーン成長の発達を評価するためのツー
ルとしてPRTR議定書の活用：PRTR議定書2015－2020年戦略 

• SDGとの結びつけ（How can PRTRs help achieve the SDGs?）
www.unece.org/info/media/news/environment/2015/how-can-prtrs-help-achieve-the-sdgs/doc.html 

PRTR議定書 

• 2011 各国へのPRTR活用状況調査（報告書も公表されている）: 持続可能
性を図る文脈でガイダンス文章を作っている国はない。 

• 2013-2016のプロジェクト「世界的な持続可能な開発におけるPRTRの役割」 

OECD 

•まずPRTRの構築が最優先 

•構築が一段落の後、持続可能な開発との関係に立ち戻る余裕ができる。 

各国にとってのPRTRの流れ（実務者の目線） 
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（ご参考情報） 

From the online survey at the PRTR Global Round Table, 2013 



More public participation 

From the online survey at the PRTR Global Round Table, 2013 


