
カーボンフットプリント制度試行事業CO2換算量共通原単位データベースver. 4.0 (国内データ)

公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

エネル

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂
原油の採掘～生産～使用

高位発熱量：38.2MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は H22年度

「カーボンフットプリント制度試行事業CO2換算量原単位データベースver. 4」（以下「本データベース」という。）を公開します。
本データベースは、独立行政法人産業技術総合研究所の監修の下に統計や文献・資料等を基に作成されたデータ及び工業会より提出されたデータから構
成されています。また、第三者の有識者からなるCO2換算量原単位データ検証委員会（委員長 石谷久 東大名誉教授）において、「原単位作成用検証基
準」 に基づいた検証を受けております。

＜「本データベース」を使用するに際しての注意事項＞
１．本データベースに掲載されているデータは、カーボンフットプリント制度試行事業のみにおいて、使用することが出来るデータベースです。
２．本データベースに掲載されているデータは、ある一定の条件下での算定結果を示したものであるため、本数値のみによる素材間比較などはできませ

ん。
３．本データベースに掲載されているデータは、データ作成時の最新の知見に基づいて作成されているため、データ作成に用いたバックグラウンドデータは

各検証期の間で整合性が取れていない箇所があります。
４．本データベースは、更なる充実に向け、随時検討されます。

データベース項目名の説明
kg-CO2e ： 温室効果ガス(GHG)である６ガス（二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素など）の排出量を二酸化炭素に換算し合計した数値の単
位
｢製品｣ ：ここに含まれる原単位はその製品を作るまでの工程における温室効果ガス排出量を示す。
「エネルギー」 ： ここに含まれる原単位はその製品を作るまでの工程に加えてそれを利用した際の温室効果ガス排出量も含めた数値を示
す。
（例えば、製品の「灯油」は灯油を作るまでの数値が、エネルギーの「灯油のボイラーでの燃焼」は灯油を作るまでと、灯油を燃やしたときの
数値が合算されている。）
指数標記： E+02は10の2乗、E-02は10のマイナス2乗を示す。
原単位の範囲：製造プロセスからの産業廃棄物処理は含むが、製品そのものの廃棄処理は含まない。

JP104001
エネル
ギー

鉱業 原油のボイラーでの燃焼 MJ 7.33E-02

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油の採掘～生産～使用
(燃焼)

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104001 4

JP104002
エネル
ギー

鉱業 原油のボイラーでの燃焼 L 2.80E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油の採掘～生産～使用
(燃焼)

高位発熱量：38.2MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104002 5

JP104003
エネル
ギー

鉱業 原油のボイラーでの燃焼 kg 3.28E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油の採掘～生産～使用
(燃焼)

高位発熱量：38.2MJ/L

密度：0.854kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104003 6

JP104004
エネル
ギー

鉱業 LNGのボイラーでの燃焼 MJ 5.96E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

天然ガスの採掘～生産～精
製～液化～使用(燃焼)

高位発熱量：54.6MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104004 7

JP104005
エネル
ギー

鉱業 LNGのボイラーでの燃焼 kg 3.25E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

天然ガスの採掘～生産～精
製～液化～使用(燃焼)

高位発熱量：54.6MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104005 8

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

る

JP104006
エネル
ギー

鉱業 LNGのボイラーでの燃焼 L 1.50E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

天然ガスの採掘～生産～精
製～液化～使用(燃焼)

高位発熱量：54.6MJ/kg

密度：0.46kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
104006 9

JP108001
エネル
ギー

木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木材のボイラーでの燃焼 MJ 3.08E-03

(独) 産業技術総合研究所（2009）

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

セルロース中のC量よりモデル化

育林～伐採～輸送～燃焼

木材に含まれる炭素はカーボン
ニュートラルの考えを適用し、
GHG排出量に含めていない

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
108001 10

JP111001
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ガソリンの燃焼 MJ 7.70E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ガソリンの燃焼

高位発熱量：34.6MJ/L
H22年度

第1期
111001 11

JP111002
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ガソリンの燃焼 L 2.66E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ガソリンの燃焼

高位発熱量：34.6MJ/L
H22年度

第1期
111002 12

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

JP111003
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ガソリンの燃焼 kg 3.63E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ガソリンの燃焼

高位発熱量：34.6MJ/L

密度：0.733kg/L

H22年度

第1期
111003 13

JP111004
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ナフサのボイラーでの燃焼 MJ 7.12E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ナフサのボイラーでの
燃焼

高位発熱量：33.6MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111004 14

JP111005
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ナフサのボイラーでの燃焼 L 2.39E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ナフサのボイラーでの
燃焼

高位発熱量：33.6MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111005 15

JP111006
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ナフサのボイラーでの燃焼 kg 3.31E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ナフサのボイラーでの
燃焼

高位発熱量：33.6MJ/L

密度：0.723kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111006 16
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP111007
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ジェット燃料油の燃焼 MJ 7.12E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ジェット燃料油燃焼

高位発熱量：36.7MJ/L
H22年度

第1期
111007 17

JP111008
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

ジェット燃料油の燃焼 L 2.61E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～ジェット燃料油燃焼

高位発熱量：36.7MJ/L
H22年度

第1期
111008 18

JP111009
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

灯油のボイラーでの燃焼 MJ 7.12E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～灯油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：36.7MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111009 19

JP111010
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

灯油のボイラーでの燃焼 L 2.61E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～灯油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：36.7MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111010 20

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

JP111011
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

灯油のボイラーでの燃焼 kg 3.30E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～灯油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：36.7MJ/L

密度：0.792kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111011 21

JP111012
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

軽油のボイラーでの燃焼 MJ 7.27E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～軽油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：37.7MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111012 22

JP111013
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

軽油のボイラーでの燃焼 L 2.74E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～軽油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：37.7MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111013 23

JP111014
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

軽油のボイラーでの燃焼 kg 3.29E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～軽油のボイラーでの燃
焼

高位発熱量：37.7MJ/L

密度：0.833kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111014 24

JP111015
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

A重油のボイラーでの燃焼 MJ 7.48E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～A重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：39.1MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111015 25

JP111016
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

A重油のボイラーでの燃焼 L 2.92E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～A重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：39.1MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111016 26

JP111017
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

A重油のボイラーでの燃焼 kg 3.40E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～A重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：39.1MJ/L

密度：0.860kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111017 27

JP111018
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

B重油のボイラーでの燃焼 MJ 7.60E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～B重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：40.4MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111018 28

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

JP111019
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

B重油のボイラーでの燃焼 L 3.07E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～B重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：40.4MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111019 29

JP111020
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

B重油のボイラーでの燃焼 kg 3.41E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～B重油のボイラーでの
燃焼

高位発熱量：40.4MJ/L

密度：0.900kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111020 30

JP111021
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

C重油のボイラーでの燃焼 MJ 7.58E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～C重油ボイラーでの燃
焼

高位発熱量：41.9MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111021 31

JP111022
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

C重油のボイラーでの燃焼 L 3.18E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～C重油ボイラーでの燃
焼

高位発熱量：41.9MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111022 32

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

JP111023
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

C重油のボイラーでの燃焼 kg 3.38E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～C重油ボイラーでの燃
焼

高位発熱量：41.9MJ/L

密度：0.940kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111023 33
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JP111024
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

LPGのボイラーでの燃焼 MJ 7.02E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～LPGの燃焼

高位発熱量：50.8MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111024 34

JP111025
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

LPGのボイラーでの燃焼 kg 3.57E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～LPGの燃焼

高位発熱量：50.8MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111025 35

JP111026
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

LPGのボイラーでの燃焼 L 1.81E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～LPGの燃焼

高位発熱量：50.8MJ/kg

密度：0.507kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111026 36

JP111027
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

オイルコークスのボイラー
での燃焼

MJ 1.05E-01

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～オイルコークスのボイ
ラーでの燃焼

高位発熱量：29.9MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111027 37

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

JP111028
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

オイルコークスのボイラー
での燃焼

kg 3.14E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～オイルコークスのボイ
ラーでの燃焼

高位発熱量：29.9MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111028 38

JP111029
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

炭化水素油のボイラーで
の燃焼

MJ 7.28E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～炭化水素油のボイラー
での燃焼

高位発熱量：41.9MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111029 39

JP111030
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

炭化水素油のボイラーで
の燃焼

L 3.05E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～炭化水素油のボイラー
での燃焼

高位発熱量：41.9MJ/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111030 40

JP111031
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

炭化水素油のボイラーで
の燃焼

kg 3.25E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原油採取～分留～石油精
製～炭化水素油のボイラー
での燃焼

高位発熱量：41.9MJ/L

密度：0.94kg/L

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111031 41

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

JP111032
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

コールタールのボイラーで
の燃焼

MJ 8.17E-02

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原料採取～原材料製造～
採掘～選炭～乾留～コール
タールのボイラーでの燃焼

高位発熱量：37.3MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111032 42

JP111033
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

コールタールのボイラーで
の燃焼

kg 3.05E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

原料採取～原材料製造～
採掘～選炭～乾留～コール
タールのボイラーでの燃焼

高位発熱量：37.3MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111033 43

JP111034
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

一般炭のボイラーでの燃
焼

MJ 9.22E-02

産業技術総合研究所（2009）

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

一般炭の採掘～燃焼

高位発熱量：25.7MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111034 44

JP111035
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

一般炭のボイラーでの燃
焼

kg 2.37E+00

産業技術総合研究所（2009）

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

一般炭の採掘～燃焼

高位発熱量：25.7MJ/kg

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
111035 45

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

JP111036
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

練炭・豆炭の業務用コンロ
等での燃焼

MJ 2.08E-01

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

石炭採掘～練炭～練炭・豆
炭の燃焼

高位発熱量：23.9MJ/kg
H22年度

第1期
111036 46

JP111037
エネル
ギー

石油製品・石
炭製品

練炭・豆炭の業務用コンロ
等での燃焼

kg 4.98E+00

財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

環境省,“平成13年度大気環境に係る固定発生源状況調査”,(2003)

石炭採掘～練炭～練炭・豆
炭の燃焼

高位発熱量：23.9MJ/kg
H22年度

第1期
111037 47

JP120001
エネル
ギー

電気業 公共電力 kWh 4.79E-01 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部,“電力需給の概要” 原料採取～発電～受電端
平成16～20年度の日本平均値
（送電ロスを考慮済み）

H22年度

第1期
120001 48

JP121001
エネル
ギー

ガス業
都市ガス13Aのボイラーで
の燃焼

MJ 6.59E-02

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

原料採取～素材製造～燃
料燃焼

高位発熱量：45.6MJ/Nm3

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
121001 1

JP121002
エネル
ギー

ガス業
都市ガス13Aのボイラーで
の燃焼

Nm
3 3.01E+00

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,
原料採取～素材製造～燃
料燃焼

高位発熱量：45.6MJ/Nm3

CH4排出量及びN2O排出量は H22年度

第1期
121002 2JP121002

ギー
ガス業

の燃焼
Nm 3.01E+00

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

料燃焼 吸気補正の考え方を適用してい
る

第1期
121002 2
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JP121003
エネル
ギー

ガス業
都市ガス13Aのボイラーで
の燃焼

kg 3.55E+00

独立行政法人経済産業研究所,“総合エネルギー統計の解説/ 2007年度改訂

版”,（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

原料採取～素材製造～燃
料燃焼

高位発熱量：45.6MJ/Nm3

密度：0.847kg/Nm3

CH4排出量及びN2O排出量は
吸気補正の考え方を適用してい
る

H22年度

第1期
121003 3

JP121004
エネル
ギー

ガス業 給湯（都市ガス13A） ℃・Ｌ 3.39E-04

給湯機メーカーのホームページ
http://www.paloma.co.jp/support/catalog/pdf/gas_general.pdf

http://rinnai.jp/catalog_download/pdf/us.pdf

http://www.tohogas.co.jp/living/kitchen/small/index.html

原料採取～水の加熱

例えば、10℃の水を100℃に
沸かして200ml使う場合は、

（100-10）×200÷1000を
計算して、これに原単位に乗
ずる

H23年度

第2期
- -

JP121005
エネル
ギー

ガス業 給湯（LPG） ℃・Ｌ 3.68E-04

給湯機メーカーのホームページ
http://www.paloma.co.jp/support/catalog/pdf/gas_general.pdf

http://rinnai.jp/catalog_download/pdf/us.pdf

http://www.tohogas.co.jp/living/kitchen/small/index.html

原料採取～水の加熱

例えば、10℃の水を100℃に
沸かして200ml使う場合は、

（100-10）×200÷1000を
計算して、これに原単位に乗
ずる

H23年度

第2期
- -

JP122001
エネル
ギー

熱供給業 蒸気 kg 2.50E-01 (独) 産業技術総合研究所(1988)
原料採取～素材製造～エネ
ルギー生産

燃料は重油、ボイラー効率
70%、1MPa、150℃程度の蒸
気を想定。

H22年度

第1期
122001 49

JP207001 サービス 繊維工業品 染色整理加工 m2 1.43E+00

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

染色整理加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
207001 -

JP207002 サービス 繊維工業品 綿・スフの製織加工 m2 2.28E+00

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

製織加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
207002 -

JP207003 サービス 繊維工業品 絹・人絹の製織加工 m2 2.21E+00

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

製織加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
207003 -

JP207004 サービス 繊維工業品 毛紡績糸の製織加工 m2 1.19E+00

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

製織加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
207004 -

JP207005 サービス 繊維工業品 麻糸の製織加工 m2 1.30E+00

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

製織加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
207005 -

JP207006 サービス 繊維工業品 ねん糸加工 kg 2.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”経済産業省

経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

ねん糸加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第1期
207006 50

JP207007 サービス 繊維工業品 かさ高加工 kg 6.13E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”経済産業省

経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

かさ高加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第1期
207007 51

JP207008 サービス 繊維工業品
綿・ポリエステルの紡績加
工プロセス

kg 4.82E+00

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）,(2003),

資料編 p22 資料１4 ②綿・ポリエステル（ｓ）の紡績

綿・ポリエステルの紡績

加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会 原材料製造等は含めていない
JP207009 サービス 繊維工業品

綿・ポリエステル糸の製織
加工プロセス

kg 2.09E+00

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）,(2003),

資料編 p22 資料１4 ③綿・ポリエステル（ｓ）糸の製織

綿・ポリエステル糸の製

織加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207010 サービス 繊維工業品
ポリエステル糸の製織加
工プロセス

kg 1.09E+00

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）,(2003),

資料編 p1 資料13 ③ポリエステル（ｆ）糸の製織

ポリエステル糸の製織加

工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207011 サービス 繊維工業品 横編ニット加工プロセス kg 1.69E+00
経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
横編ニット加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207012 サービス 繊維工業品
綿・ポリエステル反物の染
色加工プロセス

kg 7.22E+00
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）,(2003),資料編 p22 資料14 ④綿・ポリエステル（ｓ）
反物の染色

綿・ポリエステル反物の

染色加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207013 サービス 繊維工業品
羊毛の紡績・染色加工プ
ロセス

kg 7.44E+00
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）, (2003),資料編 p24 資料16 ①羊毛の紡績・染色
羊毛の紡績・染色加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207014 サービス 繊維工業品
羊毛反物の整理加工プロ
セス

kg 5.54E+00
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）, (2003), 資料編 p24 資料16 ③羊毛反物の整理
羊毛反物の整理加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207015 サービス 繊維工業品 フェルト製造加工プロセス kg 1.75E-01
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）, (2003),資料編 p26 資料18 ②廻し切反毛化(フェ
ルト用原料）、③フェルト

反毛製造工程～フェルト

製造加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207016 製糸(f)プロセス kg 2.09E+00
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

ポリエステル・フィラメ 原材料製造等は含めていない H23年度
- -JP207016 サービス 繊維工業品 製糸(f)プロセス kg 2.09E+00 社産業情報研究センター）,(2003),資料編 p21 資料13 ①ポリエステル・フィラ

メントの製造

ポリエステル・フィラメ

ントの製造加工
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP207017 サービス 繊維工業品 製糸(s)プロセス kg 9.08E-01
繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）,(2003), 資料編 p20 資料12 ①ポリエステル・ス
テープルの製造

ポリエステル・ステープ

ルの製造加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP212001 サービス
プラスチック製

品
カレンダー加工,塩化ビニ
ル・ゴム

kg 6.19E-01
社団法人産業環境管理協会：“平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価

技術開発成果報告書”, （2003）
成形加工プロセス

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
212001 -

JP212002 サービス
プラスチック製

品
二軸延伸フィルム加工,ポ
リプロピレン

kg 1.09E+00

社団法人 プラスチック処理促進協会
“OPPフィルムの2007年度LCI計算結果』（日本PPフィルム工業会調査）”、

（2007）
成形加工プロセス

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
212002
修正

-

JP212003 サービス
プラスチック製

品
バンド加工,ポリプロピレン kg 4.46E-01

社団法人産業環境管理協会：“平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価

技術開発成果報告書”、（2003）
成形加工プロセス

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
212003 -

JP212004 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／基材
フィルムの表面処理（アン
カー法）

ｍ 7.03E-05
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212005 サービス
プラスチック製

品
ラミネート加工品／基材
フィルムの印刷

ｍ 2.76E-05
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212006 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／ラミ
ネーション（エクストルー ｍ 4.32E-05

社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12 成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ

H23年度

第1期
- -JP212006

品
ジョンコーティング）

4.32E-05 ”
月）

ため、別途追加する必要があ
る。

第1期
- -

JP212007 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／ラミ
ネーション（サンドラミネー
ション）

ｍ 3.73E-05
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -
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JP212008 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／ラミ
ネーション（ドライラミネー
ション）

ｍ 2.79E-05
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212009 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／ラミ
ネーション（ノンソルベント
ラミネーション・無溶剤ラミ
ネーション)

ｍ 7.44E-06
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212010 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／袋（パ
ウチ）用スリット品巻き取り
ロール

ｍ 2.66E-06
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212011 サービス
プラスチック製

品
ラミネート加工品／袋（パ
ウチ）製造

千袋 2.43E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212012 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フレキ
シブルコンテナー用原料
糸の製造

kg 5.34E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212013 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フレキ
シブルコンテナー用織加
工品の製造

kg 4.35E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212014 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フレキ
シブルコンテナー用織加 kg 3.03E-01

社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12 成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ

H23年度

第1期
- -JP212014 サービス

品
シブルコンテナー用織加
工品のラミネーション

kg 3.03E-01 樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス
ため、別途追加する必要があ
る。

第1期
- -

JP212015 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フラット
ヤーン（シート）の原料糸
製造

kg 4.36E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212016 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フラット
ヤーン（シート）の織加工
品製造

kg 4.12E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212017 サービス
プラスチック製

品

ラミネート加工品／フラット
ヤーン（シート）の織加工
品のラミネーション

kg 3.61E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212018 サービス
プラスチック製

品
ラミネート加工品／粘着原
料糸の製造

kg 7.93E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212019 サービス
プラスチック製

品
ラミネート加工品／粘着織
加工品の製造

kg 1.08E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212020 サービス
プラスチック製

品
ラミネート加工品／粘着織
加工品のラミネーション

kg 3.74E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212021 サービス
プラスチック製

品
インジェクション（射出）成
形品の製造

kg 1.40E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

月）
る。

JP212022 サービス
プラスチック製

品
ブロー（中空）成形品の製
造

kg 1.30E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212023 サービス
プラスチック製

品
二軸延伸PSシートの加工
非発泡品

kg 3.93E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212024 サービス
プラスチック製

品
PETシートの製造 非発泡
品

kg 3.88E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212025 サービス
プラスチック製

品
PETシートの加工 非発泡
品

kg 5.43E-01
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

成形加工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第1期
- -

JP212026 サービス
プラスチック製

品
ＰＥＴボトル用延伸ブロー
成形工程

kg 9.86E-01
ＰＥＴボトル協議会、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＰＥＴボトルのＬＣＡ分析調

査報告書（国産ＰＥＴボトルのＧＨＧ係数平均値の算出），（20１１年10月）

半加工製品（プリフォー

ム）を原料とする成形加

工プロセス

【工業会提供データ】
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

JP217001 サービス 非鉄金属 ダイカスト加工 kg 2.47E+00
財団法人素形材センター：“素形材LCAのインベントリデータベース構築に関する

調査報告書”,（2003）

副資材原料採取・製造～

溶解～ダイカスト鋳造～

仕上加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第1期
217001 52

JP217002 サービス 非鉄金属 アルミニウム圧延加工 kg 1.10E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

（原材料）～溶解・鋳造

～熱間圧延～冷間圧延～

(表面処理)

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H23年度

第2期
- -

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

(表面処理) る。

JP218001 サービス 金属製品 プレス加工 kg 4.22E-01
（財）素形材センター：“「素形材LCAのインベントリデータベース構築に関する調

査報告書”,（2003）
金属のプレス加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第1期
218001 53

JP218002 サービス 金属製品 粉末冶金加工 kg 5.77E+00
（財）素形材センター：“「素形材LCAのインベントリデータベース構築に関する調

査報告書”,（2003）

副資材原料採取・製造～

成形～焼結～仕上加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第1期
218002 54

JP218003 サービス 金属製品 溶接加工,アーク溶接 kg 1.18E+00 独立行政法人産業技術総合研究所(2001) （被加工材）～溶接加工
自動アーク溶接。溶接材料は含
めていないため、別途追加する
必要がある。

H22年度

第3期
218003 -

JP218004 サービス 金属製品 機械的切断加工 mm2 9.20E-06 独立行政法人産業技術総合研究所(2001)
（被加工材）～機械的切

断加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切断面積あたりの数値。

H22年度

第3期
218004 -

JP218005 サービス 金属製品 ガス切断加工 mm2 8.95E-04 独立行政法人産業技術総合研究所(2001)
（被加工材）～ガス切断

加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切断面積あたりの数値。

H22年度

第3期
218005 -

JP218006 サービス 金属製品 プラズマ切断 mm2 1.41E-05 独立行政法人産業技術総合研究所(2001)
（被加工材）～プラズマ

切断

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切断面積あたりの数値。

H22年度

第3期
218006 -

JP218007 サービス 金属製品 せん断加工 mm2 4.84E-07 独立行政法人産業技術総合研究所(2001)
（被加工材）～せん断加

工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切断面積あたりの数値。

H22年度

第3期
218007 -

JP218008 サービス 金属製品 穿孔（ドリル）加工 mm3 9.20E-07
独立行政法人産業技術総合研究所(2001)

ツ－ルエンジニア編集部 ："削加工のデータブック",大河出版,（1997）
（被加工材）～穿孔加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切削体積あたりの数値。

H22年度

第3期
218008 -

JP218009 サービス 金属製品 フライス加工 kg 6.18E-01 独立行政法人産業技術総合研究所(2001)
（被加工材）～フライス

加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切削質量あたりの数値。

H22年度

第3期
218009 -

JP218010 サービス 金属製品 旋削加工 kg 1.91E-01 独立行政法人産業技術総合研究所(2001) （被加工材）～切削加工
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。切削質量あたりの数値。

H22年度

第3期
218010 -

JP218011 サービス 金属製品 溶接加工,抵抗溶接 点 2.69E-04 独立行政法人産業技術総合研究所(2001) （被加工材）～抵抗溶接
原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ

H22年度

3
218011 -JP218011 サービス 金属製品 溶接加工,抵抗溶接 点 2.69E-04 独立行政法人産業技術総合研究所(2001) （被加工材）～抵抗溶接 ため、別途追加する必要があ

る。
第3期

218011 -

JP218012 サービス 金属製品 曲げ加工 mm
2 7.46E-05 独立行政法人産業技術総合研究所(2001) （被加工材）～曲げ加工

原材料製造等は含めていない
ため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
218012 -
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP230001 サービス
印刷・同関連

品
グラビア印刷,水性 ｍ

2 6.03E-02

福森広次：”グラビア印刷包材の環境影響評価 水性印刷包材と油性印刷包材の

LCA比較”、コンバーテック (2007)p.35-43

内田弘美：”グラビア印刷による包装材料のLCA評価”、日本包装学会誌、16

（2007）6,p.397-404.

原料採取～インキ製造～

印刷・乾燥

紙等の被印刷物は含めていな
いため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
230001 -

JP230002 サービス
印刷・同関連

品
グラビア印刷,油性,VOC
処理なし

ｍ
2 7.53E-02

福森広次：”グラビア印刷包材の環境影響評価 水性印刷包材と油性印刷包材の

LCA比較”、コンバーテック (2007)p.35-43

内田弘美：”グラビア印刷による包装材料のLCA評価”、日本包装学会誌、16

（2007）6,p.397-404.

原料採取～インキ製造～

印刷・乾燥

紙等の被印刷物は含めていな
いため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
230002 -

JP230003 サービス
印刷・同関連

品
グラビア印刷,油性,VOC
焼却処理

ｍ
2 9.97E-02

福森広次：”グラビア印刷包材の環境影響評価 水性印刷包材と油性印刷包材の

LCA比較”、コンバーテック (2007)p.35-43

内田弘美：”グラビア印刷による包装材料のLCA評価”、日本包装学会誌、16

（2007）6,p.397-404.

原料採取～インキ製造～

印刷・乾燥

紙等の被印刷物は含めていな
いため、別途追加する必要があ
る。

H22年度

第3期
230003 -

JP301001 製品 農業 玄米 kg 1.35E+00

米・麦類の生産費：農林水産省,“平成3年～平成19年産米及び麦類の生産費”,

（1993-2009）

豆類（大豆を除く）・野菜・果実・花き・花木類の生産費：農林水産省,“平成16年～

平成19年産品目別経営統計”,（2006-2009）
大豆・原料用かんしょ・原料用ばれいしょ・てんさい・さとうきびの生産費：農林水
産省,“平成3年～平成19年産工芸農作物等の生産費”,（1993-2009）
雑穀・とうもろこし・いも類・飼料作物・その他の耕種作物・その他の食用耕種作
物・飲料用作物・なたね・その他の非食用耕種作物の生産費、光熱水費等の配
分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

しいたけ・きのこの生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年林業経営統計調

査”,（2006-2009）

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301001 55

玄米の肥料投入量：農林統計協会,”ポケット肥料要覧2007”,（2008）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP301002 製品 農業 麦類 kg 6.22E-01

麦類の生産費：農林水産省,“平成3年～平成19年産米及び麦類の生産費”,

（1993-2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301002 56

豆類（大豆を除く）・野菜・果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産

品目別経営統計”,（2006-2009）
大豆・原料用かんしょ・原料用ばれいしょ・てんさい・さとうきびの生産費：農林水
産省,“平成3年～平成19年産工芸農作物等の生産費”,（1993-2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

JP301003 製品 農業 豆類 kg 8.90E-01

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301003 57

JP301004 製品 農業 雑穀 kg 2.75E-01

雑穀・とうもろこしの生産費、光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000

年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301004 58

原料用かんしょ・原料用ばれいしょの生産費：農林水産省,“平成3年～平成19年

産工芸農作物等の生産費”,（1993-2009）

いも類の生産費、光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連

関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

JP301005 製品 農業 いも類 kg 7.60E-02

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301005
修正

59

JP301006 製品 農業 果菜類（施設） kg 1.90E+00

野菜の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301006 60
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP301007 製品 農業 果菜類（露地） kg 3.91E-01

野菜の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301007 61

JP301008 製品 農業 葉茎菜類 kg 3.33E-01

野菜の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301008 62

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP301009 製品 農業 根菜類 kg 2.28E-01

野菜の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301009 63

JP301010 製品 農業 しいたけ（栽培） kg 3.72E+00

しいたけ・きのこの生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年林業経営統計調

査”,（2006-2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（菌）～接種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301010 64

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP301011 製品 農業 きのこ（栽培） kg 1.65E+00

しいたけ・きのこの生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年林業経営統計調

査”,（2006-2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（菌）～接種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301011 65

JP301012 製品 農業 仁果果実 kg 4.65E-01

果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301012 66

果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

JP301013 製品 農業 かんきつ類果実 kg 6.83E-01

果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301013 67

JP301014 製品 農業
核果果実（もも、すもも、さ
くらんぼ、うめ等）

kg 9.67E-01

果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301014 68
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JP301015 製品 農業
熱帯産果実（キウイフルー
ツ、パインアップル等）

kg 5.51E-01

果実の生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年産品目別経営統計”,（2006-

2009）

光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301015 69

JP301016 製品 農業 飼料作物（トウモロコシ等） kg 3.22E-02

飼料作物の生産費、光熱水費等の配分基準：総務省,“平成12年（2000年）産業

連関表”, (2004)

しいたけ・きのこの生産費：農林水産省,“平成16年～平成19年林業経営統計調

査”,（2006-2009）

農薬投入量：農薬工業会,“平成12農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000)

肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007)
農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化
繊ネット［防風ネット、遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成15・平成17年・平成

19年園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査”,(2005)(2007)(2009）

CH4及びN2O排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガス

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

（種）～播種～栽培～収穫
～出荷準備～輸送

H22年度

第1期
301016
修正

70

インベントリ報告書”,(2009)(2010)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP301017 製品 農業 生乳 kg 9.74E-01

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

中央畜産会,“日本飼養標準肉用牛”,（2000）

中央畜産会,“日本飼養標準乳牛”,（1999）

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（母体）～出生～搾乳～輸
送

H22年度

第1期
301017 71

JP301018 製品 農業 鶏卵 kg 1.07E+00

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

中央畜産会,“日本飼養標準肉用牛”,（2000）

中央畜産会,“日本飼養標準乳牛”,（1999）

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（母体）～出産～採卵～輸
送

H22年度

第1期
301018 72

JP301019 製品 農業 肉鶏 kg 1.23E+00

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

中央畜産会,“日本飼養標準肉用牛”,（2000）

中央畜産会,“日本飼養標準乳牛”,（1999）

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（母体）～出生～飼養～輸
送

H22年度

第1期
301019 73

JP301020 製品 農業 豚 kg 2.16E+00

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

中央畜産会,“日本飼養標準肉用牛”,（2000）

中央畜産会,“日本飼養標準乳牛”,（1999）

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”
（母体）～出生～飼養～輸
送

H22年度

第1期
301020 74

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

第1期

JP301021 製品 農業 肉用牛 kg 9.21E+00

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

中央畜産会,“日本飼養標準肉用牛”,（2000）

中央畜産会,“日本飼養標準乳牛”,（1999）

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（母体）～出生～飼養～輸
送

H22年度

第1期
301021 75

JP301025 製品 農業 イタリアンライグラス kg 5.44E-02
独立行政法人農業環境技術研究所, “環境影響評価のためのライフサイクルアセ

スメント手法の開発 研究成果報告書”,（2003）,p88
原料採取～播種～施肥・農
薬散布～収穫

H22年度

第3期
301025 -

JP301026 製品 農業 青刈りとうもろこし,南九州 kg 2.97E-02

①エネルギー、水、原材料、製品の情報源：農業環境技術研究所,”「環境影響評

価のためのライフサイクルアセスメント手法」研究成果報告書”, p35-38,p93,

（2003）

②施肥中窒素由来N2Oの情報源：温室効果ガスインベントリオフィス,”温室効果

ガス2011年報告書”,page6-24,6-25,（2011）

原料採取～青刈りとうもろこ
しの生産～集積場への輸送

H23年度

第2期
- -

JP302001 製品 林業 丸太(原木) m
3 9.75E+00

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

（種）～育成～伐採～輸送

すぎ、ひのき、あかまつ・くろま
つ、からまつについて生産量で
加重平均
した。

H22年度

第1期
302001 76

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

JP302002 製品 林業 すぎ（丸太） m
3 1.16E+01

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（種）～育成～伐採～輸送
H22年度

第1期
302002 77

JP302003 製品 林業 ひのき（丸太） m
3 1.26E+01

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（種）～育成～伐採～輸送
H22年度

第1期
302003 78

JP302004 製品 林業 あかまつ・くろまつ（丸太） m
3 3.18E+00

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（種）～育成～伐採～輸送
H22年度

第1期
302004 79

JP302005 製品 林業 からまつ（丸太） m
3 3.37E+00

農林水産省,“平成12年度林業経営統計”,（2002）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

温室効果ガスインベントリオフィス:“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

（2009)(2010）

農林水産省,“平成12年農業物価統計”,（2002）

（種）～育成～伐採～輸送
H22年度

第1期
302005 80

JP303001 製品 漁業 まぐろ類 kg 2.73E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303001 81
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公開用整理
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JP303002 製品 漁業 かじき類 kg 2.48E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303002 82

JP303003 製品 漁業 かつお類 kg 2.56E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303003 83

JP303004 製品 漁業 さけ類 kg 1.32E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303004 84

JP303005 製品 漁業 ます類 kg 2.59E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303005 85

JP303006 製品 漁業 いわし類 kg 1.55E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303006 86

JP303007 製品 漁業 あじ類 kg 1.59E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303007 87

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003） 漁業の場合：出港～漁獲～

JP303008 製品 漁業 さば類 kg 1.61E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303008 88

JP303009 製品 漁業 たら類 kg 1.77E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303009 89

JP303010 製品 漁業 かれい類 kg 1.62E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303010 90

JP303011 製品 漁業 たい類 kg 1.70E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303011 91

JP303012 製品 漁業 ぶり類 kg 1.64E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303012 92

JP303013 製品 漁業 淡水魚 kg 4.42E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303013 93

JP303014 製品 漁業 さめ類 kg 2.14E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303014 94

JP303015 製品 漁業 ふぐ類 kg 1.52E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303015 95

JP303016 製品 漁業 このしろ kg 1.51E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303016 96

JP303017 製品 漁業 さわら類 kg 1.43E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303017 97

JP303018 製品 漁業 すずき類 kg 1.39E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303018 98

JP303019 製品 漁業 あなご類 kg 1.50E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303019 99

JP303020 製品 漁業 あまだい類 kg 1.52E+00
農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303020 100

JP303021 製品 漁業 えび類 kg 1.51E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303021 101

告書/平成12年度実績”,(2003) 養殖～輸送

JP303022 製品 漁業 かに類 kg 1.46E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303022 102

JP303023 製品 漁業 いか類 kg 2.11E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303023 103

JP303024 製品 漁業 たこ類 kg 1.46E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303024 104

JP303025 製品 漁業 うに類 kg 1.42E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303025 105

JP303026 製品 漁業 おきあみ類 kg 1.36E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303026 106

JP303027 製品 漁業 ほや類 kg 1.77E+00

農林水産省,“平成12年度漁業・養殖業生産統計年報”,（2003）

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

漁業の場合：出港～漁獲～
帰港～輸送
養殖業の場合：(卵・稚魚)～
養殖～輸送

H22年度

第1期
303027 107

JP304001 製品 鉱業 原料炭 kg 3.65E-02

(独) 産業技術総合研究所(2000)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
原料炭の採掘～選炭

H22年度

第1期
304001 108

（2009）
豪州の石炭露天掘りを原料炭に適用

第1期

JP304002 製品 鉱業 一般炭 kg 3.65E-02

(独) 産業技術総合研究所(2000)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
豪州の石炭露天掘りを一般炭に適用

一般炭の採掘～選炭
H22年度

第1期
304002 109
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JP304003 製品 鉱業 原油 L 1.85E-01 日本エネルギー経済研究所(1999) 原油の採掘～生産
H22年度

第1期
304003 110

JP304004 製品 鉱業 液化天然ガス(LNG) kg 5.54E-01
財団法人 石油産業活性化センター：“石油、ＬＮＧ及び石炭のＬＣＡ手法による比

較に関する調査報告書”, (1999)
天然ガスの生産～液化

H22年度

第1期
304004 111

JP304005 製品 鉱業 採石、砂・砂利・玉石 kg 6.94E-03

通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
統計表より大理石採石、かんらん岩採石の各鉱業のデータを合算計算して平均
値を求めた。

採石
H22年度

第1期
304005 112

JP304006 製品 鉱業 けい砂 kg 1.37E-02

通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～採掘 または
原料採取～採掘～水簸 ま
たは 原料採取～採掘～粉
砕

H23年度

第2期
- -

JP304007 製品 鉱業 石灰石 kg 4.11E-03

通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～石灰石の採掘
または 原料採取～石灰石
の採掘～選鉱

H23年度

第2期
- -

JP304008 製品 鉱業 長石 kg 1.09E-02

通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)

須藤定久：“日本の長石及び長石質資源”、地質ニュース559号,（2001）

入手先<http://staff.aist.go.jp/sudo-gsj/chishitsu559/index559.html>

原料採取～長石の採掘 ま
たは 原料採取～長石の採
掘～選鉱・精製

H23年度

第2期
- -

JP304009 製品 鉱業 けいそう土 kg 9.55E-02 通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)

原料採取～けいそう土の採
掘 または 原料採取～け
いそう土の採掘～選鉱・精
製

H23年度

第2期
- -

JP304010 製品 鉱業 滑石(タルク) kg 3.34E-02 通商産業大臣官房調査統計部編：“本邦鉱業の趨勢”, (1999)
原料採取～採掘 または
原料採取～採掘～選鉱・粉
砕

H23年度

第2期
- -

JP305001 製品 食料品 練乳、粉乳、脱脂粉乳 kg 4.45E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

畜産～生乳生産～練乳・粉
乳・脱脂粉乳加工

H22年度

第1期
305001 113

JP305002 製品 食料品 バター kg 1.31E+01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課,“H15牛乳乳製品統計累計統

計表”

日本酪農乳業協会HP,”データベース”、”生乳換算量ウエイトと単位当たり製造必

要乳量”

入手先＜http://www.j-milk.jp/expertise/db/8d863s000006bcmw.html＞

社団法人日本アルミニウム協会,“H12アルミニウム統計年報”

文部科学省HP,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
生乳からのバター製造をモデル化。食品成分表を参考に原材料量を推計

畜産～生乳生産～分離～
バター製造

H22年度

第1期
305002 114

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP305003 製品 食料品 チーズ kg 5.68E+00

農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課,“H15牛乳乳製品統計累計統

計表”

社団法人日本アルミニウム協会,“H12アルミニウム統計年報”

文部科学省HP,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
生乳からのチーズ製造をモデル化。食品成分表を参考に原材料量を推計

畜産～生乳生産～発酵～
分離～チーズ製造

H22年度

第1期
305003 115

JP305004 製品 食料品 クリーム（乳製品） kg 7.23E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課,“H15牛乳乳製品統計累計統

計表”

文部科学省HP,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
生乳からのクリーム製造をモデル化。食品成分表を参考に原材料量を推計

畜産～生乳生産～生乳～
分離～クリーム（乳製品）製
造

H22年度

第1期
305004 116

JP305005 製品 食料品 寒天 kg 5.42E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

株式会社流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑下巻”,“寒天

生産量”p.85

農林水産省総合食料局HP,“2000年テングサ生産量”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

,“ 12 ”
テングサ採取～水煮～凝固 H22年度

305005 117JP305005 製品 食料品 寒天 kg 5.42E+00 経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
テングサからの寒天製造工程のモデル化

テングサ採取～水煮～凝固
～乾燥

H22年度

第1期
305005 117

JP305006 製品 食料品 水産練製品 kg 4.09E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

昭和女子大HP,“かまぼこのレシピ”,入手先

<http://www.swu.ac.jp/university/org/kagaku/web/takao/>

農畜産振興機構HP,“でんぷん統計資料”,入手先

<http://www.alic.go.jp/starch/japan/data/jdata.html>

農林水産省大臣官房統計部,“H14水産物流通統計年報総括統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
冷凍すり身より蒲鉾を製造する工程のモデル化

魚介類漁獲～冷凍すり身、
調味料等の製造～混練～
充填・加熱

H22年度

第1期
305006 118

JP305007 製品 食料品 塩干・塩蔵品 kg 3.03E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 大臣官房統計部,“H14水産物流通統計年報総括統計表”

文部科学省,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
魚介類からの塩干・塩蔵品製造工程のモデル化

魚介類漁獲～塩干・塩蔵品
加工

H22年度

第1期
305007 119
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JP305008 製品 食料品 冷凍水産物 kg 2.07E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

(株)流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑下巻”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
魚介類をそのまま冷凍する工程のモデル化

魚介類漁獲～冷凍
H22年度

第1期
305008 120

JP305009 製品 食料品 冷凍水産食品 kg 3.37E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

(株)流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑下巻”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
魚介類よりの冷凍すり身製造工程をモデル化

魚介類漁獲～加工～冷凍
(内臓含まず)

H22年度

第1期
305009 121

JP305010 製品 食料品 素干・煮干 kg 4.93E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 大臣官房統計部,“H14水産物流通統計年報総括統計表”

文部科学省,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

魚介類漁獲～煮干し・素干
加工

H22年度

第1期
305010 122

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
魚介類よりの素干し・煮干し製造工程をモデル化

JP305011 製品 食料品 冷凍野菜・果実 kg 8.54E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

日本冷凍食品協会HP,“冷凍食品小分類品目別生産高の推移”,

入手先<http://www.reishokukyo.or.jp/about-

ff/report/pdf/h10to20_shift_q.pdf>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
野菜・果実を加工して冷凍する工程のモデル化

原料採取～栽培～野菜・果
実等収穫～加工～冷凍

H22年度

第1期
305011 123

JP305012 製品 食料品
野菜漬物（果実漬物を含
む）

kg 7.64E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

(株)流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑上巻”

(株)流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑下巻”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
野菜類より野菜漬物を製造する工程をモデル化

原料採取～栽培～野菜・果
実等収穫～漬物加工

H22年度

第1期
305012 124

JP305013 製品 食料品 味そ kg 9.69E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

株式会社流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑上巻”

全国味噌工業協同組合連合会HP,“みそ原料使用量”,入手先

<http://zenmi.jp/data/genryo/nousigenryosiyoryo.pdf>

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

,“ 12 ”

原料採取～栽培～大豆・精
米等収穫～製麹～混合・発

H22年度

第1期
305013 125JP305013 製品 食料品 味そ kg 9.69E-01

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
大豆等よりの味噌の製造工程をモデル化。

米等収穫～製麹～混合・発
酵

第1期
305013 125

JP305014 製品 食料品 しょう油、食用アミノ酸 L 7.85E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

株式会社流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑上巻”

農水省総合食料局食料部計画課, “平成12年米麦加工食品企業実態統計調査

年報しょうゆ”,
入手先
<http://www.syokuryo.maff.go.jp/kasyoku/tyousa/BN/oldkigyou/12/12kn>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
大豆等を加工してしょう油を製造する工程をモデル化

原料採取～栽培～大豆・麦
等収穫～製麹～発酵～容
器充填

H22年度

第1期
305014 126

JP305015 製品 食料品 グルタミン酸ソーダ kg 4.77E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

味の素HP,“環境報告書”,(2009),入手先<http：

//www.ajinomoto.co.jp/company/kankyo/report/pdf/2009/er2009_j.pdf>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの製造工程をモデル化

糖蜜・他の原料製造～アミノ
酸発酵～中和～精製～容
器充填

H22年度

第1期
305015 127

JP305016 製品 食料品
ウスター・中濃・濃厚ソー
ス

L 2.43E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
レシピ等を参考にウスターソースの製法をモデル化

原材料製造～裁断・混合～
加熱～容器充填

H22年度

第1期
305016 128

JP305017 製品 食料品 マヨネーズ kg 5.24E+00

キューピー：“環境報告書2007”, 入手先<http://csr.kewpie.co.jp/csr/>

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

メーカーのHPを参考に一般的なマヨネーズ製造工程をモデル化

原材料製造～調合・乳化～
容器充填

H22年度

第1期
305017 129

JP305018 製品 食料品 食酢 L 3.56E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

株式会社日刊経済流通社,“08-09年度版酒類食品統計年報”

社団法人アルコール協会HP,“工業用アルコール用途別需要数量”

入手先<http://www.alcohol.jp/other/demand/1998_2000.html>

全国食酢協会,“醸造酢の日本農林規格”,入手先

<http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_29.pdf>

ガラスびんリサイクル促進協議会,“1.8Lびん容器別出荷量の推移”

入手先<http://www.glass-recycle-as.gr.jp/data/pdf/data_07.pdf>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
食酢の一般的な製法をモデル化

原材料製造～製麹～仕込
み～発酵・熟成～容器充填

H22年度

第1期
305018 130
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JP305019 製品 食料品 香辛料 kg 2.12E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

(株)流通システム研究センター,“2004年版食品流通統計年鑑上巻”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
歩留まりを設定して生産量より原材料を推計

原料香辛料生産～加工～
容器充填

H22年度

第1期
305019 131

JP305020 製品 食料品 ルウ類 kg 1.94E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

文部科学省HP,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
カレールウの製造工程をモデル化

原料採取～小麦粉・油脂・
香辛料等製造～焙煎・混合
～成型

H22年度

第1期
305020 132

JP305021 製品 食料品
粗糖（糖みつ、黒糖を含
む）

kg 9.51E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 総合食料局,“H14食糧需給表”

農畜産業振興機構HP,“砂糖統計情報（国内編）”,“需給関係資料”,入手先

<http://sugar.alic.go.jp/japan/data/jd_data.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
原料採取～栽培～さとうき
び・てんさい収穫～圧搾～
粗糖製造

H22年度

第1期
305021 133

む）
経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
さとうきび・てん菜を圧搾して粗糖を得る工程をモデル化

粗糖製造
第1期

JP305022 製品 食料品 精製糖 kg 1.34E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農畜産業振興機構HP,“砂糖統計情報（国内編）需給関係資料”,

入手先<http://sugar.alic.go.jp/japan/data/jd_data.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
粗糖を溶解再結晶化する工程をモデル化

原料採取～栽培～粗糖～
溶解・加熱～精製糖製造

H22年度

第1期
305022 134

JP305023 製品 食料品 ぶどう糖、グルコース kg 9.73E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 総合食料局,“H14食糧需給表”

農畜産業振興機構HP,“需給関係資料でんぷんの需給”,“でんぷん統計情報（国

内編）”

入手先<http://www.alic.go.jp/starch/japan/data/jdata.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
でんぷんから酵素糖化による水あめ・麦芽等製造工程をモデル化

原料採取～素材製造～でん
ぷん製造～液化～酵素糖
化～精製～濃縮・結晶化

H22年度

第1期
305023 135

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 総合食料局,“H14食糧需給表”

JP305024 製品 食料品 水あめ、麦芽糖 kg 1.09E+00

農林水産省 総合食料局,“H14食糧需給表”

農畜産業振興機構,“でんぷん統計情報（国内編）”,“需給関係資料でんぷんの需

給”,

入手先<http://www.alic.go.jp/starch/japan/data/jdata.html>

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
でんぷんから酵素糖化によるぶどう糖製造工程をモデル化

原料採取～素材製造～でん
ぷん製造～液化～酵素糖
化～精製～濃縮

H22年度

第1期
305024 136

JP305025 製品 食料品 異性化糖 kg 1.01E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省 総合食料局,“H14食糧需給表”

農畜産業振興機構,“でんぷん統計情報（国内編）”,“需給関係資料でんぷんの需

給”,

入手先<http://www.alic.go.jp/starch/japan/data/jdata.html>

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
でんぷんから酵素糖化による異性化糖製造工程をモデル化

原料採取～素材製造～でん
ぷん～液化～酵素糖化～
精製・濃縮～異性化・精製・
濃縮

H22年度

第1期
305025 137

JP305026 製品 食料品 精米 kg 1.59E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農水省HP,“精米の歩留まり”,“消費者相談”入手先

<http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/0406/01.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

原料採取～栽培～収穫～
玄米製造～精米製造

H22年度

第1期
305026 138

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
玄米を精米する工程をモデル化

JP305027 製品 食料品 精麦 kg 1.16E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省総合食料局,“食料統計年報(平成16年度)”,“H14麦類販売実績 政

府所有麦類(食料用）の種類別販売実績(決算ベース）”,

入手先<http://www.syokuryo.maff.go.jp/archives/16toukei-nenpou/16toukei-

nenpou.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
玄麦を精麦する工程をモデル化

原料採取～栽培～収穫～
玄麦大麦・裸麦製造～精麦
製造

H22年度

第1期
305027 139

JP305028 製品 食料品 小麦粉 kg 9.50E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省総合食料局,“食料統計年報(平成16年度)”

入手先<http://www.syokuryo.maff.go.jp/archives/16toukei-nenpou/16toukei-

nenpou.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
玄麦を製粉して小麦粉にする工程をモデル化

原料採取～栽培～玄麦小
麦収穫～製粉

H22年度

第1期
305028 140
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JP305029 製品 食料品 こんにゃく粉 kg 4.58E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

文部科学省HP,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

日本こんにゃく協会HP,“こんにゃく年次別栽培面積及び生産の推移”

入手先<http://www.konnyaku.or.jp/shiryou/f_shiryou02.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
こんにゃく粉製粉工程をモデル化

こんにゃくいも栽培～乾燥～
製粉

H22年度

第1期
305029 141

JP305030 製品 食料品 大豆油 kg 4.86E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

農水省図書館電子化図書,“我が国の油脂事情 植物油脂原料の品目別搾油状

況、油脂等の品目別生産、植物油粕品目別生産”(2001),

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20016023/20016023-06.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
大豆から大豆油を抽出する工程をモデル化

種～栽培～大豆収穫～抽
出～精製～容器充填

H22年度

第1期
305030 142

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP305031 製品 食料品 混合植物油脂 kg 3.90E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

農水省図書館電子化図書,“我が国の油脂事情 植物油脂原料の品目別搾油状

況、油脂等の品目別生産、植物油粕品目別生産”(2001),

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20016023/20016023-06.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
油糧原料から混合植物油を製造する工程のモデル化

原料採取～油糧原料製造
～圧搾・抽出～精製・脱ロウ
～混合～容器充填

H22年度

第1期
305031 143

JP305032 製品 食料品 なたね油 kg 1.39E+00

Ｊオイルミルズ：“CSR報告書2008”, p.38, 入手先<http://www.j-

oil.com/company/csr/index.html>

日清オイリオグループ：“CSR報告書2008”, p.69, 入手先<http://www.nisshin-

oillio.com/company/csr/houkoku.shtml>

日本植物油協会HP、“日本における植物油供給量”,“日本の植物油原料使用量

の推移”,“日本のミール供給量および主な用途別利用料の推移”

入手先<http://www.oil.or.jp/>

複数のメーカーのHPを参考に原材料量等を推計

原料採取～栽培～菜種収
穫～圧搾・抽出～精製～容
器充填

H22年度

第1期
305032 144

JP305033 製品 食料品 牛脂 kg 2.08E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
と畜副産物（脂肉等）から牛脂を製造する工程をモデル化

畜産～と畜副産物～加熱・
圧搾

H22年度

第1期
305033 145

JP305034 製品 食料品 豚脂 kg 2.71E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
と畜副産物（脂肉等）から豚脂を製造する工程をモデル化

畜産～と畜副産物～加熱・
圧搾

H22年度

第1期
305034 146

JP305035 製品 食料品 ショートニング油 kg 2.52E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農水省図書館電子化図書,“我国の油脂事情 平成10年原料油脂（原油換算ベー

ス）使用”,(1999),

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20010636/20010636-08.pdf>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
動植物油からショートニング油を製造する工程をモデル化

原料採取～原料油製造～
加工・練り合わせ～容器充
填

H22年度

第1期
305035 147

JP305036 製品 食料品 マーガリン kg 2.39E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農水省図書館電子化図書,“我国の油脂事情1999年”,“4平成10年原料油脂（原

油換算ベース）使用量”

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20010636/20010636-08.pdf>

文部科学省,“五訂増補日本食品標準成分表（本表）”
入手先
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802/00

2.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

原料採取～素材製造～（原
料油）～加工・練り合わせ～
マーガリン製造

H22年度

第1期
305036 148

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
動植物油からマーガリンを製造する工程をモデル化

マーガリン製造

JP305037 製品 食料品 でんぷん kg 6.03E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農林水産省総合食料局,“H14食糧需給表”

農畜産業振興機構HP,“でんぷん統計情報（国内編）”,“需給関係資料でんぷんの

需給”

入手先<http://www.alic.go.jp/starch/japan/data/jdata.html>

農水省総合食料局食料部計画課,“H12米麦加工食品企業実態統計調査年報”,

“小麦粉でんぷん”
入手先
<http://www.syokuryo.maff.go.jp/kasyoku/tyousa/BN/oldkigyou/12/12knennp

ou.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
穀類イモ類から澱粉を製造する工程をモデル化

原料採取～原材料生産～
磨砕～水洗・ふるい分け～
精製～乾燥

H22年度

第1期
305037 149

JP305038 製品 食料品 豆腐、しみ豆腐、油揚げ類 kg 1.14E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農水省 総合食料局 食料部 計画課, “H14食糧需給表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～栽培～大豆収
穫～加工・製造

H22年度

第1期
305038 150

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的な豆腐製造工程をモデル化。歩留まり等を設定して原料大豆量を推計。
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JP305039 製品 食料品 あん類 kg 1.96E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農水省図書館電子化図書,“菓子関係指標 あん類の原料雑豆使用量の推移、あ

ん製品生産量の推移”,(2003),

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20021050/20021050_06.pdf>

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的なあん類の製造工程をモデル化。

原料採取～素材製造～豆
類、糖類生産～加工・製造

H22年度

第1期
305039 151

JP305040 製品 食料品 牛部分肉 kg 2.53E+01

農林水産省：“畜産物流通統計”

農林水産省：“食料需給表”

ニッポンハムHP：“食肉事業・処理の環境データ”

原料採取～牛生体～と畜～
部分肉製造

H22年度

第3期
305040 -

JP305041 製品 食料品 豚部分肉 kg 6.22E+00

農林水産省大臣官房統計部, “畜産物流通統計”

農林水産省大臣官房統計部, “食料需給表”

ニッポンハムHP：”食肉事業・処理の環境データ”

原料採取～豚生体～と畜～
部分肉製造

H22年度

第3期
305041 -

JP305043 製品 食料品 とうもろこし（コーン）油 kg 2.72E-01

Ｊ-オイルミルズ：“CSR報告書”, (2008)

日清オイリオグループ：“CSR報告書”（2008）

農林水産省食品産業振興課：“我が国の油脂事情”,(2007)

原料採取～とうもろこし胚芽
～とうもろこし油生産

H22年度

第3期
305043 -

JP305044 製品 食料品 動物油脂 kg 7.06E-01

農水省電子図書館：“我が国の油脂事情”, (2001)
動物油脂生産量
農水省：“畜産物流通統計”

と畜副産物～粉砕～加熱～
油脂分離

H22年度

第3期
305044 -

日本畜産副産物協会HP：“食肉および副産物の発生割合”
3

JP305045 製品 食料品 粗糖(国内産さとうきび） kg 3.49E-01
（独）農畜産業振興機構HP:“砂糖類情報”、(2008）.さとうきび・精製糖の二酸化
炭素排出量と食品エネルギー効率

原料収集～徳之島産さとう
きび栽培～粗糖製造

【工業会提供データ】
精製糖工場までの輸送は含ま
ない

H23年度

第2期
- -

JP305046 製品 食料品 粉末しょう油 kg 2.99E+00
大川原化工機株式会社（噴霧乾燥機メーカー）カタログ
文部科学省：“五訂増補日本食品標準成分表”

原料採取～しょう油生産～
粉末しょう油生産

H23年度

第2期
- -

JP306001 製品
飲料・たばこ・

飼料
添加用アルコール（飲料
用）（95%換算）

L 3.32E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

日本エネルギー学会,“日本エネルギー学会バイオマス受託調査「供給・利用・イ

ンターフェイスを考慮したバイオマスの資源量と利用可能性の調査」講演会 第3

回議事メモ”

入手先<http://www.jie.or.jp/biomass/bmsg/vision/si010226.htm>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
糖蜜からのアルコールの一般的製造工程をモデル化している。

原料採取～栽培～収穫～
糖蜜生産～添加用アルコー
ル製造

H22年度

第1期
306001 152

JP306002 製品
飲料・たばこ・

飼料
配合飼料 kg 3.12E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

農水省図書館電子化図書,“我が国の油脂事情”,(2002),“配合飼料用原料使用量

の推移”

入手先<http://www.library.maff.go.jp/GAZO/20019885/20019885_08.pdf>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的な配合飼料の製造工程をモデル化

原料採取～各種飼料等製
造～配合

H22年度

第2期
306002 -

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP307001 製品 繊維工業品 製糸(絹） kg 1.62E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

上繭生産～製糸
H22年度

第1期
307001 153

JP307002 製品 繊維工業品 綿紡績糸 kg 3.64E+00
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,27,(2003),p.30,新規綿糸の製造原単位データ
原料採取～素材製造～紡
績

H22年度

第1期
307002 154

JP307003 製品 繊維工業品 化学繊維紡績糸 kg 6.76E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～紡
績

H22年度

第1期
307003 155

JP307004 製品 繊維工業品 ポリエステル・綿混紡糸 kg 9.78E+00
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,14,(2003),p.22,②綿・ポリエステル（ｓ）の紡績
原料採取～素材製造～紡
績

H22年度

第1期
307004 156

JP307005 製品 繊維工業品 羊毛紡績糸 kg 9.93E+00
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,28,(2003),p.30,新規羊毛糸の製造原単位
データ

原料採取～素材製造～紡
績

H22年度

第1期
307005 157

JP307006 製品 繊維工業品 ポリエステル撚糸 kg 9.04E+00
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,13,(2003),p.21,②ポリエステル（ｆ）の撚糸
原料採取～素材製造～撚
糸

H22年度

第1期
307006 158

綿・スフ織物（合成繊維紡

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
原料採取～素材製造～製 H22年度

JP307007 製品 繊維工業品
綿・スフ織物（合成繊維紡
績糸織物を含む）（幅
13cm以上）

m
2 4.55E+00

,“ 12 ”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307007 159

JP307008 製品 繊維工業品
綿シャツ地,ポプリン（レピ
ア織機）

m
2 5.39E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.38
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307008 160

JP307009 製品 繊維工業品
綿製ブルゾン表地（エア
ジェット織機製織） m

2 8.84E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.21
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307009 161

JP307010 製品 繊維工業品
綿シャツ地,ギンガム（レピ
ア織機）

m
2 5.15E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.42
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307010 162

JP307011 製品 繊維工業品
綿シャツ地,ドビークロス
（レピア織機）

m
2 5.20E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.39
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307011 163

JP307012 製品 繊維工業品
綿シャツ地,ピンポイント
オックスフォード（レピア織
機）

m
2 5.69E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.36
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307012 164

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の
H22

JP307013 製品 繊維工業品
ブラウス表地（ウォータ
ジェット織機） m

2 8.17E-01
インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.29
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307013 165
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JP307014 製品 繊維工業品
ワンピース表地（エアジェッ
ト織機） m

2 1.03E+00

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.19
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307014 166

JP307015 製品 繊維工業品
絹・人絹織物（合成繊維長
繊維織物を含む）（幅
13cm以上）

m
2 4.83E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307015 167

JP307016 製品 繊維工業品
化繊裏地（ウォータジェット
織機）

m
2 5.21E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.31
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307016 168

JP307017 製品 繊維工業品
化繊裏地（エアジェット織
機）

m
2 8.08E-01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.23
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307017 169

JP307018 製品 繊維工業品 ナイロンタイヤコｰド kg 7.56E+00 日本化学繊維協会：“化学繊維の LCI データの概要”, (2003)
原料採取～原材料製造～
重合～コード化

H22年度

第1期
307018 170

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

JP307019 製品 繊維工業品 毛織物（幅13cm以上） m
2 3.95E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307019 171

JP307020 製品 繊維工業品
スーツ表地（エアジェット織
機） m

2 1.98E+00

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.15
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307020 172

JP307021 製品 繊維工業品
ジャケット表地（エアジェッ
ト織機） m

2 1.91E+00

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“ 製織工程の

インベントリデータ構築に関する調査報告書”,(2009),p.17
（社）日本繊維機械学会を通じて機械メーカー数社及び製造現場へのヒアリング
を基に工程をモデル化

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307021 173

JP307022 製品 繊維工業品 麻織物（幅13cm以上） m
2 3.57E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第1期
307022 174

JP307023 製品 繊維工業品 丸編ニット生地 kg 1.08E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ニッ
ト化

H22年度

第1期
307023 175

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP307024 製品 繊維工業品 たて編ニット生地 kg 1.32E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ニッ
ト化

H22年度

第1期
307024 176

JP307025 製品 繊維工業品 横編ニット生地 kg 1.34E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ニッ
ト化

H22年度

第1期
307025 177

JP307026 製品 繊維工業品 綱 kg 1.28E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307026 178

JP307027 製品 繊維工業品 漁網 kg 1.35E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307027 179

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP307028 製品 繊維工業品 刺しゅうレース生地 m
2 2.00E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307028 180

JP307029 製品 繊維工業品 編レース生地 m
2 2.41E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307029 181

JP307030 製品 繊維工業品 ボビンレース生地 m
2 7.57E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307030 182

JP307031 製品 繊維工業品 組ひも kg 1.17E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307031 183

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
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公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP307032 製品 繊維工業品 細幅織物 kg 1.20E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307032 184

JP307033 製品 繊維工業品 整毛 kg 3.00E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～整
毛

H22年度

第1期
307033 185

JP307034 製品 繊維工業品 製綿 kg 6.40E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
綿

H22年度

第1期
307034 186

JP307035 製品 繊維工業品 フェルト・不織布 kg 7.01E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年繊維統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
原料採取～素材製造～製
造

H22年度

第1期
307035 187JP307035 製品 繊維工業品 フェルト・不織布 kg 7.01E+00 経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

造 第1期
307035 187

JP307036 製品 繊維工業品 ポリエステルタイヤコｰド kg 5.98E+00 日本化学繊維協会：“化学繊維の LCI データの概要”, (2003)
原料採取～原材料製造～
重合～コード化

H22年度

第2期
307036 -

JP307037 製品 繊維工業品 羊毛・ポリエステル混紡糸 kg 8.22E+00
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,12,(2003),p.20,②羊毛／ポリエステル（ｓ）の
紡績

原料採取～素材製造～紡
績

H22年度

第3期
307037 -

JP307038 製品 繊維工業品 綿織物,反物,染色品 kg 1.50E+01
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,15,(2003),p.23, ②綿糸の製織, ③綿反物の
染色

原料採取～素材製造～製
織～染色

H22年度

第3期
307038 -

JP307039 製品 繊維工業品
ポリエステル織物,反物,染
色品

kg 2.00E+01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,13,(2003),p.21,②ポリエステル(f)の撚糸, ③

ポリエステル（ｆ）糸の製織, ④ポリエステル（ｆ）反物の染色

原料採取～素材製造～撚
糸～製織～染色

H22年度

第3期
307039 -

JP307040 製品 繊維工業品
ポリエステル･綿織物,反

物,染色品
kg 2.15E+01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,14,(2003),p.22,③綿・ポリエステル（s）糸の製

織, ④綿・ポリエステル（s）反物の染色

原料採取～素材製造～製
織～染色

H22年度

第3期
307040 -

JP307041 製品 繊維工業品 毛織物,反物 kg 1.17E+01
経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,16,(2003),p.24,②羊毛の製織
原料採取～素材製造～製
織

H22年度

第3期
307041 -

JP307042 製品 繊維工業品
羊毛･ポリエステル織物,反

物,染色品
kg 1.82E+01

経済産業省製造産業局 繊維課(有限会社産業情報研究センター):“繊維製品(衣

料品)のLCA調査報告書 資料編”,12,(2003),p.20,③羊毛/ポリエステル（s）糸の

製織, ④羊毛/ポリエステル（s）反物の染色<整理>

原料採取～素材製造～製
織～染色

H22年度

第3期
307042 -

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

JP307043 製品 繊維工業品 ポリエステル織物 kg 9.31E+00

繊維製品（衣料品）のLCA調査報告書 経済産業省製造産業局 繊維課（有限会

社産業情報研究センター）, (2003),

資料編 p2 1資料13 ②ポリエステル（ｆ）の撚糸、③ポリエステル（ｆ）糸の製織

原料採取～原材料製造～
撚糸～製織

H23年度

第2期
- -

JP308001 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
板類 m

3 5.24E+01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省統計情報部編,“H14木材需給報告書 材種別素材供給量”

林野庁編,“林業統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
丸太を製材する工程をモデル化

育林～伐採～輸送～製材
H22年度

第1期
308001 188

JP308002 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
ひき割類 m

3 4.98E+01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省統計情報部編,“H14木材需給報告書 材種別素材供給量”

林野庁編,“林業統計要覧

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
丸太を製材する工程をモデル化

育林～伐採～輸送～製材
H22年度

第1期
308002 189

JP308003 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
小割 m

3 5.37E+01
林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)
実測に基づく文献より作成

育林～伐採～丸太～製材
～蒸気乾燥～プレーナー加
工

H22年度

第1期
308003 190

JP308004 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
ひき角類 m

3 5.34E+01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省統計情報部編,“H14木材需給報告書 材種別素材供給量”

林野庁編,“林業統計要覧

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
丸太を製材する工程をモデル化

育林～伐採～輸送～製材
H22年度

第1期
308004 191

木材・木製品
林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)

育林～伐採～丸太～製材 H22年度
JP308005 製品

木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
乾燥桁材 m

3 5.37E+01
林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)
実測に基づく文献より作成

育林～伐採～丸太～製材
～蒸気乾燥～プレーナー加
工

H22年度

第1期
308005 192

JP308006 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
箱材、荷造用仕組材 m

3 3.25E+01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省統計情報部編,“H14木材需給報告書 材種別素材供給量”

林野庁編,“林業統計要覧

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
丸太を製材する工程をモデル化

育林～伐採～輸送～製材
H22年度

第1期
308006 193

JP308007 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
床板 m

3 2.07E+02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

北海道水産林務部林務局林業木材課HP、”北海道床板工場動態調査（H19)”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
板材を切断・加工して床板を製造する工程のモデル化

育林～伐採～輸送～板材
製造～床板製造

H22年度

第1期
308007 194

JP308008 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木質フローリング m

3 3.33E+02
林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)
広葉樹合板にツキ板を接着塗装乾燥する工程

育林～伐採～輸送～合板、
ツキ板製造～接着～塗装～
乾燥

H22年度

第1期
308008 195

JP308009 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木材チップ m

3 1.09E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省 統計情報部,“H14木材需給報告書”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

育林～伐採～輸送～破砕
H22年度

第1期
308009 196

木材・木製品 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機：“製品等に係るLCA 及び静
原料採取～素材製造～ H22年度

JP308010 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木製笠木 kg 1.38E+00

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機：“製品等に係るLCA 及び静

脈系に係るLCA の研究開発成果報告書”, (2005)
標準的製品の生産をモデル化。調査工場の年間の入出力量は実測。

原料採取～素材製造～
MDF製造～切断・接着

H22年度

第1期
308010 197
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
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理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP308011 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木製窓枠 kg 1.40E+00

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機：“製品等に係るLCA 及び静

脈系に係るLCA の研究開発成果報告書”, (2005)
標準的製品の生産をモデル化。調査工場の年間の入出力量は実測。

原料採取～素材製造～
MDF製造～切断・接着

H22年度

第1期
308011 198

JP308012 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木製幅木 kg 1.56E+00

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機：“製品等に係るLCA 及び静

脈系に係るLCA の研究開発成果報告書”, (2005)
標準的製品の生産をモデル化。調査工場の年間の入出力量は実測。

原料採取～素材製造～
MDF製造～切断・接着

H22年度

第1期
308012 199

JP308013 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
普通合板 m

3 2.40E+02

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省統計情報部,“H14木材需給報告書”

経済産業省経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

環境省HP,"３-3 需要分野別・接着剤種類別の全国出荷量（平成12 年）"

入手先<http://www.env.go.jp/info/iken/h140719a/h140719a-2/mat02.pdf>

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
丸太から普通合板を生産する一般的な工程をモデル化

育林～伐採～輸送～単板
加工～乾燥～接着・加熱圧
締～仕上げ

H22年度

第1期
308013 200

JP308014 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
特殊合板 m

3 4.60E+02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

農林水産省 統計情報部,“H14木材需給報告書”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“H14化学工業統計年報 メラミン樹脂

化粧板用販売量”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省HP,"３-3 需要分野別・接着剤種類別の全国出荷量（平成12 年）"

入手先<http://www.env.go.jp/info/iken/h140719a/h140719a-2/mat02.pdf>

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
普通合板からの特殊合板製造工程をモデル化

育林～伐採～輸送～普通
合板加工～貼り付け・塗装
～仕上げ

H22年度

第1期
308014 201

JP308015 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
パーティクルボード m

2 7.06E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報 繊維

板およびパーティクルボード”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
パーティクルボードの標準的製造工程のモデル化

原料採取～木材チップ製造
～小片切削・乾燥～接着剤
塗布～熱圧形成～仕上げ

H22年度

第1期
308015 202

JP308018 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
集成材 m

3 1.92E+02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

日本LCA学会："第３回日本ＬＣＡ学会研究発表会講演要旨集"（2008年２月）

ｐ.278 植田耕平、山川肇："構造用集成材のLCI "

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省HP,“需要分野別・接着剤種類別の全国出荷量”,(2000)

入手先<http://www.env.go.jp/info/iken/h140719a/h140719a-2/mat02.pdf>

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
原料木材から集成材を生産する一般的な工程をモデル化

育林～伐採～輸送～ラミナ
～乾燥～接着・加熱圧締～
仕上げ

H22年度

第2期
308018 -

JP308019 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
住宅建築用木製組立材料 m

2 8.38E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料等製造
～加工・製造

H22年度

第2期
308019 -

JP308020 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
木製まくら木 本 2.55E+01

財団法人鉄道総合技術研究所：“第3回エコバランス国際会議”、まくらぎのLCA
基礎調査
マレーシア産ケンパス材から防腐処理まくら木を製造する工程をモデル化

原料採取～ケンパス材製造
～防腐処理

H22年度

第2期
308020 -

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

,“ 12 ”

JP308021 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）
コルク製品 kg 3.00E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
コルク樹皮からコルク製品を製造する工程をモデル化

原料採取～天然コルク樹皮
製造～粉砕～圧着・加工

H22年度

第2期
308021 -

JP308022 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）

加圧式保存処理木材（建
築部材(未乾燥土台)） m

3 1.25E+02
日本木材防腐工業組合:“加圧式保存処理木材に関するLCA報告書（仮）”,

（2011）

丸太生産～丸太輸送～製
材～製材輸送～インサイジ
ング～保存処理薬剤製造～
薬剤輸送～薬剤調整～薬
剤加圧注入

【工業会提供データ】
国内シェア50%以上のデータを
収集し、積み上げ法で作成

H23年度

第1期
- -

JP308023 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）

加圧式保存処理木材（建
築部材(乾燥土台)） m

3 1.69E+02
日本木材防腐工業組合:“加圧式保存処理木材に関するLCA報告書（仮）”,

（2011）

丸太生産～丸太輸送～製
材～製材輸送～インサイジ
ング～保存処理薬剤製造～
薬剤輸送～薬剤調整～薬
剤加圧注入～人工乾燥

【工業会提供データ】
国内シェア50%以上のデータを
収集し、積み上げ法で作成

H23年度

第1期
- -

JP308024 製品
木材・木製品
（家具・装備品

を除く）

加圧式保存処理木材（外
溝・土木用部材(木柵)） m

3 7.98E+01
日本木材防腐工業組合:“加圧式保存処理木材に関するLCA報告書（仮）”,

（2011）

丸太生産～丸太輸送～丸
棒加工～丸棒輸送～保存
処理薬剤製造～薬剤輸送
～薬剤調整～薬剤加圧注
入

【工業会提供データ】
国内シェア50%以上のデータを
収集し、積み上げ法で作成

H23年度

第1期
- -

JP309001 製品
パルプ・紙・紙

加工品
セロファン m

2 2.20E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

化学工学協会,“化学プロセス集成(下巻)”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
セロファンの一般的製造工程をモデル化。ビスコースレーヨンステープルに準じて
原単位を設定した。

原料採取～パルプ生産～浸
漬破砕～溶解～製フィルム
～乾燥

H22年度

第1期
309001 205

原単位を設定した。

JP309002 製品
パルプ・紙・紙

加工品
硬質繊維板 m

2 5.03E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報 繊維

板およびパーティクルボード”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
硬質繊維板の一般的製造工程をモデル化。

原料採取～木材チップ製造
～蒸煮・解繊～接着剤添加
～熱圧～仕上げ

H22年度

第1期
309002 206

JP309003 製品
パルプ・紙・紙

加工品
中質繊維板（MDF） kg 1.19E+00

林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)
中質繊維板の一般的製造工程をモデル化。

原料採取～木材チップ生産
～蒸煮・解繊～加工・製造

H22年度

第1期
309003 207

JP309004 製品
パルプ・紙・紙

加工品
インシュレーションボード kg 8.84E-01

林野庁：“環境負荷型木質資源利用促進調査”, (2000)
インシュレーションボードの一般的製造工程をモデル化。

原料採取～木材チップ生産
～解繊～抄造～乾燥

H22年度

第1期
309004 208

JP309005 製品
パルプ・紙・紙

加工品
非塗工印刷用紙 kg 1.77E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -

JP309006 製品
パルプ・紙・紙

加工品
情報用紙 kg 1.93E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -

JP309007 製品
パルプ・紙・紙

加工品
未さらし包装紙 kg 1.83E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -
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JP309008 製品
パルプ・紙・紙

加工品
さらし包装紙 kg 2.05E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -

JP309009 製品
パルプ・紙・紙

加工品
段ボール(シート) m2 6.77E-01

全国段ボール工業組合連合会,“段ボールのLCIデータ算定概要”,(2008)

全国段ボール工業組合連合会, 発表資料・統計資料, (オンライン), 入手先

<http://zendanren.or.jp/image/shiryo03.pdf>

原料採取～段ボール原紙
～貼合

H23年度

第2期
- -

JP309010 製品
パルプ・紙・紙

加工品
外装用ライナ(段ボール原

紙)
kg 7.69E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥

H23年度

第2期
- -

JP309011 製品
パルプ・紙・紙

加工品
内装用ライナ(段ボール原

紙)
kg 8.34E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥

H23年度

第2期
- -

JP309012 製品
パルプ・紙・紙

加工品
中しん原紙(段ボール原

紙)
kg 6.00E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥

H23年度

第2期
- -

:“

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP309013 製品
パルプ・紙・紙

加工品
白ボール kg 1.20E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -

JP309014 製品
パルプ・紙・紙

加工品
黄板紙・チップボール kg 1.19E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 紙・パルプ統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～パルプ化～抄紙
～乾燥～包装

H23年度

第2期
- -

JP309015 製品
パルプ・紙・紙

加工品
紙カップ kg 2.15E+00

印刷工業会：“紙カップLCI 2006年度報告書”,(2007),

入手先<http://www.alpha-research.co.jp/common/pdf/lci2006.pdf>
原料採取～板紙生産～紙
カップ生産

H23年度

第2期
- -

JP310001 製品 化学工業製品
低密度ポリエチレン
（LDPE）

kg 1.53E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310001 209

JP310002 製品 化学工業製品
高密度ポリエチレン
（HDPE）

kg 1.33E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310002 210

JP310003 製品 化学工業製品 ポリプロピレン（PP） kg 1.49E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310003 211

JP310004 製品 化学工業製品 ポリスチレン（PS） kg 1.93E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310004 212

JP310005 EPS) kg 1.95E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜ 原料採取～輸入～石油精 H22年度

310005 213JP310005 製品 化学工業製品 発泡ポリスチレン（EPS) kg 1.95E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310005 213

JP310006 製品 化学工業製品 塩化ビニル（PVC） kg 1.46E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310006 214

JP310007 製品 化学工業製品
ボトル用ポリエチレンテレ
フタレート（B-PET）

kg 1.59E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310007 215

JP310008 製品 化学工業製品
ポリメタクリル酸メチル樹
脂（PMMA）

kg 4.09E+00
社団法人プラスチック処理促進協会:“石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜

更新版＞”（2009.3）
原料採取～輸入～石油精
製～原料製造～製品製造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310008 216

JP310009 製品 化学工業製品
エチレンビニルアルコール
共重合樹脂（EVOH）

kg 4.05E+00 EVOHタスクフォース“EVOHのインベントリ分析報告書” 原料採取～EVOH製造工程 【工業会提供データ】
H22年度

第1期
310009 217

JP310010 製品 化学工業製品 酢酸ビニル（VAM） kg 1.55E+00
酢ビ・ポバール工業会”酢酸ビニルモノマー・ポリビニルアルコールインベントリ報

告書”
原料採取～VAM製造工程 【工業会提供データ】

H22年度

第1期
310010 218

JP310011 製品 化学工業製品
ポリビニルアルコール
（PVOH）

kg 2.37E+00
酢ビ・ポバール工業会”酢酸ビニルモノマー・ポリビニルアルコールインベントリ報

告書”
原料採取～PVOH製造工程 【工業会提供データ】

H22年度

第1期
310011 219

JP310012 製品 化学工業製品
合成・回収硫酸アンモニウ
ム

kg 4.02E-01

化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.160

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

原料採取～原材料製造～
中和～結晶析出

H22年度

第1期
310012 220

JP310013 製品 化学工業製品 硫酸アンモニウム（硫安) kg 2.83E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロセスのモデル化による、メタクリル酸メチルの併産

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310013 221

JP310014 製品 化学工業製品 硫酸アンモニウム,合成法 kg 3.99E-01 化学工学協会編 東京化学同人,“化学プロセス集成”,(1970),p.160-162
原料採取～原材料製造～
中和～結晶析出

H22年度

第1期
310014 222

アンモニア（ＮＨ3 100%換

・(独) 産業技術総合研究所(2003)

・環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.2.4”, 原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310015 製品 化学工業製品

アンモニア（ＮＨ3 100%換
算）

kg 1.05E+00
・環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.2.4”,

（2009）
天然ガスを原料とするプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310015 223

JP310016 製品 化学工業製品 硝酸（98%換算） kg 1.73E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
アンモニアを原料とするプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310016 224

JP310017 製品 化学工業製品 硝酸アンモニウム kg 1.59E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
プロセスのモデル化による

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310017 225

JP310018 製品 化学工業製品 尿素 kg 1.66E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
アンモニアと二酸化炭素を原料とするプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310018 226

JP310019 製品 化学工業製品 硝酸ナトリウム kg 3.02E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

水で希釈した硝酸（HNO3）溶液の中に苛性ソーダ（NaOH）を加えるプロセスの
モデル化

原料採取～原材料製造～
中和～加熱濃縮～濾過・乾
燥

H22年度

第1期
310019 227
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公開用整理
番号
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JP310020 製品 化学工業製品 石灰窒素 kg 3.98E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Mcketta, 1988, Encyclopedia of chemical processing and design, John J.

Mcketta, Vol. 6, p.36, Marcel Dekker Inc., 1988

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

カルシウムシアナミド（CaCN2）にカーボン（C）を加え合成するプロセスのモデル
化

原料採取～原材料製造～
反応炉加熱

H22年度

第1期
310020 228

JP310021 製品 化学工業製品 過りん酸石灰 kg 1.65E-01

・Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・IPPC, 2007, Integrated Pollution Prevention and Control, BREFs on Large

Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Ccid and Fertilisers, August

2007

・USEPA, 1996、Background report, Phosphate Fertilizers, USEPA, 1996

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

原料鉱石（Ca10F2(PO4)6）にりん酸（H3PO4）或いはりん酸と硫酸（H2SO4）の

混酸を反応させるプロセスのモデル化P2O5換算濃度が30%未満のもの

原料採取～原材料製造～
粉砕～硫酸処理

H22年度

第1期
310021 229

JP310022 製品 化学工業製品 熔成りん肥 kg 5.98E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Nielsson, 1987、Manual of Fertilizer Processing, Fertilizer Science and

Technology Series -

Volume 5, Edited by Francis T, Nielsson, Marcel Dekker Inc. 1987

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

りん鉱石（3[Ca3(PO4)2]CaF2）と蛇紋岩（3MgO･2SiO2）を電気炉で1,400℃前
後に加熱して溶融反応させ、溶融物を大量の水で急冷するプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
加熱・溶融～急冷

H22年度

第1期
310022 230

JP310023 製品 化学工業製品 重過りん酸石灰 kg 7.55E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988の情報を基にモデル化して推算した。

・IPPC, 2007, Integrated Pollution Prevention and Control, BREFs on Large

Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Ccid and Fertilisers, August

2007

・USEPA, 1996, Background report, Phosphate Fertilizers, USEPA, 1996

原料鉱石（Ca10F2(PO4)6）にりん酸（H3PO4）或いはりん酸と硫酸（H2SO4）の

混酸を反応させるプロセスのモデル化P2O5換算濃度が30%以上のもの

原料採取～原材料製造～
～粉砕～りん酸との反応～
造粒

H22年度

第1期
310023 231

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
原料採取～原材料製造～ H22年度

JP310024 製品 化学工業製品 化成肥料 kg 7.10E-01

,“ 12 ”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
反応・混合

H22年度

第1期
310024 232

JP310025 製品 化学工業製品 高度化成肥料（15-15-11） kg 1.65E+00
化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.181 原料採取～原材料製造～

混合粉砕～造粒～乾燥
H22年度

第1期
310025 233

JP310026 製品 化学工業製品 配合肥料 kg 5.89E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
反応・混合

H22年度

第1期
310026 234

JP310027 製品 化学工業製品
か性ソーダ（液体97%換
算・固形有姿）

kg 1.33E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
塩水の電気分解プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
電解

H22年度

第1期
310027 235

JP310028 製品 化学工業製品 塩化アンモニウム kg 8.65E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

原料採取～原材料製造～
吸収・反応～ソーダ灰のろ
過～ろ液濃縮・結晶析出

H22年度

第1期
310028 236

JP310029 製品 化学工業製品 塩酸（100%換算） kg 8.61E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
塩素、水素を合成するプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
濃縮換算

H22年度

第1期
310029 237

JP310030 製品 化学工業製品 塩素酸ナトリウム kg 2.72E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・CEFIC, 2009, Ecoprofile of sodium chlorate, European Chemical Industry

Council (CEFIC), 2009

http://www.cefic.be/sector/naclo3/ecoprofile/1.htm

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

塩素酸ナトリウムは、塩化ナトリウムの飽和水溶液を電解浴として電気分解に
より製造プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
電気分解～結晶析出

H22年度

第1期
310030 238

JP310031 製品 化学工業製品 次亜塩素酸ナトリウム kg 4.17E-01

社団法人 産業環境管理協会、”平成14年度 製品等ライフサイクル影響評価技

術開発 成果報告書”、(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

原料採取～原材料製造～
化学反応

H22年度

第1期
310031 239

JP310032 製品 化学工業製品 過酸化ナトリウム kg 6.31E+00
日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973) 原料採取～原材料製造～

Na精製～反応・粉砕
H22年度

第1期
310032 240

JP310033 製品 化学工業製品
炭酸水素ナトリウム(重炭

酸ナトリウム)
kg 8.92E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Ullmann, 2003, Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, Vol. 33,

p.203, 2003

・IPPC, 2007, Reference Document on Best Available Techniques for the

原料採取～原材料製造～
化学反応～結晶化～ろ過分
離

H22年度

第1期
310033 241

酸ナトリウム)
・IPPC, 2007, Reference Document on Best Available Techniques for the

Manufacturre of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others

Industry, p.64, Integrated Pollution Prevention and Control, European

Commission, 2007

・千谷利三、1959, 千谷利三、無機化学、p.124、1959
一般的な炭酸水素ナトリウム合成のデータを基にモデル化

離
第1期
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JP310034 製品 化学工業製品 亜鉛華 kg 1.80E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310034 242

JP310035 製品 化学工業製品 酸化チタン kg 5.30E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
イルメナイト鉱を硫酸を用い製造するプロセスのモデル化

原料採取～溶解～酸化
H22年度

第1期
310035 243

JP310036 製品 化学工業製品 酸化第二鉄（べんがら） kg 1.25E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・CHEMEUROPE.com, 2008, Hydrochloric acid regeneration,

http://www.chemeurope.com/lexikon/e/Hydrochloric_acid_regeneration/

・IPPC, 2001, Integrated Pollution Prevention and Control, European

Commission, Reference Document on Best Available Techniques in the

Ferrous Metals Processing Industry December 2001

・Wikipedia, 2008, Hydrochloric acid regeneration,

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid_regeneration

・伊藤俊治 他、1976, 塩酸酸洗廃液の噴霧焙焼により副生する酸化第二鉄、

鉄と鋼、第62年（1976）第8号、p1035

原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第1期
310036 244

鉄と鋼、第62年（1976）第8号、p1035

・菊地孝宏, 2005, ソフトフェライト原料用微粒酸化鉄、菊地孝宏、岡崎由紀子、

池田孝司、JFE技報、No.8 (2005年6月)p.26-31

・定廣健一, 2005, JFE スチールグループの軟磁性材料、定廣健一、後藤聡

志、上ノ園 聡、JFE技報、No.8 (2005年6月)p.1-6

・鉄鋼便覧第４版、2002年, 鉄鋼便覧第４版(CD-ROM)、日本鉄鋼協会、2002
年
一般的な酸化第二鉄合成のデータを基にモデル化

JP310037 製品 化学工業製品 黄鉛 kg 5.41E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.1349

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的な黄鉛合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
溶液反応

H22年度

第1期
310037 245

JP310038 製品 化学工業製品 カーボンブラック kg 3.14E-01

(独) 産業技術総合研究所(2009)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
一般的なカーボンブラック合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
オイルファーネス法による不
完全燃焼

H22年度

第1期
310038 246

JP310039 製品 化学工業製品 リトポン kg 1.39E+00
化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.214 原料採取～原材料製造～

混合～還元焙焼
H22年度

第1期
310039 247

JP310040 製品 化学工業製品
酸素ガス（液化酸素を含
む）

Nm
3 1.93E-01

(独) 産業技術総合研究所(2003)
深冷分離法を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
深冷分離

H22年度

第1期
310040 248

( ) (1995) H22年度
JP310041 製品 化学工業製品 水素ガス Nm

3 2.19E-01
(独) 産業技術総合研究所(1995)
ナフサの水蒸気改質による水素製造プロセス

原料採取～原材料製造～
水蒸気改質

H22年度

第1期
310041 249

JP310042 製品 化学工業製品 溶解アセチレン kg 2.80E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.263

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
カルシウムカーバイド法による溶解アセチレン合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310042 250

JP310043 製品 化学工業製品 ドライアイス kg 1.12E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.144
原料採取～原材料製造～
精製～急速膨張

H22年度

第1期
310043 251

JP310044 製品 化学工業製品 窒素 Nm
3 1.82E-01

(独) 産業技術総合研究所(2003)
深冷分離法を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
深冷分離

H22年度

第1期
310044 252

JP310045 製品 化学工業製品 合成ガス Nm
3 2.17E-01

CMC：「日米化学品の価格とコスト」(1994),p.162
ナフサの水蒸気改質による水素製造プロセスの副成

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310045 253

JP310046 製品 化学工業製品 一酸化炭素 Nm
3 3.95E-01

CMC：「日米化学品の価格とコスト」(1994),p164
ナフサの水蒸気改質による水素製造プロセスの副成合成ガスより分離

原料採取～原材料製造～
分離

H22年度

第1期
310046 254

JP310047 製品 化学工業製品 塩 kg 1.06E-01

・財団法人塩事業センターのHP、｢塩百科｣／｢技術の変遷｣、

http://www.shiojigyo.com/a040encyclopedia/encyclopedia3/encyclopedia3_1

・ソルトサイエンス研究財団:そるえんす,“橋本壽夫:第4回塩事業海外研修に参加

して”(50),pp.30-35,(2001)

入手先<http://www.saltscience.or.jp/kikanshi/soluensu/sal2001.htm>

・株式会社JTクリエイティブサービス新聞編集部,”たばこ塩産業新聞 塩事業版

塩なんでもQ&A”,(2000),”塩を安くつくる工夫と知恵”

入手先<http://www.geocities.jp/t_hashimotoodawara/salt6/salt6-00-

09.html>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

海水～濃縮
H22年度

第1期
310047 255

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
一般的な塩製造のデータを基にモデル化

JP310048 製品 化学工業製品 食卓塩（精製塩を含む） kg 8.53E-01

・財団法人塩事業センターのHP、｢塩百科｣／｢技術の変遷｣、

http://www.shiojigyo.com/a040encyclopedia/encyclopedia3/encyclopedia3_1

・(株)JTクリエイティブサービス新聞編集部, ”たばこ塩産業新聞”,塩事業版,塩な

んでもQ&A,(2000)

”塩を安くつくる工夫と知恵”,入手先

<http://www.geocities.jp/t_hashimotoodawara/salt6/salt6-00-09.html>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
イオン交換膜真

海水～濃縮
H22年度

第1期
310048 256

JP310049 製品 化学工業製品 カルシウムカーバイド kg 6.65E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・USEPA, 2008, USEPA, ttn, 2008

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s04.pd

・CBI, 2008, CBI Chaina, 2008, Calsium carbide production cost,

http://www.growell.com.cn/UI/download/Petrochemical/2_Special%20Report

/3_Cost%20Analysis/CalciumCarbideProductionCostAnalysis.pdf

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
生石灰、炭素を原料とし、加熱溶融、固化・破砕を行うプロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
加熱溶融～固化・破砕

H22年度

第1期
310049 257

社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

JP310050 製品 化学工業製品 硫酸アルミニウム kg 1.28E+00

社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

原料採取～原材料製造～
溶液反応

H22年度

第1期
310050 258
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JP310051 製品 化学工業製品 過マンガン酸カリウム kg 1.60E+01
化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.241
マンガン鉱石、水酸化カリウムを用いた過マンガン酸カリウム合成のデータを基
にモデル化

原料採取～原材料製造～
粉砕～電解酸化

H22年度

第1期
310051 259

JP310052 製品 化学工業製品 炭酸カリウム kg 5.59E+00
日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973)
水酸化カリウム、二酸化炭素を用いた炭酸カリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～か焼

H22年度

第1期
310052 260

JP310053 製品 化学工業製品 水酸化カリウム(か性カリ) kg 4.26E+00
日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973)
塩化カリウムを電気分解して水酸化カリウム合成するプロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
精製～電気分解～濃縮・冷
却固化

H22年度

第1期
310053 261

JP310054 製品 化学工業製品 硝酸銀 kg 3.43E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.93

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的な硝酸銀合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
溶液反応

H22年度

第1期
310054 262

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Chen, 2006, Toward cleaner production of hydrogen peroxide in

China, Qunlai Chen, Journal of Cleaner Production, vol. 14, issue 8,

JP310055 製品 化学工業製品 過酸化水素 kg 5.30E+00

China, Qunlai Chen, Journal of Cleaner Production, vol. 14, issue 8,

2006

・Gelbein, 1998, Musings on hydrogen peroxide, Gelbein AP, Chem

Tech, 28(12), 1998

・Kirk-Ohtmer, Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical technoogy, fifth

edition

・Mcketta, 1998, Encyclopedia of chemical processing and design,

John J. Mcketta, Marcel Dekker, Inc., 1988

・SICS, 2008, The hydrogen peroxide production process, Swedish

Institute of Computer Science, 2008

・Ulmann, Ulmann's encyclopedia of industrial chemistry, vol. 17, p.

253

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表””

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

水素空気を用いた過酸化水素合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
化学反応

H22年度

第1期
310055 263

JP310056 製品 化学工業製品 ケイ酸ナトリウム,乾式法ﾞ kg 9.77E-01

社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)
原料採取～原材料製造～
溶融～オートクレーブ～濃
縮

H22年度

第1期
310056 264

JP310057 製品 化学工業製品 りん酸ナトリウム kg 3.48E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.199

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表””

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的なリン酸ナトリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
中和反応

H22年度

第1期
310057 265

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

JP310058 製品 化学工業製品 バリウム塩類 kg 1.50E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.214

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

硫化バリウム、重晶石、炭酸ナトリウムを用いたバリウム塩類合成のデータを
基にモデル化

原料採取～原材料製造～
溶液反応

H22年度

第1期
310058 266

JP310059 製品 化学工業製品 塩化第二鉄溶液,38% kg 4.93E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

くず鉄、塩酸、塩素ガスを用いた塩化第二鉄合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
塩酸溶解～塩素化

H22年度

第1期
310059 267

JP310060 製品 化学工業製品 リン酸（100%） kg 1.44E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

リン鉱石、硫酸、生石灰を用いたリン酸製造プロセスのモデル化（75%リン酸濃
度補正）

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310060 268

JP310061 製品 化学工業製品 臭化水素酸（48%） kg 1.48E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
水酸化ナトリウム、臭素を用いた臭化水素酸製造プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310061 269

JP310062 製品 化学工業製品 ホスゲン kg 1.15E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
一酸化炭素、塩素を用いた触媒反応合成反応プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
触媒反応合成

H22年度

第1期
310062 270

JP310063 製品 化学工業製品
水加ヒドラジン（ケタジン合
成）

kg 8.42E+00

三菱ｶﾞｽ化特許H09-263403、H09-059238、H09-052705、H10-095605、Kirk-

Othmer Encyclopedia、vol.13
原料採取～原材料製造～
酸化～加水分解

H22年度

第1期
310063 271

JP310064 製品 化学工業製品
水加ヒドラジン（次亜塩素
酸ナトリウム合成）

kg 6.66E+00

CMC”ファインケミカルの技術と経済性分析”(1987)、

Kirk-Othmer Encyclopedia Vol.13
原料採取～原材料製造～
酸化～水加

H22年度

第1期
310064 272

JP310065 製品 化学工業製品 塩化リチウム kg 1.08E+01

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
炭酸リチウム、塩酸を用いた塩化リチウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
塩化～蒸発乾固

H22年度

第1期
310065 273

JP310066 製品 化学工業製品 臭化リチウム kg 5.37E+00

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
炭酸リチウム、臭化水素酸を用いた臭化リチウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
臭化反応～蒸発乾固

H22年度

第1期
310066 274

JP310067 製品 化学工業製品 水酸化リチウム,一水和物 kg 1.10E+01

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
炭酸リチウムと水酸化カルシウムを用いた酸化リチウム合成のデータを基にモデ
ル化

原料採取～原材料製造～
中和反応～蒸発乾固

H22年度

第1期
310067 275

JP310068 製品 化学工業製品
チオ硫酸ナトリウム,結晶
品

kg 2.98E+00 日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973)
原料採取～原材料製造～
反応～冷却晶出～ふるい分
け

H22年度

第1期
310068 276

JP310069 製品 化学工業製品
チオ硫酸ナトリウム,無水
品

kg 5.21E+00 日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973)
原料採取～原材料製造～
反応～加熱濃縮～乾燥

H22年度

第1期
310069 277
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JP310070 製品 化学工業製品 重クロム酸ナトリウム kg 5.88E+00

・Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Mcketta, 1998, John J. Mcketta, Encyclopedia of Chemical

Processing and Design, Vol. 8, p. 303,

1988

・Ullmann, 2003, Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, Vol. 8, p.

485, 2003
一般的な重クロム酸ナトリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
混合～焙焼～抽出～濃縮・
ろ過

H22年度

第1期
310070 278

JP310071 製品 化学工業製品 五硫化二りん kg 2.35E+00
日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973) 原料採取～原材料製造～

反応
H22年度

第1期
310071 279

JP310072 製品 化学工業製品 ふっ化アルミニウム kg 2.67E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

フッ化水素酸、水酸化アルミニウムを用いたフッ化アルミニウム合成のデータを
基にモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～ろ過

H22年度

第1期
310072 280

JP310073 製品 化学工業製品 塩化スルホン酸 kg 6.77E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310073 281

Dekker Inc., 1988

塩化水素、無水硫酸を用いた塩化スルホン酸合成のデータを基にモデル化

JP310074 製品 化学工業製品 無水硫酸 kg 1.31E-01 日本化学会編, “化学便覧 応用編 改訂2版”,(1973)
原料採取～原材料製造～
二酸化硫黄合成～酸化

H22年度

第1期
310074 282

JP310075 製品 化学工業製品 塩化亜鉛 kg 4.25E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

亜鉛、塩酸を用いた塩化亜鉛合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
亜鉛溶解～濃縮乾固

H22年度

第1期
310075 283

JP310076 製品 化学工業製品 次亜塩素酸カルシウム kg 2.17E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

消石灰、塩素ガスを用いた次亜塩素酸カルシウム合成のデータを基にモデル
化

原料採取～原材料製造～
塩素ガス吹込み～ろ過

H22年度

第1期
310076 284

JP310077 製品 化学工業製品 炭酸水素アンモニウム kg 5.25E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

アンモニア、二酸化炭素を用いた炭酸水素アンモニウム合成のデータを基にモ
デル化

原料採取～原材料製造～
CO2吹き込み～ろ過・分離

H22年度

第1期
310077 285

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

JP310078 製品 化学工業製品 無水亜硫酸ナトリウム kg 9.40E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Kirk-Othmer, 2007, Kirk-Othmer encyclopedia of chemical

processing and design, Fifth edition, Vol.23, p.668,

2007

・Ullmann, 2003, Ullmann's encyclopedia of industrial chemistory,

Vol. 34, p. 560, 2003J

硫黄、苛性ソーダを用いた無水亜硫酸ナトリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
硫黄燃焼～亜硫酸ガス吹込
み～中和

H22年度

第1期
310078 286

JP310079 製品 化学工業製品 塩化マグネシウム,6水塩 kg 1.48E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・K-UTEC, 2009, "K-UTEC AG

http://www.k-utec.de/download/Solution_mining_03.ppt#256,1, Solution

mining"

苦汁廃液を用いた塩化マグネシウム製造のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
蒸発乾固

H22年度

第1期
310079 287

JP310080 製品 化学工業製品 シリカゲル kg 2.01E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・千谷利三, 1959,無機化学、千谷利三、産業図書㈱、506ページ、1959

・産環協, 2003, 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書、平成

14年度新エネルギー・産業技術総合開発機構委託、社団法人産業環境管理協

会、411ページ、平成15年3月

・野上正行, 2007, 環境対応型セラミックスの技術と応用、野上正行監修、シーエ

原料採取～原材料製造～
反応～洗浄・乾燥

H22年度

第1期
310080 288

・野上正行, 2007, 環境対応型セラミックスの技術と応用、野上正行監修、シーエ

ムシー出版、2007

・Panasyuk, 1979, Thermogravimetric investigation of the kinetics

and thermodynamics of dehydration of amorphaous silica, G. P. Panasyuk,

et al, Journal of Thermal Analysis, Vol.16 (1979) 441 - 448

ケイ酸ソーダ、硫酸を用いたシリカゲル合成のデータを基にモデル化

JP310081 製品 化学工業製品 酸化マグネシウム,軽焼 kg 3.24E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・IPPC, 2007, Reference Document on Best Available Techniques

for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and

Others Industry, IPPC, EU, 2007

海水、水酸化カルシウムを用いた酸化マグネシウム合成のデータを基にモデル
化

原料採取～原材料製造～
反応・沈澱分離～焼成

H22年度

第1期
310081 289

JP310082 製品 化学工業製品 無水クロム酸 kg 9.56E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Ullmann, 2003, Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry,Vol. 8, 2003

重クロム酸ナトリウム、硫酸を用いた無水クロム酸合成のデータを基にモデル
化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310082 290

JP310083 製品 化学工業製品 五酸化バナジウム kg 2.91E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会/東京大学生産技術研究所,“世界鉱物資源データブック”,オーム
社
一般的な五酸化バナジウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
粉砕～焙焼～抽出～溶解

H22年度

第1期
310083 291

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

JP310084 製品 化学工業製品 二硫化モリブデン kg 2.27E-02
日本金属学会,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会/東京大学生産技術研究所,“世界鉱物資源データブック”,オーム
社
一般的な二硫化モリブデン合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
浮遊選鉱～乾燥

H22年度

第1期
310084 292
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JP310085 製品 化学工業製品
粗三酸化モリブデ
ン,MoO3品位89%

kg 1.42E+00

神鋼リサーチ株式会社”レアメタルの製造法とインベントリ調査報告書”（2008）

日本金属学会,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会/東京大学生産技術研究所,“世界鉱物資源データブック”,オーム
社
一般的な粗三酸化モリブデン合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
焙焼

H22年度

第1期
310085 293

JP310086 製品 化学工業製品
三酸化モリブデン,高純度
粉末

kg 2.96E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会/東京大学生産技術研究所,“世界鉱物資源データブック”,オーム
社
一般的な三酸化モリブデン合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
粉砕～精製～焙焼

H22年度

第1期
310086 294

JP310087 製品 化学工業製品
塩基性炭酸マグネシウム,
ソーダ灰法

kg 6.36E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.207
原料採取～原材料製造～
ニガリ調整～ソーダ灰添加
～ろ過・洗浄

H22年度

第1期
310087 295

JP310088 製品 化学工業製品
塩基性炭酸マグネシウム,
炭安法

kg 4.28E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.207
原料採取～原材料製造～
反応～加熱・熟成

H22年度

第1期
310088 296

JP310089 製品 化学工業製品
塩基性炭酸マグネシウム,
水マグ法

kg 5.95E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.207
原料採取～原材料製造～
ニガリ脱硫～水酸化マグネ
シウム生成～炭酸化

H22年度

第1期
310089 297

JP310090 製品 化学工業製品 水酸化マグネシウム kg 1.25E+00
社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)
一般的な水酸化マグネシウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310090 298

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003
JP310091 製品 化学工業製品

硫酸ナトリウム,人絹ぼう

硝(10水塩)
kg 1.75E-01

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・工場操作シリーズ 第14巻 晶析、化学工業社
廃ビスコース製造混液からの硫酸ナトリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
冷却・濃縮～晶析・分離

H22年度

第1期
310091 299

JP310092 製品 化学工業製品 ペンタン kg 2.14E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン、ベンゼンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310092 300

JP310093 製品 化学工業製品 エチレン kg 1.50E+00

・(独) 産業技術総合研究所(2003)

・環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.2.4”,

（2009）
ナフサ分解による製造プロセスのモデル化

原油採取～分留～熱分解
H22年度

第1期
310093 301

JP310094 製品 化学工業製品 プロピレン kg 1.50E+00

・(独) 産業技術総合研究所(2003)

・環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.2.4”,

（2009）
ナフサ分解による製造プロセスのモデル化

原油採取～分留～熱分解
H22年度

第1期
310094 302

JP310095 製品 化学工業製品
ブタン、ブチレン（ナフサ分
解によるもの）

kg 1.86E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ナフサ分解による製造プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
触媒反応

H22年度

第1期
310095 303

JP310096 製品 化学工業製品 イソブタン kg 1.86E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ナフサ分解、水添による製造プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310096 304

JP310097 製品 化学工業製品 イソブチレン kg 2.48E+00
SRI Consulting PEP REPORT No. 71A, p.188

MTBEによる製造プロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310097 305

JP310098 製品 化学工業製品 ブテン-1（UOP法等） kg 1.71E+00

・化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1982)

・ペトロテック、vol.11、No11(1998)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310098 306

JP310099 製品 化学工業製品 ベンゼン kg 1.86E+00
NEDO-GET-9410-1,p.26

BTX抽出のプロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310099 307

JP310100 製品 化学工業製品 トルエン kg 1.86E+00
NEDO-GET-9410-1,p.26

BTX抽出のプロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310100 308

JP310101 製品 化学工業製品 キシレン（ｍ、o） kg 3.14E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
混合キシレンからの分離プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
分留

H22年度

第1期
310101 309

JP310102 製品 化学工業製品 芳香族混合溶剤 kg 1.27E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310102 310

JP310103 製品 化学工業製品 ブタノール(I,n) kg 3.04E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003) 、プロピレン、合成ガスを用いた水添プロセス
のモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310103 311

JP310104 製品 化学工業製品 合成オクタノール kg 1.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310104 312

JP310105 製品 化学工業製品 合成アセトン kg 2.42E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
キュメン、硫酸水酸化ナトリウムを用いた合成プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～（クメン）～酸化

H22年度

第1期
310105 313

JP310106 製品 化学工業製品 酢酸（合成酢酸を含む） kg 1.43E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール、一酸化炭素のカルボニル化反応のモデル化

原料採取～原材料製造～カ
ルボニル化反応

H22年度

第1期
310106 314

JP310107 製品 化学工業製品 酸化エチレン kg 1.59E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン、メタンリッチガス、炭酸カリウムなどを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310107 315

JP310108 製品 化学工業製品 エチレングリコール kg 1.59E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン、メタンリッチガス、炭酸カリウムなどを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310108 316

JP310109 製品 化学工業製品 酸化プロピレン kg 5.82E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン、塩素、生石灰などを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310109 317

JP310110 製品 化学工業製品 プロピレングリコール kg 5.60E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310110 318

JP310111 製品 化学工業製品
トリプロピレングリコールメ
チルエーテル

kg 4.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン、メタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310111 319

JP310112 製品 化学工業製品 ポリプロピレングリコール kg 5.65E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン、酸化エチレンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
付加重合

H22年度

第1期
310112 320

JP310113 製品 化学工業製品 トリクロロエチレン kg 2.52E+00 CMC：「日米化学品の価格とコスト」(1994) ,p.191
原料採取～原材料製造～
塩素化～脱塩化水素

H22年度

第1期
310113 321

JP310114 製品 化学工業製品 二塩化エチレン kg 2.01E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310114 322

JP310115 製品 化学工業製品 塩化ビニルモノマー kg 2.84E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン、塩素を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化～脱塩化水素

H22年度

第1期
310115 323

JP310116 製品 化学工業製品 アクリロニトリル kg 3.85E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
原材料をプロピレン、アンモニアとして、化学プロセスシミュレータにより算出

原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第1期
310116 324

JP310117 製品 化学工業製品 ブタジエン kg 1.92E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

C4混合物の分解プロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
抽出蒸留

H22年度

第1期
310117 325

JP310118 製品 化学工業製品 無水酢酸 kg 3.10E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酢酸を用いた脱水反応プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水反応

H22年度

第1期
310118 326
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JP310119 製品 化学工業製品 アセトアルデヒド kg 1.41E+00 CMC：「日米化学品の価格とコスト」(1994),p.172
原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第1期
310119 327

JP310120 製品 化学工業製品 1,4-ブタンジオール kg 6.09E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール、無水マレイン酸を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
水素化

H22年度

第1期
310120 328

JP310121 製品 化学工業製品 1,4-ヘキサジエン kg 3.05E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ブタジエン、トルエン、エチレンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310121 329

JP310122 製品 化学工業製品 2-エチルヘキサノール kg 2.64E+00 CMC「内外化学品資料」、2001年度版、D06-03
原料採取～原材料製造～ヒ
ドロホルミル化～アルドール
反応～水素化

H22年度

第1期
310122 330

JP310123 製品 化学工業製品
2-エチルヘキシルアクリ
レート

kg 3.39E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリル酸、硫酸を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310123 331

JP310124 製品 化学工業製品
2-ヒドロキシエチルアクリ
レート

kg 3.67E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリル酸、酸化エチレンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310124 332

JP310125 製品 化学工業製品 2-ブタノール kg 1.90E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

C4ラフィネート、水素リッチガスを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
直接水和

H22年度

第1期
310125 333

JP310126 製品 化学工業製品 4,4'-メチレンジアニリン kg 3.80E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アニリン、ホルムアルデヒドなどを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310126 334

JP310127 製品 化学工業製品 n-ブチルアルデヒド kg 1.93E+00 化学工業社：製造工程図全集(1990）
原料採取～原材料製造～ヒ
ドロホルミル化

H22年度

第1期
310127 335

JP310128 製品 化学工業製品 アクリルアミド kg 2.08E+00 石油学会編：石油化学プロセス（2001）
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310128 336

JP310129 製品 化学工業製品 アクリル酸 kg 2.22E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

プロピレン、MIBKを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～２
段酸化

H22年度

第1期
310129 337

JP310130 製品 化学工業製品 アクリル酸-n-ブチル kg 3.93E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

アクリル酸、n-ブタノールを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310130 338

JP310131 製品 化学工業製品 アクリル酸メチル kg 3.30E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリル酸、メタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310131 339

JP310132 製品 化学工業製品 アジポニトリル kg 1.20E+01 化学工業社：製造工程図全集(1990）、PETROTECH,vol.13,No.5（1990）
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310132 340

JP310133 製品 化学工業製品 アセトンシアンヒドリン kg 4.02E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
シアン化水素、アセトン等を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応、中和、分離精製

H22年度

第1期
310133 341

JP310134 製品 化学工業製品 アリルクロライド kg 1.90E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン、塩素等を用いた酸化プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310134 342

JP310135 製品 化学工業製品 イソオクテン kg 3.38E+00 石油学会編：石油精製プロセス（1998）
原料採取～原材料製造～
二量化

H22年度

第1期
310135 343

JP310136 製品 化学工業製品 イソブチルアルデヒド kg 1.93E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン、水素を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310136 344

JP310137 製品 化学工業製品 イソプロピルアルコール kg 2.34E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
直接水和

H22年度

第1期
310137 345

原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310138 製品 化学工業製品 エチレンイミン kg 5.34E+00 日触特許H02-015057、PETROTECH,vol.16,No.2（1993）

原料採取～原材料製造～
分子内脱水環化反応

H22年度

第1期
310138 346

JP310139 製品 化学工業製品
エチレングリコールエチル
エーテル

kg 5.03E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、エタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310139 347

JP310140 製品 化学工業製品
エチレングリコールブチル
エーテル

kg 3.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノールを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310140 348

JP310141 製品 化学工業製品
エチレンメタクリル酸共重
合体

kg 2.58E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン、アクリル酸メチルを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
共重合

H22年度

第1期
310141 349

JP310142 製品 化学工業製品
エチレン酢酸ビニル共重
合体

kg 2.34E+00 Hydrocarbon Processing, March (2001)
原料採取～原材料製造～
共重合

H22年度

第1期
310142 350

JP310143 製品 化学工業製品 エピクロロヒドリン kg 4.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリルクロライド、生石灰を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化

H22年度

第1期
310143 351

JP310144 製品 化学工業製品 オクテン kg 2.57E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

Shell、Shevron等のエチレン重合によるα-オレフィン製造プロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310144 352

JP310145 製品 化学工業製品 ジ-n-ブチルアミン kg 4.82E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

n-ブタノール、アンモニアを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310145 353

JP310146 製品 化学工業製品 ジ-n-プロピルアミン kg 2.87E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピオニトリルを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310146 354

JP310147 製品 化学工業製品 ジエタノールアミン kg 1.68E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、アンモニアを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310147 355

JP310148 製品 化学工業製品 ジエチルアミン kg 1.92E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003) 原料採取～原材料製造～ H22年度

310148 356JP310148 製品 化学工業製品 ジエチルアミン kg 1.92E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アセトアルデヒド、水素、アンモニアを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310148 356

JP310149 製品 化学工業製品
ジエチレングリコールブチ
ルエーテル

kg 3.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノールを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310149 357

JP310150 製品 化学工業製品 ジエチレントリアミン kg 1.19E+01 CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310150 358

JP310151 製品 化学工業製品 ジクロロプロペン kg 1.90E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン、塩素等を用いた酸化プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310151 359

JP310152 製品 化学工業製品
ジブチルグリコールエーテ
ル

kg 3.06E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノール、水酸化ナトリウムを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310152 360

JP310153 製品 化学工業製品
ジメチルアセトアミド
（DMAC）

kg 4.42E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジメチルアミン、酢酸等を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310153 361

JP310154 製品 化学工業製品 スルフォラン kg 4.15E+00 Phillips USP 5,290,953、AICHE Symposium
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310154 362

JP310155 製品 化学工業製品 デセン kg 2.57E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

Shell、Shevron等のエチレン重合によるα-オレフィン製造プロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310155 363

JP310156 製品 化学工業製品 テトラハイドロフラン kg 8.98E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

1,4-ブタンジオール、硫酸を用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310156 364

JP310157 製品 化学工業製品 トリエタノールアミン（85%） kg 1.68E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、アンモニアを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310157 365

JP310158 製品 化学工業製品
トリエチレングリコールエチ
ルエーテル

kg 5.03E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、エタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310158 366

JP310159 製品 化学工業製品
トリエチレングリコールブチ
ルエーテル

kg 3.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノールを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310159 367

JP310160 製品 化学工業製品 トリエチレンテトラミン kg 1.55E+01 CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310160 368
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JP310161 製品 化学工業製品 トリクロロプロパン kg 4.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリルクロライド、生石灰を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化

H22年度

第1期
310161 369

JP310162 製品 化学工業製品
トリスノルニルフォスファイ
ト

kg 3.09E+00 CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310162 370

JP310163 製品 化学工業製品 ナイロン66塩（63%） kg 7.58E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アジピン酸、ヘキサメチレンジアミンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310163 371

JP310164 製品 化学工業製品 パラアルデヒド kg 2.56E+00
CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)、USP 2,864,827、USP

2,571,759
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310164 372

JP310165 製品 化学工業製品
ブチルトリグリコールエー
テル

kg 2.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノール、水酸化ナトリウムを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310165 373

JP310166 製品 化学工業製品
ブチルモノグリコールエー
テル

kg 3.29E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

酸化エチレン、n-ブタノール、水酸化ナトリウムを用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310166 374

JP310167 製品 化学工業製品 フマル酸 kg 2.29E+00
幸書房：新石油化学プロセス(1986)、CMC：ファインケミカルの技術と経済性分

析(1987)
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310167 375

JP310168 製品 化学工業製品
プロピレングリコールメチ
ルエーテル

kg 4.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン、メタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310168 376

JP310169 製品 化学工業製品 プロピレンテトラマー kg 2.74E+00 化学工学協会編：化学プロセス集成 （1982）
原料採取～原材料製造～
低重合反応

H22年度

第1期
310169 377

JP310170 製品 化学工業製品 プロピレントリマー kg 2.74E+00 化学工学協会編：化学プロセス集成 （1982）
原料採取～原材料製造～
低重合反応

H22年度

第1期
310170 378JP310170 製品 化学工業製品 プロピレントリマー kg 2.74E+00 化学工学協会編：化学プロセス集成 （1982）

低重合反応 第1期
310170 378

JP310171 製品 化学工業製品
ヘキサメチレンジアミン
（HMDA）

kg 9.30E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アジピン酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
縮合～（アジポアミド）～脱
水～（アジポニトリル）～水
素添加

H22年度

第1期
310171 379

JP310172 製品 化学工業製品
ヘキサメチレンジイソシア
ネート（HMDA副生）

kg 9.30E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アジピン酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
縮合～（アジポアミド）～脱
水～（アジポニトリル）～水
素添加

H22年度

第1期
310172 380

JP310173 製品 化学工業製品 ペンタエリスリトール kg 4.22E+00

①CMC：コスト２ 無機・脂肪族偏(刊行年不明)

②化学工業社：製造工程図全集(1990）
③化学品市場研究所：「アセトアルデヒドとその誘導体」
ホルムアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルドール縮合

H22年度

第1期
310173 381

JP310174 製品 化学工業製品 ポリアクリロニトリル kg 4.33E+00
（社）化学経済研究所：基礎素材のエネルギー解析調査報告書（1993.9）
アクリルニトリル等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
乳化重合

H22年度

第1期
310174 382

JP310175 製品 化学工業製品 ポリエチレングリコール kg 1.69E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310175 383

JP310176 製品 化学工業製品
ポリフェニレンエーテル樹
脂

kg 1.19E+01
(独) 産業技術総合研究所(2003)

2,6-ジメチルフェノール等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310176 384

JP310177 製品 化学工業製品 ホルムアルデヒド（100%） kg 1.23E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310177 385

JP310178 製品 化学工業製品 メタクリル酸 kg 4.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
イソブチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
直接酸化

H22年度

第1期
310178 386

JP310179 製品 化学工業製品 メタクリル酸メチル kg 2.83E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロセスのモデル化による、メタクリル酸メチルの併産

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310179 387

JP310180 製品 化学工業製品
メチルイソブチルケトン
（MIBK）

kg 7.22E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アセトン、硫酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310180 388

JP310181 製品 化学工業製品 メチルエチルケトン kg 4.03E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

2-ブタノール等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
脱水素

H22年度

第1期
310181 389

JP310182 製品 化学工業製品 メチルメルカプタン kg 2.91E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール等を用いたメチルカプタンの製造プロセスからの共製品としての産出プ
ロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310182 390

JP310183 製品 化学工業製品 モノエタノールアミン kg 1.68E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、アンモニアを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310183 391

JP310184 製品 化学工業製品
モルホリン（脱水環化反
応）

kg 3.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジエタノールアミン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水環化反応～精製

H22年度

第1期
310184 392

JP310185 製品 化学工業製品 モルホリン（直接製造法） kg 4.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジエチレングリコール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310185 393

JP310186 製品 化学工業製品 塩化ビニリデンモノマー kg 1.95E+00
ラップ用塩化ビニリデン樹脂および同モノマーのインベントリ分析報告書・更新版
＜抜粋＞（2010年11月）

資源採掘～VDCM製造工
程

【工業会提供データ】
H22年度

第3期
310186 394

JP310187 製品 化学工業製品 軽質アルキレート kg 2.90E+00
化学工学協会編：化学プロセス集成(1971)
ドデシルベンゼンの製造工程をモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310187 395

JP310188 製品 化学工業製品
高級アルコールエトキシ
レート

kg 2.62E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アルカリ触媒を用いて高級アルコールに酸化エチレン付加するプロセスのモデル
化

原料採取～原材料製造～ア
ルカリ触媒反応

H22年度

第1期
310188 396

JP310189 製品 化学工業製品 重質アルキレート kg 2.90E+00
化学工学協会編：化学プロセス集成(1971)
ドデシルベンゼンの製造工程をモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310189 397

(独) 産業技術総合研究所(2003) 原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310190 製品 化学工業製品 酢酸-n-ブチル kg 3.39E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

n-ブタノール、硫酸等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310190 398

JP310191 製品 化学工業製品 酢酸エチル kg 2.74E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

Hoechst-Wacker法を用いたプロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
塩基触媒転換

H22年度

第1期
310191 399

JP310192 製品 化学工業製品 無水マレイン酸 kg 2.96E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ベンゼン法を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
接触酸化反応

H22年度

第1期
310192 400

JP310193 製品 化学工業製品 ジエチルマレエート kg 4.90E+00
化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977)

化学工業日報社,“１５３０８の化学薬品”,(2008)
原料採取～原材料製造～エ
ステル反応

H22年度

第1期
310193 401

JP310194 製品 化学工業製品 モノクロル酢酸 kg 1.91E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
塩素と酢酸を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化

H22年度

第1期
310194 402

JP310195 製品 化学工業製品 高級アルコール kg 7.05E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.638
原料採取～原材料製造～
高圧還元

H22年度

第1期
310195 403

JP310196 製品 化学工業製品 エタノール kg 6.79E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
水和反応

H22年度

第1期
310196 404

JP310197 製品 化学工業製品 酪酸（アジピン酸副生） kg 3.86E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
シクロヘキサン、硝酸等を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
空気酸化

H22年度

第1期
310197 405

JP310198 製品 化学工業製品 ジメチルテレフタレート kg 2.98E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
パラキシレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
液相空気酸化

H22年度

第1期
310198 406

JP310199 製品 化学工業製品 スチレン kg 2.84E+00

NEDO-GET, 9410-1,p.64

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水素

H22年度

第1期
310199 407

トリレンジイソシアネート (独) 産業技術総合研究所(2003)
原料採取～原材料製造～ H22年度

JP310200 製品 化学工業製品
トリレンジイソシアネート
(TDI)

kg 3.50E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
原材料をジニトロトルエンとした生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
還元～（ジアミノトルエン）＋
（ホスゲン）～反応

H22年度

第1期
310200 408

JP310201 製品 化学工業製品 シクロヘキサン kg 2.04E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
水素化

H22年度

第1期
310201 409
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JP310202 製品 化学工業製品 フェノール kg 2.42E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
キュメン、硫酸水酸化ナトリウムを用いた合成プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～（クメン）～酸化

H22年度

第1期
310202 410

JP310203 製品 化学工業製品 アニリン kg 3.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ニトロベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
還元

H22年度

第1期
310203 411

JP310204 製品 化学工業製品 ニトロベンゼン kg 2.59E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
ニトロ化

H22年度

第1期
310204 412

JP310205 製品 化学工業製品 ドデシルベンゼン kg 2.90E+00
化学工学協会編：化学プロセス集成(1971)
ドデシルベンゼンの製造工程をモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310205 413

JP310206 製品 化学工業製品 2,6-ジメチルフェノール kg 4.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310206 414

JP310207 製品 化学工業製品 4-メチルペンテン-1 kg 2.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
選択的二量化反応

H22年度

第1期
310207 415

JP310208 製品 化学工業製品
ビスフェノールAジグリシジ

ルエーテル(DGEBA)
kg 6.73E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

ビスフェノールA等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
水酸化ナトリウムの存在下
で反応

H22年度

第1期
310208 416

JP310209 製品 化学工業製品 ジクロルベンゼン(o,p) kg 2.90E+00
石油学会編：新石油化学プロセス（1986）
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化・蒸留分離

H22年度

第1期
310209 417

JP310210 製品 化学工業製品 p-メチルスチレン kg 9.13E-01
石油化学会編：新石油化学プロセス,幸書房(1986)

Hydrocarbon Processing March,p.110,146（1999）
トルエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310210 418

(独) 産業技術総合研究所(2003) 原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310211 製品 化学工業製品 イソフタル酸 kg 4.74E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

m-キシレン等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
液相空気酸化

H22年度

第1期
310211 419

JP310212 製品 化学工業製品 エチルベンゼン kg 2.09E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310212 420

JP310213 製品 化学工業製品 キュメン kg 2.14E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310213 421

JP310214 製品 化学工業製品 クロマンス kg 3.72E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310214 422

JP310215 製品 化学工業製品 サリチル酸 kg 7.41E+00
・化学工学協会編、化学プロセス集成（1982）

・ＣＭＣ、ファインケミカルの技術と経済性分析（1987）
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成・反応・転位反応・硫酸
中和

H22年度

第1期
310215 423

JP310216 製品 化学工業製品 ジ-n-ブチルフタレート kg 3.70E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
無水フタル酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310216 424

JP310217 製品 化学工業製品 シクロヘキサノール kg 4.00E+00
化学工学, vol.55, No.5（1991)
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
部分水素化・水和反応

H22年度

第1期
310217 425

JP310218 製品 化学工業製品 ジニトロトルエン kg 2.71E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
トルエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
硝化

H22年度

第1期
310218 426

JP310219 製品 化学工業製品
ジフェニルカーボネート（直
接反応法）

kg 7.72E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール、ホスゲン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310219 427

JP310220 製品 化学工業製品
ジフェニルカーボネート（非
ホスゲン法）

kg 4.21E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～カ
ルボニル化・トランスアルキ
ル化

H22年度

第1期
310220 428

JP310221 製品 化学工業製品
デカブロモジフェニルオキ
サイド

kg 1.48E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
水酸化ナトリウム、臭素を用いた臭化水素酸製造プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310221 429JP310221 製品 化学工業製品

サイド
kg 1.48E+00

水酸化ナトリウム、臭素を用いた臭化水素酸製造プロセスのモデル化 製造 第1期
310221 429

JP310222 製品 化学工業製品 トリスフェノール kg 3.72E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310222 430

JP310223 製品 化学工業製品 ノニルフェノール kg 2.62E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310223 431

JP310224 製品 化学工業製品
ノニルフェノールエトキシ
レート

kg 2.05E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
付加反応

H22年度

第1期
310224 432

JP310225 製品 化学工業製品
ハイドロキノン（液相空気
酸化）

kg 4.63E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

p-ジイソプロピルベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
液相空気酸化・分解反応

H22年度

第1期
310225 433

JP310226 製品 化学工業製品
ハイドロキノン（過酸化物
分解）

kg 6.34E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応・液相空気酸
化・分解反応

H22年度

第1期
310226 434

JP310227 製品 化学工業製品 パラ-tert-ブチルフェノール kg 2.98E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルキル化反応

H22年度

第1期
310227 435

JP310228 製品 化学工業製品
バレリック酸（アジピン酸副
生）

kg 3.86E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
シクロヘキサン、硝酸等を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
空気酸化

H22年度

第1期
310228 436

JP310229 製品 化学工業製品 ビスフェノールA kg 3.72E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310229 437

JP310230 製品 化学工業製品 ピリジン kg 5.31E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アセトアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310230 438

JP310231 製品 化学工業製品 フタル酸ジオクチル kg 3.17E+00
化学工学協会編：化学プロセス集成(1982)

2-エチルヘキサノール等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～エ
ステル化反応

H22年度

第1期
310231 439

原料採取～原材料製造～

JP310232 製品 化学工業製品 ヘビーアミン（HMDA副生） kg 9.30E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アジピン酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
縮合～（アジポアミド）～脱
水～（アジポニトリル）～水
素添加

H22年度

第1期
310232 440

JP310233 製品 化学工業製品
ポリメチレンポリフェニルイ
ソシアネート（PMPPI）

kg 2.96E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アニリン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310233 441

JP310234 製品 化学工業製品 モノクロルベンゼン kg 2.75E+00
石油学会編：新石油化学プロセス（1986）
ベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
塩素化・蒸留分離

H22年度

第1期
310234 442

JP310235 製品 化学工業製品
混合ルチジン（ピリジン副
生）

kg 5.31E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アセトアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310235 443

JP310236 製品 化学工業製品 ピグメントレジンカラー kg 9.06E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310236 444

JP310237 製品 化学工業製品 有機顔料 kg 1.17E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310237 445

JP310238 製品 化学工業製品 フェノール樹脂 kg 3.04E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
フェノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
付加、縮合

H22年度

第1期
310238 446

JP310239 製品 化学工業製品 ユリア樹脂（シロップ65%） kg 1.48E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報” 原料採取～原材料製造～ H22年度
310239 447JP310239 製品 化学工業製品 ユリア樹脂（シロップ65%） kg 1.48E+00

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
尿素等を用いた生産プロセスをモデル化

脱水縮合 第1期
310239 447

JP310240 製品 化学工業製品 メラミン樹脂（シロップ） kg 7.00E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
メラミン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重縮合

H22年度

第1期
310240 448
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JP310241 製品 化学工業製品 不飽和ポリエステル樹脂 kg 4.29E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
プロピレングリコール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重縮合

H22年度

第1期
310241 449

JP310242 製品 化学工業製品 アルキド樹脂 kg 5.92E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
縮合・変性

H22年度

第1期
310242 450

JP310243 製品 化学工業製品
アクリロニトリルスチレン樹
脂

kg 3.57E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
樹脂メーカーへのヒアリング調査
スチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310243 451

JP310244 製品 化学工業製品 ABS樹脂 kg 3.98E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリロニトリル等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310244 452

JP310245 製品 化学工業製品 ABS（難燃性） kg 3.50E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクリロニトリル等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310245 453

JP310246 製品 化学工業製品
ポリ酢酸ビニルエマルジョ
ン

kg 2.95E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酢酸ビニルモノマー等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310246 454

JP310247 製品 化学工業製品 ふっ素樹脂 kg 1.48E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
原料採取～原材料製造～ H22年度

310247 455JP310247 製品 化学工業製品 ふっ素樹脂 kg 1.48E+01 経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

重合 第1期
310247 455

JP310248 製品 化学工業製品 ポリエチレンテレフタレート kg 4.13E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
テレフタル酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水縮合重合

H22年度

第1期
310248 456

JP310249 製品 化学工業製品 エポキシ樹脂 kg 6.30E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
ビスフェノールＡ等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
縮合重合

H22年度

第1期
310249 457

JP310250 製品 化学工業製品 ポリ酢酸ビニル kg 2.06E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.491

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的なポリ酢酸ビニル合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310250 458

JP310251 製品 化学工業製品 ポリアセタール kg 2.92E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～メ
タノール酸化・重合

H22年度

第1期
310251 459

JP310252 製品 化学工業製品
ポリカーボネート,非ホスゲ
ン法

kg 9.22E+00
環境科学学会誌, 11(2), (1998), pp.147-154
非ホスゲン法によるポリカーボネート合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310252 460

JP310253 製品 化学工業製品 MBS樹脂 kg 6.28E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003) 原料採取～原材料製造～ H22年度

310253 461JP310253 製品 化学工業製品 MBS樹脂 kg 6.28E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ブタジエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合・グラフト・乾燥

H22

第1期
310253 461

JP310254 製品 化学工業製品 アイオノマー樹脂 kg 2.56E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
共重合・イオン架橋

H22年度

第1期
310254 462

JP310255 製品 化学工業製品 ヘキセンコポリマー kg 1.77E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310255 463

JP310256 製品 化学工業製品 ポリイミド kg 9.56E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
無水マレイン酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310256 464

JP310257 製品 化学工業製品 ポリブチレンテレフタレート kg 4.82E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジメチルテレフタレート等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310257 465

JP310258 製品 化学工業製品 ポリブテン-1 kg 2.26E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

ブテン-1等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310258 466

JP310259 製品 化学工業製品 ポリメチルペンテン kg 3.89E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

4-メチルペンテン等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310259 467

JP310260 製品 化学工業製品 塩化ビニリデンポリマー kg 2.76E+00
ラップ用塩化ビニリデン樹脂および同モノマーのインベントリ分析報告書・更新版
＜抜粋＞（2010年11月）

資源採掘～PVDC製造工程 【工業会提供データ】
H22年度

第3期
310260 468

JP310261 製品 化学工業製品 変性PPO kg 5.16E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

2,6-ジメチルフェノール等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～ア
ロイ化

H22年度

第1期
310261 469

JP310262 製品 化学工業製品
シリコーンゴム,コンパウン
ド

kg 2.23E+01

・Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・伊藤邦雄, 1990, シリコーンハンドブック、伊藤邦雄編、日刊工業新聞社、1990

原料採取～原材料製造～
触媒重合

H22年度

第1期
310262 470

・伊藤邦雄, 1990, シリコーンハンドブック、伊藤邦雄編、日刊工業新聞社、1990
一般的なシリコーンゴム合成のデータを基にモデル化

JP310263 製品 化学工業製品
合成ゴム（合成ラテックス
を含む）

kg 6.08E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310263 471

JP310264 製品 化学工業製品 ポリブタジエン kg 5.94E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ブタジエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310264 472

JP310265 製品 化学工業製品 ブチルゴム kg 6.19E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
イソブチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合・水洗・脱水

H22年度

第1期
310265 473

JP310266 製品 化学工業製品
エチレン・プロピレン・ジエ
ンターポリマー

kg 2.73E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310266 474

JP310267 製品 化学工業製品 スチレンブタジエンゴム kg 4.21E+00
CMC：「日米化学品の価格とコスト」(1994),p.220
ブタジエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310267 475

JP310268 製品 化学工業製品 ブタジエンゴムラテックス kg 2.56E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ブタジエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
乳化重合・水洗・ストリッピン
グ・脱水

H22年度

第1期
310268 476

JP310269 製品 化学工業製品 ホルマリン kg 4.55E-01
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第1期
310269 477

JP310270 製品 化学工業製品
クロルフルオルメタン、クロ
ルフルオルエタン（フロン）

kg 3.01E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
クロロホルム等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
フッ素化

H22年度

第1期
310270 478

JP310271 製品 化学工業製品 フロン11 kg 2.83E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
四塩化炭素等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310271 479

JP310272 製品 化学工業製品 フロン12（フロン11副生） kg 2.83E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
四塩化炭素等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310272 480
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JP310273 製品 化学工業製品 フロン134a kg 3.01E+00
環境管理 Vol.31,No.6(1995)p.82
トリクロロエチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310273 481

JP310274 製品 化学工業製品 フロン141b kg 4.68E+00
環境管理 Vol.31,No.6(1995),p.81
トリクロロエタン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310274 482

JP310275 製品 化学工業製品 フロン245fa kg 2.99E+00
NEDO ＧＥＴ 9709 "地球温暖化に対する断熱材の及ぼす影響に関する調査

"(1998)
塩素等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310275 483

JP310276 製品 化学工業製品 クロロジフルオロメタン kg 2.17E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
クロロホルム等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310276 484

JP310277 製品 化学工業製品 メタノール kg 1.50E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）
天然ガス等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310277 485

JP310278 製品 化学工業製品 四塩化炭素 kg 2.71E+00
CMC："80年代の化学品コスト第2巻",p.281（1979）
塩素、メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310278 486

JP310279 製品 化学工業製品 塩化メチレン kg 2.71E+00
CMC："80年代の化学品コスト第2巻",p.281（1979）
塩素、メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310279 487

JP310280 製品 化学工業製品 塩化メチル kg 2.71E+00
CMC："80年代の化学品コスト第2巻",p.281（1979）
塩素、メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310280 488

JP310281 製品 化学工業製品 モノメチルアミン kg 3.69E+00
化学工業社："製造工程図全集"(1990）

CMC："新原油価格下の化学品コスト"上巻
原料採取～原材料製造～
反応～分離精製

H22年度

第1期
310281 489JP310281 製品 化学工業製品 モノメチルアミン kg 3.69E+00 CMC："新原油価格下の化学品コスト"上巻

メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化
反応～分離精製 第1期

310281 489

JP310282 製品 化学工業製品 ジメチルアミン kg 4.32E+00
CMC："内外化学品資料（2001年度版）"
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310282 490

JP310283 製品 化学工業製品 ジメチルエーテル kg 2.99E+00
International DME Workshop："TEC資料"（2000）
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水反応～ジメチルエーテ
ル

H22年度

第1期
310283 491

JP310284 製品 化学工業製品
ジメチルスルホキサイド
（DMSO）

kg 3.51E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジメチルサルファイド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
酸化反応

H22年度

第1期
310284 492

JP310285 製品 化学工業製品
ジメチルフォルムアミド
（DMF）

kg 3.29E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジメチルアミン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310285 493

JP310286 製品 化学工業製品
メチレンジフェニルジイソシ
アナート

kg 2.91E+00
CMC："日米化学品の価格とコスト"(1994),p.20
アニリン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310286 494

JP310287 製品 化学工業製品 クレオソート油 kg 1.49E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.319-324

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表””

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的なクレオソート油製造のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
蒸留

H22年度

第1期
310287 495

JP310288 製品 化学工業製品 ピッチ kg 1.80E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

化学工業日報社編：”15509の化学商品”,(2009),p.323

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
一般的なピッチ製造のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
蒸留

H22年度

第1期
310288 496

JP310289 製品 化学工業製品 C5留分 kg 3.14E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
混合キシレンからの分離プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
分留

H22年度

第1期
310289 497

JP310290 製品 化学工業製品 C6オレフィン kg 2.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
プロピレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
選択的二量化反応

H22年度

第1期
310290 498

JP310291 製品 化学工業製品 C6-C7留分 kg 3.14E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
混合キシレンからの分離プロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
分留

H22年度

第1期
310291 499

JP310292 製品 化学工業製品 ナフタレン油 kg 4.14E-01
化学工学協会編：“化学プロセス集成”、 (1969),p.350
重油等を用いた生産プロセスをモデル化

原油採取～分留
H22年度

第1期
310292 500

JP310293 製品 化学工業製品 クレゾール(m,p) kg 3.15E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
トルエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～精製

H22年度

第1期
310293 501

JP310294 製品 化学工業製品 フタル酸系可塑剤 kg 4.66E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310294 502

JP310295 製品 化学工業製品 有機ゴム薬品 kg 8.07E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310295 503

JP310296 製品 化学工業製品 DL-メチオニン kg 8.09E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
アクロレイン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成～精製

H22年度

第1期
310296 504

JP310297 製品 化学工業製品
N-メチル-2-ピロリドン

（NMP）
kg 8.80E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)
メチルアミン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310297 505

JP310298 製品 化学工業製品
γ-ブチロラクトン（脱水環化
反応）

kg 8.09E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

1,4-ブタンジオール等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310298 506JP310298 製品 化学工業製品

反応）
kg 8.09E+00

1,4-ブタンジオール等を用いた生産プロセスをモデル化 反応 第1期
310298 506

JP310299 製品 化学工業製品
γ-ブチロラクトン（直接水素
化法）

kg 4.99E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
無水マレイン酸等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310299 507

JP310300 製品 化学工業製品
エチルターシャリーブチル
エーテル

kg 4.80E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
イソブチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310300 508

JP310301 製品 化学工業製品 ギ酸（加水分解法） kg 1.85E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ギ酸メチル等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
加水分解

H22年度

第1期
310301 509

JP310302 製品 化学工業製品
ギ酸メチル（カルボニル化
法）

kg 1.66E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

メタノール、CO等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～カ
ルボニル化

H22年度

第1期
310302 510

JP310303 製品 化学工業製品 ギ酸メチル（脱水素化法） kg 2.57E+00
"PETROTECH"，vol.23，No.9(2000)，pp.792-793
メタノール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水素

H22年度

第1期
310303 511

JP310304 製品 化学工業製品
クロトン酸（アルドール縮
合反応）

kg 1.66E+01
ダイセル特許H06-087784

ファインケミカルの技術と経済性分析(CMC)
アセトアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～ア
ルドール縮合～酸化

H22年度

第1期
310304 512

JP310305 製品 化学工業製品 クロトン酸（空気酸化反応） kg 1.03E+01

・チッソ特許S40-024176

ｲﾝｽﾃｨﾃﾕ･ﾌﾗﾝｾ･ﾃﾞｭ･ﾍﾟﾄﾛｵﾙ･ﾃﾞ･ｶﾙﾋﾞｭﾗﾝ･ｴ･ﾘｭﾌﾞﾘﾌｨﾝ 特公昭42-5852

・ETHYLENE and its INDUSTRIAL DERIVATIVES，edited by S.A. MILLER

pp.679-680USP 2,413,235
クロトンアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第1期
310305 513

JP310306 製品 化学工業製品 ヘキサメチレンテトラミン kg 2.72E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ホルムアルデヒド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310306 514

JP310307 製品 化学工業製品 ヘキセン-1 kg 2.57E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

Shell、Shevron等のエチレン重合によるα-オレフィン製造プロセスのモデル化
原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310307 515

CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987) 原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310308 製品 化学工業製品 ペンタエチレンヘキサミン kg 1.72E+01

CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)
エチレンジクロライド等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310308 516

JP310309 製品 化学工業製品 ポリエーテルポリオール kg 4.26E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310309 517
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JP310310 製品 化学工業製品 ポリエステルポリオール kg 3.34E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ジエチレングリコール等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310310 518

JP310311 製品 化学工業製品 ポリオール kg 4.82E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン等を用いた反応式をモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310311 519

JP310312 製品 化学工業製品
メチル-tert-ブチルエーテ

ル（MTBE）
kg 1.95E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

ブタジエンラフィネート等を用いたプロセスでのMTBE製造をモデル化
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310312 520

JP310313 製品 化学工業製品
硫化ジメチル（メチルメルカ
プタン副生）

kg 2.91E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
メタノール等を用いたメチルカプタンの製造プロセスからの共製品としての産出プ
ロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310313 521

JP310314 製品 化学工業製品
ビスコースレーヨン・ステー
プル

kg 2.98E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.920
原料採取～原材料製造～ア
ルカリ浸漬～硫化、溶解～
紡糸

H22年度

第1期
310314 522

JP310315 製品 化学工業製品
ビスコースレーヨン・フィラ
メント

kg 5.55E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.920
原料採取～原材料製造～
浸漬破砕～硫化溶解～紡
糸

H22年度

第1期
310315 523

JP310316 製品 化学工業製品 ビスコース短繊維 kg 3.02E+00

化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.920

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

原料採取～原材料製造～ア
ルカリ浸漬～硫化、溶解～
紡糸

H22年度

第1期
310316 524

JP310317 製品 化学工業製品 ナイロン長繊維糸・短繊維 kg 8.50E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
アジピン酸とヘキサメチレンジアミンを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
脱水縮合～紡糸

H22年度

第1期
310317 525

JP310318 製品 化学工業製品 ナイロン6 kg 4.63E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
カプロラクタムを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第1期
310318 526

JP310319 製品 化学工業製品 ポリエステル長繊維糸 kg 7.10E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310319 527

JP310320 製品 化学工業製品 ポリエステル短繊維 kg 5.67E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310320 528

JP310321 製品 化学工業製品 アクリル長繊維糸・短繊維 kg 5.25E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310321 529

JP310322 製品 化学工業製品 ビニロン長繊維糸・短繊維 kg 8.95E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310322 530

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP310323 製品 化学工業製品
ポリプロピレン長繊維糸・
短繊維

kg 6.11E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310323 531

JP310324 製品 化学工業製品 ポリアクリロニトリル繊維 kg 5.58E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
ブタジエン及び少量のスチレンを用いるプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成～紡糸

H22年度

第1期
310324 532

JP310325 製品 化学工業製品 脂肪酸（直分、硬分） kg 2.07E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310325 533

JP310326 製品 化学工業製品 脂肪酸,牛脂 kg 5.38E-01 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.933
原料採取～原材料製造～
高圧分解～蒸留

H22年度

第1期
310326 534

JP310327 製品 化学工業製品 合成脂肪酸 kg 3.13E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.933
原料採取～原材料製造～
酸化～分離～蒸留

H22年度

第1期
310327 535

JP310328 製品 化学工業製品 精製脂肪酸 kg 1.69E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
原料採取～原材料製造～
精製

H22年度

第1期
310328 536

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

精製 第1期

JP310329 製品 化学工業製品 硬化油（工業用、食料用） kg 3.61E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310329 537

JP310330 製品 化学工業製品 グリセリン kg 6.64E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エピクロルヒドリンを経て製造するプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310330 538

JP310331 製品 化学工業製品
高級アルコール（還元、蒸
留）

kg 3.24E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
還元、蒸留

H22年度

第1期
310331 539

JP310332 製品 化学工業製品 陰イオン界面活性剤 kg 2.91E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310332 540

JP310333 製品 化学工業製品 陽イオン界面活性剤 kg 3.04E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

:“

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310333 541

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
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JP310334 製品 化学工業製品 非イオン界面活性剤 kg 3.35E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第1期
310334 542

JP310335 製品 化学工業製品 ラッカー kg 3.54E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310335 543

JP310336 製品 化学工業製品 電気絶縁塗料 kg 3.81E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310336 544

JP310337 製品 化学工業製品 溶剤系合成樹脂塗料 kg 3.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310337 545

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP310338 製品 化学工業製品 水系合成樹脂塗料 kg 3.36E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310338 546

JP310339 製品 化学工業製品 無溶剤系合成樹脂塗料 kg 6.59E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310339 547

JP310340 製品 化学工業製品 シンナー kg 2.12E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310340 548

JP310341 製品 化学工業製品 アルミニウムペースト kg 1.03E+01

社団法人日本アルミニウム協会：“アルミニウムペーストのLCI データの概要

(2003)”,（社）日本アルミニウム協会HP アルミと環境, (オンライン)、入手先

<http://www.aluminum.or.jp/environment/pdf/1-3-2.pdf>

原料採取～原材料製造～
粉砕～混合

H22年度

第1期
310341 549

JP310342 製品 化学工業製品 一般インキ kg 4.52E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310342 550

JP310343 製品 化学工業製品 新聞インキ kg 4.27E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310343 551

JP310344 製品 化学工業製品 印刷インキ用ワニス kg 3.16E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310344 552

JP310345 製品 化学工業製品
ビタミンC（L-アスコルビン
酸）

kg 3.24E+01 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.1012
原料採取～原材料製造～
発酵

H22年度

第1期
310345 553

JP310346 製品 化学工業製品 ビタミンB1硝酸塩 kg 2.72E+01 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.1007
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310346 554

JP310347 製品 化学工業製品 産業用火薬・爆薬 kg 8.39E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年化学工業統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～原材料製造～
製造

H22年度

第1期
310347 555

JP310348 製品 化学工業製品 殺虫剤,マラソン,粉剤 kg 2.55E+00
・化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977)

・化学工業日報社,“１５３０８の化学薬品”,(2008)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310348 556

・化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977) 原料採取～原材料製造～ H22年度
JP310349 製品 化学工業製品 殺虫剤,マラソン,乳剤 kg 4.14E+00

・化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977)

・化学工業日報社,“１５３０８の化学薬品”,(2008)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310349 557

JP310350 製品 化学工業製品 殺菌剤,ジネブ kg 7.27E+00
・化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977)

・化学工業日報社,“１５３０８の化学薬品”,(2008)
原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第1期
310350 558

JP310351 製品 化学工業製品 除草剤,2､4-PA,ソーダ塩 kg 5.86E+00
・化学工業社,“改訂 製造工程図全集 第３巻”,(1977)

・化学工業日報社,“１５３０８の化学薬品”,(2008)
原料採取～原材料製造～
塩素化～縮合～中和

H22年度

第1期
310351 559

JP310352 製品 化学工業製品
フェノール系接着剤,水溶
性

kg 1.66E+00 “電池、塗料、接着剤、化学合板のＬＣＩ分析調査報告書”, (2004)
原料採取～原材料製造～
混合・調整

H22年度

第1期
310352 560

JP310353 製品 化学工業製品
フェノール系接着剤,酸硬
化型

kg 2.00E+00 “電池、塗料、接着剤、化学合板のＬＣＩ分析調査報告書”, (2004)
原料採取～原材料製造～
混合・調整

H22年度

第1期
310353 561

JP310354 製品 化学工業製品
イオン交換水(蒸留－イオ

ン交換)
kg 3.83E-01

(独) 産業技術総合研究所(2003)

水道(原水)を用いたプロセスのモデル化
原水採取～蒸留～イオン交
換

H22年度

第1期
310354 562

JP310355 製品 化学工業製品
純水（凝集沈殿－イオン交
換）

m
3 1.67E+00 化学工学協会編：“化学プロセス集成”、(1970), p.379

原水採取～前処理(凝集沈
殿等）～イオン交換

H22年度

第1期
310355 563

JP310356 製品 化学工業製品 塩化カルシウム（CaCl2） kg 2.52E+00

 Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth

edition, 2007

 Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

 Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・IPPC,2007, Reference Document on Best Available Techniques for the

Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others

Industry, IPPC, EU, 2007

・化学工業日報社、”１５７１０の化学商品”、2010、P.26 の情報を基にモデル
化し、２水塩に水を蒸発させるとして推算した。

原料採取（ソルベー法廃水
等）～アンモニア回収排水
の濃縮

H22年度

第2期
310356 -

原料採取（銅溶錬工程から H22年度
JP310357 製品 化学工業製品 硫酸（100%換算） kg 1.09E-01 (独) 産業技術総合研究所(2005)

原料採取（銅溶錬工程から
のSO2含有排ガス）～合成

H22年度

第2期
310357 -
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JP310358 製品 化学工業製品 活性炭 kg 9.77E+00

株式会社テクノシステム、”活性炭の応用技術”、(2000)、P.58

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)
一般的な活性炭製造のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
賦活反応

H22年度

第2期
310358 -

JP310359 製品 化学工業製品 ポリ塩化アルミニウム kg 5.25E-01

・社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)

・化学工業日報社”13599の化学商品”（1999）

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第2期
310359 -

JP310360 製品 化学工業製品 亜硫酸ナトリウム,結晶 kg 4.88E-01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Kirk-Othmer, 2007Kirk-Othmer encyclopedia of chemical

processing and design, Fifth edition, Vol.23, p.668,

2007

・Ullmann, 2003Ullmann's encyclopedia of industrial chemistory,

Vol. 34, p. 560, 2003

硫黄、苛性ソーダを用いた亜硫酸ナトリウム合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
焙焼～吹き込み～中和～ろ
過・乾燥

H22年度

第2期
310360 -

JP310361 製品 化学工業製品 二硫化炭素 kg 2.30E+00

・Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988
原料採取～原材料製造～
反応～蒸留精製

H22年度

第2期
310361 -

Dekker Inc., 1988

・Kirk-Othmer, 2007Kirk-Othmer encyclopedia of chemical

processing and design, fifth edition, Vol. 4, p. 822, 2007

木炭、硫黄を用いた二硫化炭素合成のデータを基にモデル化

反応～蒸留精製 第2期

JP310362 製品 化学工業製品 アジピン酸 kg 4.35E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
シクロヘキサン、硝酸等を用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
空気酸化

H22年度

第2期
310362 -

JP310363 製品 化学工業製品
ジエチレングリコールエチ
ルエーテル

kg 5.01E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化エチレン、エタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第2期
310363 -

JP310364 製品 化学工業製品
ジプロピレングリコールメ
チルエーテル

kg 4.98E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
酸化プロピレン、メタノールを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第2期
310364 -

JP310365 製品 化学工業製品 テトラフルオロエチレン kg 1.40E+00 化学工学協会編：化学プロセス集成(1971)
原料採取～原材料製造～
熱分解

H22年度

第2期
310365 -

JP310366 製品 化学工業製品 トリエチルアミン kg 1.09E+01
(独) 産業技術総合研究所(2003)
エタノール、アンモニアを用いたプロセスのモデル化

原料採取～原材料製造～
合成

H22年度

第2期
310366 -

JP310367 製品 化学工業製品 トリメチルアミン kg 4.40E+00
化学工業社：製造工程図全集(1990）、CMC：新原油価格下の化学品コスト、上
巻

原料採取～原材料製造～
反応

H22年度

第2期
310367 -

JP310368 製品 化学工業製品 ポリテトラフルオロエチレン kg 2.03E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
テトラフルオロエチレン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
～重合

H22年度

第2期
310368 -

JP310369 製品 化学工業製品 ポリフェニレンサルファイド kg 6.83E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

p-ジクロルベンゼン等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
重縮合

H22年度

第2期
310369 -

JP310370 製品 化学工業製品 塩化コリン kg 7.33E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
トリエチルアミン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
反応～凝縮

H22年度

第2期
310370 -

JP310371 製品 化学工業製品 カプロラクタム kg 3.78E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)
シクロヘキサン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第2期
310371 -

JP310372 製品 化学工業製品 無水フタル酸 kg 3.11E+00
(独) 産業技術総合研究所(2003)

o-キシレン等を用いた生産プロセスをモデル化
原料採取～原材料製造～
酸化

H22年度

第2期
310372 -

JP310373 製品 化学工業製品 安息香酸 kg 2.33E+00
化学工業社：製造工程図全集(1990）

CMC：ファインケミカルの技術と経済性分析(1987)
トルエン等を用いた生産プロセスをモデル化

原料採取～原材料製造～
空気酸化

H22年度

第2期
310373 -

JP310374 製品 化学工業製品
ポリカーボネート,ホスゲン
法

kg 7.69E+00
環境科学学会誌, 11(2), (1998), pp.147-154
ホスゲン法によるポリカーボネート合成のデータを基にモデル化

原料採取～原材料製造～
重合

H22年度

第2期
310374 -

JP310375 製品 化学工業製品
再生パレット着色用顔料
(黒色)

kg 1.59E+00 独立行政法人産業技術総合研究所(2003)
原料採取～素材製造～混
合

H22年度

第3期
310375 -

JP310376 製品 化学工業製品 ヘリウム,ガス Nm
3 1.77E+00 ヘリウムに関する各種Web情報 原料採取～分溜

H22年度

第3期
310376 -

JP310377 製品 化学工業製品 ゼオライトA kg 3.33E+01 社団法人日本化学会,：,“第4版 実験化学講座16 無機化合物”, (1993), P.536
原料採取～原材料製造～
反応

本データは、特殊な用途を想定
しているため、一般的な用途で
の「ゼオライトＡ」のデータが必
要な場合は、事務局までお問い
合わせ下さい。

H23年度

第1期
310377
追記

-

JP310378 製品 化学工業製品 五酸化タンタル kg 5.83E+01
産業環境管理協会（レアメタル）（2009）

南博志：「タンタルの需要・供給・価格動向等」、金属資源レポート、（2008）p.665
原料採取～原材料製造～
フッ素化～ろ過・抽出～焙焼

H22年度

第3期
310378 -

JP310379 製品 化学工業製品 ふっ化タンタル酸カリウム kg 2.84E+01
産業環境管理協会（レアメタル）（2009）

南博志：「タンタルの需要・供給・価格動向等」、金属資源レポート、（2008）p.665
原料採取～原材料製造～
フッ素化～ろ過・抽出

H22年度

第3期
310379 -

JP310380 製品 化学工業製品 よう素 kg 1.58E+01 産業環境管理協会（レアメタル）（2009）
原料採取～原材料製造～ H22年度

310380 -JP310380 製品 化学工業製品 よう素 kg 1.58E+01 産業環境管理協会（レアメタル）（2009）
酸化～晶出 第3期

310380 -

JP310381 製品 化学工業製品 クロロプレンゴム kg 7.26E+00 (独) 産業技術総合研究所(2003)
原料採取～原材料製造～
塩素化・異性化・脱塩化水
素～重合

H22年度

第3期
310381 -

JP310382 製品 化学工業製品 硫酸バリウム（沈降性） kg 1.62E+00

・Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・Ullmann, 2003, Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, Vol.4,

p.428, 2003

・Everett's, 2009", Everett's web

page,http://www.mrteverett.com/Chemistry/index.asp"

・東京大学修士論文”セメント産業を中心とする廃棄物のマテリアルリサイクルシ

ステムに関する研究”pp.43-44（平成17年度）

・埼玉大学”クリンカーへの添加成分とセメントの諸物性に関する研究”（元文献：
下坂建一，田中久順：「セメントの諸物性に及ぼす酸化亜鉛の影響」，宇部三菱セ
メント研究報告，No.6，pp.1 - 9 (2005)）

原料採取～原材料製造～
還元焼成～溶液反応～濾
過分離

H23年度

第2期
- -

JP310383 製品 化学工業製品 硫化ナトリウム kg 2.35E+00

 Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth

edition, 2007

 Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

 Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

原料採取～原材料製造～
反応～濃縮

H23年度

第2期
- -

JP310384 製品 化学工業製品 硫酸マグネシウム kg 1.54E+00 ・化学工業日報社, ”15710の化学商品”, (2010), p189
原料採取～原材料製造～
化学反応

H23年度

第2期
- -

JP310385 製品 化学工業製品 第一りん酸アンモニウム kg 2.01E+00 ・化学工業日報社, ”15710の化学商品”, (2010), p198
原料採取～原材料製造～
化学反応

H23年度

第2期
- -

・化学工業社, “製造工程図全集” ,(1977)

JP310387 製品 化学工業製品 くえん酸（発酵法） kg 4.61E+00

・化学工業社, “製造工程図全集” ,(1977)

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”,

(2000)

・化学工業日報社, “15509の化学商品”,（2009）

原料採取～原材料製造～
培養

H23年度

第2期
- -
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JP310388 製品 化学工業製品 ポリジメチルシロキサン kg 2.03E+01

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・ IPPC, 2007, "Integrated Pollution Prevention and Control, Reference

document on Best Available Techniques for the Production of Speciality

Inorganic Chemicals,

2007http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/pages/Factivities.htm"

原料採取～原材料製造～
重合

H23年度

第2期
- -

JP310389 製品 化学工業製品 ステアリン酸カルシウム kg 3.69E+00 化学工業社, “増補プラスチックおよびゴム用添加剤実用便覧”, （1987）, p163
原料採取～原材料製造～
化学反応

H23年度

第2期
- -

JP311001 製品
石油製品・石

炭製品
ガソリン L 3.43E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311001 564

JP311002 製品
石油製品・石

炭製品
ナフサ L 1.50E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311002 565

JP311003 製品
石油製品・石

炭製品
ジェット燃料油 L 1.21E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311003 566

JP311004 製品
石油製品・石

炭製品
灯油 L 1.21E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311004 567

JP311005 製品
石油製品・石

炭製品
軽油 L 1.52E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311005 568

石油製品・石 財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影 原油採取～分留～石油精 H22年度
JP311006 製品

石油製品・石
炭製品

A重油 L 2.14E-01
財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311006 569

JP311007 製品
石油製品・石

炭製品
B重油 L 2.25E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311007 570

JP311008 製品
石油製品・石

炭製品
C重油 L 1.75E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311008 571

JP311009 製品
石油製品・石

炭製品
潤滑油（グリースを含む、
石油系）

L 9.50E-01

社団法人潤滑油協会ホームページ：<http://www.jalos.jp/jalos/cn/index.htm>

新日本石油：”石油便覧”（オンライン）、入手先

<http://www.eneos.co.jp/binran/part05/chapter02/section01.html>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
一般的な潤滑油製造のデータを基にモデル化

原油採取～分留～石油精
製～撹拌・混合

H22年度

第1期
311009 572

JP311010 製品
石油製品・石

炭製品
エンジンオイル L 6.36E-01

社団法人潤滑油協会HP：入手先<http://www.jalos.jp/jalos/cn/index.htm>

新日本石油,”石油便覧”（オンライン）,入手先

<http://www.eneos.co.jp/binran/part05/chapter02/section01.html>
一般的なエンジンオイル製造のデータを基にモデル化

原油採取～分留～石油精
製～撹拌・混合

H22年度

第1期
311010 573

JP311011 製品
石油製品・石

炭製品
パラフィン kg 1.27E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311011 574

JP311012 製品
石油製品・石

炭製品
アスファルト kg 6.87E-02

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311012 575

JP311013 製品
石油製品・石

炭製品
液化石油ガス（LPG） kg 5.37E-01

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製

H22年度

第1期
311013 576

JP311014 製品
石油製品・石

炭製品
石油ガス Nm

3 4.55E-01
財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原料採取～石油精製

H22年度

第1期
311014 577

JP311015 製品
石油製品・石

炭製品
潤滑油（購入した鉱・動・植
物油によるもの）

L 6.22E-01

社団法人潤滑油協会ホームページ：<http://www.jalos.jp/jalos/cn/index.htm>

新日本石油：”石油便覧”（オンライン）、入手先

<http://www.eneos.co.jp/binran/part05/chapter02/section01.html>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
一般的な潤滑油製造のデータを基にモデル化

原油採取～分留～石油精
製～撹拌・混合

H22年度

第1期
311015 578

JP311016 製品
石油製品・石

炭製品
グリース kg 1.05E+00

社団法人潤滑油協会ホームページ：
<http://www.jalos.jp/jalos/cn/index.htm>

新日本石油：”石油便覧”（オンライン）、入手先

<http://www.eneos.co.jp/binran/part05/chapter02/section01.html>
一般的なグリース製造のデータを基にモデル化

原油採取～分留～石油精
製～撹拌・混合

H22年度

第1期
311016 579

JP311017 製品
石油製品・石

炭製品
コークス kg 6.11E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年エネルギー生産・需給統計

年報”

日本エネルギー学会：「コークスノート」（2009）

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

原料採取～選鉱～乾留
H22年度

第1期
311017 580

JP311018 製品
石油製品・石

炭製品
ピッチコークス kg 1.53E+00

(独) 産業技術総合研究所(2009)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
一般的なピッチコークス製造のデータを基にモデル化

原料採取～選炭～乾留
H22年度

第1期
311018 581

JP311019 製品
石油製品・石

炭製品
アスファルト混合物,加熱 kg 2.15E-01

フリージアマクロス社：“アスファルトミキサ（TA-381 30K）の仕様書”、入手先

<http://www.freesiamacross-extruder.com/jp/asphalt_catalog-12.html>
一般的なアスファルト混合物製造のデータを基にモデル化

原油採取～分留～石油精
製～加熱・混合

H22年度

第1期
311019 582

JP311020 製品
石油製品・石

炭製品
回収いおう kg 1.81E-03

財団法人石油産業活性化センター:“石油製品油種別LCI作成と石油製品環境影

響評価調査報告書”,(2000)
原油採取～分留～石油精
製～回収

H22年度

第1期
311020 583

JP311021 製品
石油製品・石

炭製品
オイルコークス kg 4.14E-01

化学工学協会編：“化学プロセス集成”、 (1969),p.350
重油等を用いた生産プロセスをモデル化

原油採取～分留
H22年度

第1期
311021 584

JP311022 製品
石油製品・石

炭製品
アンスラセン油 kg 4.14E-01

化学工学協会編：“化学プロセス集成”、 (1969),p.350
重油等を用いた生産プロセスをモデル化

原油採取～分留
H22年度

第1期
311022 585

JP312001 製品
プラスチック製

品
合成皮革 kg 9.18E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年プラスチック製品統計年

報”,(2001)

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>(歩留まりに関

する情報)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～成
型加工

H22年度

第1期
312001 586

JP312002 製品
プラスチック製

品
軟質ポリウレタン kg 4.63E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)

ポリオールとトリレンジイソシアネート(TDI)を反応させるプロセスをモデル化。
原料採取～素材製造～軟
質ポリウレタン製造

H22年度

第1期
312002 587

JP312003 製品
プラスチック製

品
発泡ポリウレタン kg 3.77E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)
主としてポリメリックＭＤＩをイソシアネート硬化剤として用いるプロセスをモデル
化。

原料採取～素材製造～発
泡ポリウレタン製造

H22年度

第1期
312003 588

JP312004 製品
プラスチック製

品
硬質ウレタンフォーム kg 4.12E+00

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/社団法人 産業環境管理

協会：“平成１７年度成果報告書 製品等ライフサイクル 二酸化炭素排出評価実

証等技術開発 ―環境技術開発の効率的展開を目指した評価手法の開発― 製

品等に係る環境影響評価手法の開発成果報告書”, (2006), p.269-272
硬質ウレタンフォーム・スラブ発泡法の連続ワンショット法水平式を仮定

原料採取～素材製造～(樹

脂、発泡剤)～スラブ発泡工
程

H22年度

第1期
312004 589

JP312005 製品
プラスチック製

品
PSPシート kg 2.23E+00

（社）プラスチック処理促進協会「樹脂加工におけるインベントリ調査（2009-

2010）」において発泡スチレンシート工業会から提供を受けたデータ

採掘～輸入～石油精製～
原料製造～樹脂製造～シー
ト製造

【工業会提供データ】
H22年度

第3期
312005 590
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JP312006 製品
プラスチック製

品
工業用強化プラスチック製
品

kg 5.21E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年プラスチック製品統計年報”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>(歩留まりに関

する情報)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～樹脂製造～成
型加工

H22年度

第1期
312006 591

JP312010 製品
プラスチック製

品
パレットストレッチフィルム kg 2.37E+00

社団法人プラスチック処理促進協会：“樹脂加工におけるインベントリデータ調査

報告書”, –汎用樹脂加工製品を中心として-, (2000)
原料採取～樹脂製造～フィ
ルム成形

H22年度

第3期
312010 -

JP312011 製品
プラスチック製

品
フェノールフォーム kg 3.10E+00

社団法人産業環境管理協会：“平成17年度製品等ライフサイクル環境影響評価

技術開発成果報告書”、（2006）
原料採取～樹脂製造～発
泡成形

H22年度

第3期
312011 -

JP312012 製品
プラスチック製

品
再生ポリエチレン樹脂（ペ
レット），産業廃棄物由来

kg 3.88E-01

日本プラスチック有効利用組合 全日本プラスチックリサイクル工業会”再生ポリ

エチレン樹脂（ペレット）カーボンフットプリント原単位算出に関する報告書”

（2011.06）

ﾘｻｲｸﾙ準備段階処理後の
産業廃棄物由来の原材料
→粉砕→洗浄→乾燥・脱水
→混合→混練・造粒

【工業会提供データ】
原料は産業廃棄物 由来であ
り、一般廃棄物は含まない。洗
浄工程は不要な場合は含まれ
ていない。

H23年度

第1期
- -

JP312013 製品
プラスチック製

品

再生ポリプロピレン樹脂
（ペレット），産業廃棄物由
来

kg 3.39E-01

日本プラスチック有効利用組合 全日本プラスチックリサイクル工業会”再生ポリ

プロピレン樹脂（ペレット）カーボンフットプリント原単位算出に関する報告書”

（2011.06）

ﾘｻｲｸﾙ準備段階 処理後
の原材料→粉砕→洗浄→
乾燥・脱水→混合→混練・
造粒

【工業会提供データ】
原料は産業廃棄物 由来であ
り、一般廃棄物は含まない。洗
浄工程は不要な場合は含まれ
ていない。

H23年度

第1期
- -

JP312014 製品
プラスチック製

品
インフレーション成形によ
るLDPE製ごみ袋（透明）

kg 1.83E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

品 るLDPE製ごみ袋（透明）
月）

原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

第1期

JP312015 製品
プラスチック製

品

インフレーション成形によ
るHDPE製ごみ袋（半透
明）

kg 1.62E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312016 製品
プラスチック製

品
インフレーション成形によ
るLDPE製規格袋

kg 2.00E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312017 製品
プラスチック製

品
インフレーション成形によ
るHDPE製レジ袋

kg 1.63E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312018 製品
プラスチック製

品

インフレーション成形によ
るLL・LDPE製チューブ原
反

kg 2.06E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312019 製品
プラスチック製

品
インフレーション成形によ
るHDPE製チューブ原反

kg 1.85E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312020 製品
プラスチック製

品
インフレーション成形によ
るPP製チューブ原反

kg 1.83E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

プラスチック製
インフレーション成形によ 社団法人 プラスチック処理促進協会

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～ H23年度

JP312021 製品
プラスチック製

品

インフレーション成形によ
るLL・LDPE製共押出多層
フィルム原反

kg 2.06E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312022 製品
プラスチック製

品
未延伸ポリプロピレンフィ
ルム（CPPフィルム）

kg 2.14E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
312009
修正

594

JP312023 製品
プラスチック製

品
二軸延伸ポリプロピレン
フィルム（OPPフィルム）

kg 2.64E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
312008
修正

593

JP312024 製品
プラスチック製

品
ビーズ法発泡ポリスチレン
による型物成形品

kg 5.66E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312025 製品
プラスチック製

品

ポリスチレンペーパー（発
泡性）製トレー（PSPト
レー）

kg 3.34E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312026 製品
プラスチック製

品
押出成形によるハイインパ
クトPSシート（非発泡品）

kg 1.15E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312027 製品
プラスチック製

品
ハイインパクトPSシートの
成形品（非発泡品）

kg 1.61E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312028 製品
プラスチック製

品
押出成形によるPPフィ
ラーシート（非発泡品）

kg 1.99E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312029 製品
プラスチック製

品
PPフィラーシートの成形品
（非発泡品）

kg 3.64E+00
社団法人 プラスチック処理促進協会
樹脂加工におけるインベントリデータ調査報告書＜更新版＞第二版”，（2011年12
月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工

【工業会提供データ】
H23年度

第1期
- -

JP312030 製品
プラスチック製

品
ナイロンフィルム kg 6.31E+00

ナイロン６フィルムのＬＣＩ分析報告書（2009年実績ベース） 2011年６月 （分析
者：株式会社産業情報研究センター：ナイロンフィルムメーカ５社のデータ開示に
基づくもの）

資源の採掘・採取輸入～石
油精製～石油化学（原料樹
脂のモノマーおよびポリマー
の製造まで）～フィルム成形

【工業会提供データ】
資源等の輸入に伴う輸送工程と
石油精製コンビナートからの原・
燃料の輸送工程以外の輸送工
程は計算に含めていない。

H23年度

第1期
- -

JP312031 製品
プラスチック製

品
ＰＥＴボトル用プリフォーム kg 2.30E+00

ＰＥＴボトル協議会、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＰＥＴボトルのＬＣＡ分析調

査報告書（国産ＰＥＴボトルのＧＨＧ係数平均値の算出），（20１１年10月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工品（ＰＥＴボト
ル製造）

【工業会提供データ】
H23年度

第2期
- -

JP312032 製品
プラスチック製

品
ＰＥＴボトル（延伸ブローボ
トル）

kg 3.34E+00
ＰＥＴボトル協議会、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＰＥＴボトルのＬＣＡ分析調

査報告書（国産ＰＥＴボトルのＧＨＧ係数平均値の算出），（20１１年10月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工品（ＰＥＴボト
ル製造）

【工業会提供データ】
プリフォーム（ＰＥＴ）、延伸ブ
ロー成形（ＰＥＴ加工）のデータか
ら算出した。キャップ・ラベルは
計算に含めていない。

H23年度

第2期
- -

JP312033 製品
プラスチック製

品
透明な２軸延伸ＰＥＴフィル
ム

kg 3.33E+00
日本PETフィルム工業会、ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルムのLCI分析

報告書（2011年12月）

資源の採掘・採取～輸入～
原・燃料精製コンビナート～
原料モノマー・原料樹脂製
造～成形加工品

【工業会提供データ】
H23年度

第2期
- -

JP312034 製品
プラスチック製

品
プラスチック管（塩化ビニ
ル）

kg 4.15E+00

”リサイクル環境影響評価技術開発成果報告書”, (2003), p.445-446

(オリジナル：塩化ビニル環境対策協議会：”塩化ビニル樹脂加工製品のLCI デー
原料採取～樹脂製造～予
熱～加熱押出し～切断

H23年度

第2期
- -

品 ル）
タ調査報告書”、平成9年実績）

熱～加熱押出し～切断 第2期
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP312035 製品
プラスチック製

品
プラスチックタイル m

2 9.26E+00

・経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

・経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年プラスチック製品統計年

報”,(2001)

・国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>(歩留まりに関

する情報)

・経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

・経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

・経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～樹脂製造～成
型加工～包装

H23年度

第2期
- -

JP312036 製品
プラスチック製

品
アルミ蒸着プラスチックフィ
ルム

m2 8.41E-02 (独) 産業技術総合研究所(2010)
原料採取～素材製造～蒸
着～巻取り

H23年度

第2期
- -

JP313001 製品 ゴム製品 ゴムホース m 4.91E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 ゴム製品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～成
形加工

H22年度

第1期
313001 595

JP313002 製品 ゴム製品 ゴム管 m 2.42E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 ゴム製品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”
原料採取～素材製造～成
形加工

H22年度

第1期
313002 596JP313002 製品 ゴム製品 ゴム管 m 2.42E-01 経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

形加工 第1期
313002 596

JP313003 製品 ゴム製品 工業用ゴム板 kg 1.65E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 ゴム製品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～成
形加工

H22年度

第1期
313003 597

JP313004 製品 ゴム製品 医療・衛生用ゴム製品
kg-新
ゴム

9.60E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 ゴム製品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～成
形加工

H22年度

第1期
313004 598

JP313005 製品 ゴム製品
Ｖベルト（ファンベルトを含
む）

m 9.52E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 ゴム製品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～成
形加工

H22年度

第2期
313005 -

JP314001 製品
なめし革・同
製品・毛皮

中小牛甲革 kg 3.18E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314001 599

JP314002 製品
なめし革・同
製品・毛皮

牛底革（クローム底革を含
む）

kg 1.33E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314002 600

JP314003 製品
なめし革・同
製品・毛皮

牛ぬめ革（茶利革を含む） kg 1.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314003 601

なめし革・同

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
原皮採取～製革～なめし～ H22年度

JP314004 製品
なめし革・同
製品・毛皮

馬革 kg 1.76E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314004 602

JP314005 製品
なめし革・同
製品・毛皮

豚革 kg 1.36E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314005 603

JP314006 製品
なめし革・同
製品・毛皮

山羊・めん羊革 kg 1.76E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第1期
314006 604

JP314007 製品
なめし革・同
製品・毛皮

成牛甲革 kg 1.31E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 生活雑貨統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原皮採取～製革～なめし～
染色・加脂～塗装

H22年度

第2期
314007 -

告書/平成12年度実績”,(2003)
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JP315001 製品
窯業・土石製

品
普通板ガラス

2mm
換算
箱

3.82E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

板ガラス協会,“板ガラスのLCIデータの概要”,(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

天然けい砂鉱業製品製造等
～調合・溶解・成形～包装

1(2mm換算箱)=46.45(kg) とし
ている

H22年度

第1期
315001 605

JP315002 製品
窯業・土石製

品
光学ガラス素地（眼鏡用を
含む）

kg 1.47E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

朝倉書店,“ガラス工学ハンドブック”,(1999)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

天然けい砂、ソーダ灰等採
掘～調合・溶解～包装

H22年度

第1期
315002 606

JP315003 製品
窯業・土石製

品
電球類用ガラスバルブ
（管、棒を含む）

kg 1.84E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

朝倉書店,“ガラス工学ハンドブック”,(1999)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

けい砂、長石等採掘～調
合・溶解・成形～包装

H22年度

第1期
315003 607

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

JP315004 製品
窯業・土石製

品
電子管用ガラスバルブ
（管、棒を含む）

kg 1.86E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

朝倉書店,“ガラス工学ハンドブック”,(1999)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

けい砂、長石等採掘～調
合・溶解・成形～包装

H22年度

第1期
315004 608

JP315005 製品
窯業・土石製

品
ガラス管・棒・球（電気用を
除く）

kg 1.92E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

板ガラス協会,“板ガラスのLCIデータの概要”,(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

ガラスカレット、天然けい砂
鉱業製品採掘等～調合・溶
解・成形～包装

H22年度

第1期
315005 609

JP315006 製品
窯業・土石製

品
ガラス短繊維、同製品 kg 2.12E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

ガラス屑、けい砂等採取～
調合・溶解・繊維化～包装

H22年度

第1期
315006 610

JP315007 製品
窯業・土石製

品
ガラス長繊維、同製品 kg 2.40E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”
ガラス屑、けい砂等採取～
調合・溶解・繊維化～包装

H22年度

第1期
315007 611

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,（2009

第1期

JP315008 製品
窯業・土石製

品
ガラス繊維（ダイレクトロー
ビング）

kg 2.01E+00

社団法人日本航空宇宙工業会：“:複合材料のインベントリデータ構築に関する調

査報告書”, (1999)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

ガラス用けい砂、水酸化ア
ルミニウム等製造～調合・
溶解・繊維化

H22年度

第1期
315008 612

JP315009 製品
窯業・土石製

品
ガラス繊維（チョップドスト
ランドマット）

kg 2.32E+00

社団法人日本航空宇宙工業会：“:複合材料のインベントリデータ構築に関する調

査報告書”, (1999)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

ガラス用けい砂、水酸化ア
ルミニウム等製造～調合・
溶解・繊維化

H22年度

第1期
315009 613

JP315010 製品
窯業・土石製

品
照明用・信号用ガラス製品 kg 3.26E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

板ガラス協会,“板ガラスのLCIデータの概要”,(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

（けい砂等の採掘）～調合・
溶解・成形～包装

H22年度

第1期
315010 614

JP315011 製品
窯業・土石製

品
ポルトランドセメント kg 8.82E-01

社団法人 セメント協会, “セメントのLCIデータの概要”, セメント協会, (オンライン),

入手先<http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jg1i_01.pdf>

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

石灰石、粘土等採取～調
合・製造

H22年度

第1期
315011 615

JP315012 製品
窯業・土石製

品
高炉セメントB種 kg 5.22E-01

社団法人 セメント協会, “セメントのLCIデータの概要”, セメント協会, (オンライン),

入手先<http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jg1i_01.pdf>

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

石灰石、粘土等採取～調
合・製造

H22年度

第1期
315012 616

社団法人 セメント協会, “セメントのLCIデータの概要”, セメント協会, (オンライン),

JP315013 製品
窯業・土石製

品
フライアッシュセメントB種 kg 7.27E-01

, “ LCI ”, , ( ),

入手先<http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jg1i_01.pdf>

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

石灰石、粘土等採取～調
合・製造

H22年度

第1期
315013 617

JP315014 製品
窯業・土石製

品
生コンクリート m

3 3.46E+02

(独) 産業技術総合研究所（2001）、出典 生コンクリート統計四半期報

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

石灰石、粘土、砕石、山陸
砂等製造採取～調合・製造

H22年度

第1期
315014 618

JP315015 製品
窯業・土石製

品
アルミナセラミックス kg 1.99E+01

産業技術センター：“セラミック材料技術集成”<1979)

“セラミック製造プロセスⅠ～Ⅲ”、技報堂出版株式会社

東海高熱工業株式会社ホームページ<http://www.tokaikonetsu.co.jp/>
製造プロセスをモデル化し、積算

原料採取～アルミナ、バイン
ダー等製造～調合・成形・焼
成

H22年度

第1期
315015 619

JP315016 製品
窯業・土石製

品
ジルコニアセラミックス kg 1.94E+01

産業技術センター：“セラミック材料技術集成”<1979)

“セラミック製造プロセスⅠ～Ⅲ”、技報堂出版株式会社

東海高熱工業株式会社ホームページ<http://www.tokaikonetsu.co.jp/>
製造プロセスをモデル化し、積算

原料採取～ジルコニア、バ
インダー等製造～調合・成
形・焼成

H22年度

第1期
315016 620

JP315017 製品
窯業・土石製

品
窒化ケイ素セラミックス kg 4.38E+01

産業技術センター：“セラミック材料技術集成”<1979)

“セラミック製造プロセスⅠ～Ⅲ”、技報堂出版株式会社

東海高熱工業株式会社ホームページ<http://www.tokaikonetsu.co.jp/>
製造プロセスをモデル化し、積算

原料採取～窒化珪素、バイ
ンダー等～調合・成形・焼成

H22年度

第1期
315017 621

JP315018 製品
窯業・土石製

品
がい子、がい管 kg 2.91E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～アルミナ、うわ薬
等製造～調合・成形・焼成
～包装

H22年度

第1期
315018 622
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP315019 製品
窯業・土石製

品
電気用特殊陶磁器 kg 3.01E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～アルミナ、うわ薬
等製造～調合・成形・焼成
～包装

H22年度

第1期
315019 623

JP315020 製品
窯業・土石製

品
磁器製ハニカム kg 1.06E+00

(独) 産業技術総合研究所（1999）
製造プロセスをモデル化し、積算

生カオリン、タルク等採取・
製造～調合・成形・焼成

H22年度

第1期
315020 624

JP315021 製品
窯業・土石製

品
陶磁器用はい（坏）土 kg 3.79E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

朝倉書店,“無機化学ハンドブック”,(1965)

社団法人窯業協会編,“窯業工学ハンドブック”,(1966)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

石英、粘土、長石等採取～
調合・混合～包装

H22年度

第1期
315021 625

JP315022 製品
窯業・土石製

品
マグネシアクリンカ kg 3.42E+00

・ Kirk-Othmer encyclopedia of chemical processing and design, fifth edition,

2007

・ Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, 2003

・ Encyclopedia of chemical processing and design, John J. Mcketta, Marcel

Dekker Inc., 1988

・IPPC, 2007, Reference Document on Best Available Techniques

海水等採取～析出・焼成
H22年度

第1期
315022 626

for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and

Others Industry, IPPC, EU, 2007
製造プロセスをモデル化し、積算

JP315023 製品
窯業・土石製

品
人造黒鉛電極 kg 5.37E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～石油コークス、
ピッチ等製造～調合・整合

H22年度

第1期
315023 627

JP315024 製品
窯業・土石製

品
炭素繊維（PAN系） kg 2.17E+01

松井醇一、ＬＣＡセミナー資料、2001.1

松井醇一、強化プラスチックス Vol.47,No.4(2001)
原料採取～原材料製造～
焼成

H22年度

第1期
315024 628

JP315025 製品
窯業・土石製

品
炭素繊維（pitch系） kg 5.82E+00

(独) 産業技術総合研究所(2003)
炭素繊維メーカーへのヒアリングにより算出

原料採取～ピッチ等製造～
熱改質・化学処理・繊維化

H22年度

第1期
315025 629

JP315026 製品
窯業・土石製

品
シリコンカーバイド粉末 kg 1.89E+01

無機化学ハンドブック編集委員会 ,“無機化学ハンドブック”, (1965)

朝倉書店 ,“資源鉱物ハンドブック”, (1965), p.433

日本化学会,“化学便覧”, (1980), p.122

原料採取～素材製造～調
合・焼成・選別・粉砕

H22年度

第1期
315026 630

JP315027 製品
窯業・土石製

品
溶融アルミナ kg 2.85E+00

平成13年度(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構委託/社団法人産業環境

管理協会：“製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書”, (2002)
原料採取～素材製造～アル
ミナ製造～溶融

H22年度

第1期
315027 631

JP315028 製品
窯業・土石製

品
ビトリファイド研削と石（シ
リケート研削と石を含む）

kg 6.49E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～アラ
ンダム粒、カーボランダム粒
等製造～調合・成形～包装

H22年度

第1期
315028 632

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP315029 製品
窯業・土石製

品
レジノイド研削と石 kg 6.09E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年窯業・建材統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～アラ
ンダム粒、カーボランダム粒
等製造～調合・成形～包装

H22年度

第1期
315029 633

JP315030 製品
窯業・土石製

品
焼石こう kg 3.74E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

株式会社岩波書店,“理化学辞典”,(1983)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～二水石こう製造
～加熱処理～包装

H22年度

第1期
315030 634

JP315031 製品
窯業・土石製

品
生石灰 kg 1.12E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

株式会社岩波書店,“理化学辞典”,(1983)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

石灰石等原料採取～加熱
処理～包装

H22年度

第1期
315031 635

JP315032 製品
窯業・土石製

品
消石灰 kg 1.39E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

株式会社岩波書店,“理化学辞典”,(1983)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～生石灰等製造
～製品製造～包装

H22年度

第1期
315032 636

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

JP315033 製品
窯業・土石製

品
軽質炭酸カルシウム kg 2.33E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

株式会社岩波書店,“理化学辞典”,(1983)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～消石灰等製造
～反応・ろ過・乾燥・粉砕～
包装

H22年度

第1期
315033 637

JP315034 製品
窯業・土石製

品
焼成ドロマイトの製造 kg 1.21E+00

平成12年石油等消費構造統計表（経済産業省経済政策局調査統計部編）の
データをもとに算出
環境省・経済産業省,”温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.4”,

（2009）

原料採取～素材製造～焼
成～包装

H22年度

第1期
315034 638

JP315035 製品
窯業・土石製

品
けい酸カルシウム保温材 m

3 2.86E+02 (独) 産業技術総合研究所（2001）
原料採取～生石灰、シリカ、
ガラス繊維、ケイ酸ソーダ等
製造～調合・製造～包装

H22年度

第1期
315035 639

JP315036 製品
窯業・土石製

品
光ファイバ（素線） m-芯 1.30E-02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

社団法人電線総合技術センター,“電線のLCA研究”,(2003)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

けい石等採掘～精製・加工
～包装

H22年度

第2期
315036 -

JP315039 製品
窯業・土石製

品
遠心力鉄筋コンクリート管
(ヒューム管)

kg 1.87E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

石灰石、粘土等の採取～原
材料の製造～調合・製造

H22年度

第3期
315039 -

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

,“ 12 ”

JP315040 製品
窯業・土石製

品
遠心力鉄筋コンクリート柱
(ポール)

kg 1.96E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年 工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

石灰石、粘土等の採取～原
材料の製造～調合・製造

H22年度

第3期
315040 -
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公開用整理
番号
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CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP315041 製品
窯業・土石製

品
ガラスびん kg 9.93E-01

日本ガラスびん協会技術委員会"ガラス製容器ＰＣＲ改定に伴うＣＦＰ算出値の変

更報告",（2010)

原料採掘等～調合/溶解/成

形/包装～輸送
【工業会提供データ】

H23年度

第1期
- -

JP315042 製品
窯業・土石製

品
焼成耐火れんが kg 1.51E+00

平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書

ｐ275 耐火物のＬＣＩデータの概要
原料採取～製造

H23年度

第2期
- -

JP315043 製品
窯業・土石製

品
不焼成耐火れんが kg 2.53E+00

平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書p275 耐
火物のＬＣＩデータの概要

原料採取～製造
H23年度

第2期
- -

JP315044 製品
窯業・土石製

品
不定形耐火物 kg 2.81E+00

平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書ｐ275 耐
火物のＬＣＩデータの概要

原料採取～製造
H23年度

第2期
- -

JP315045 製品
窯業・土石製

品
砕石 kg 1.03E-02

社団法人産業環境管理協会:“ 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成

果報告書”,(2002)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

採石の採取～選別
H23年度

第2期
- -

JP315046 製品
窯業・土石製

品
石こうボード m2 8.60E+00

平成12年度新エネルギー・産業技術総合開発機構委託 “製品等ライフサイクル

環境影響評価技術開発成果報告書”
原料採取～製造

H23年度

第2期
- -

JP316001 製品 鉄鋼 鋳造用銑鉄（鋳銑） kg 1.18E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316001 640

JP316002 製品 鉄鋼 熱延鋼板 kg 1.59E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316002 641

H22年度
JP316003 製品 鉄鋼 冷延鋼板 kg 1.71E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)

原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316003 642

JP316004 製品 鉄鋼 ティンフリー鋼板 kg 1.89E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316004 643

JP316005 製品 鉄鋼 ティンプレート鋼板 kg 1.95E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316005 644

JP316006 製品 鉄鋼 電気亜鉛めっき鋼板 kg 1.97E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316006 645

JP316007 製品 鉄鋼 溶融亜鉛めっき鋼板 kg 2.01E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316007 646

JP316008 製品 鉄鋼 厚板 kg 1.61E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316008 647

JP316009 製品 鉄鋼 溶接鋼管 kg 1.69E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316009 648

JP316010 製品 鉄鋼 特殊鋼 kg 1.08E+00 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316010 649

JP316011 製品 鉄鋼 型鋼 kg 7.46E-01 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316011 650

JP316012 製品 鉄鋼 条鋼（鉄筋） kg 4.58E-01 社団法人日本鉄鋼連盟”鉄鋼製品のCFPの概要”(2010)
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316012 651

JP316013 製品 鉄鋼 ステンレス鋼冷延鋼板2B kg 3.45E+00 ステンレス鋼製品のLCICO2データ概要
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316013 652

JP316014 製品 鉄鋼 ステンレス鋼冷延鋼板BA kg 3.47E+00 ステンレス鋼製品のLCICO2データ概要
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316014 653

JP316015 製品 鉄鋼 ステンレス鋼熱延鋼板 kg 3.14E+00 ステンレス鋼製品のLCICO2データ概要
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316015 654

JP316016 製品 鉄鋼 ステンレス鋼棒鋼 kg 3.06E+00 ステンレス鋼製品のLCICO2データ概要
原料採取～輸送～製品製
造

【工業会提供データ】
H22年度

第1期
316016 655

JP316017 製品 鉄鋼 粗鋼 kg 1.19E+00 経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年鉄鋼統計年報”
原料採取～原料処理～高
炉製銑～転炉製鋼／電気
炉製鋼

H23年度

第2期
- -

JP316018 製品 鉄鋼 普通鋼線材 kg 1.32E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年鉄鋼統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計”

山本哲也、中川侃,第80回西山記念技術講座 鉄鋼業におけるエネルギー構造

の将来像、日本鉄鋼協会、(1982）

日本鉄鋼協会,“鉄鋼便覧”（2002）

日本工業規格(鉄鋼) ほか

原料採取～粗鋼製造～熱
間圧延

H23年度

第2期
- -

JP316019 製品 鉄鋼 普通鋼鋼管 kg 1.84E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年鉄鋼統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計”

山本哲也、中川侃：第80 回西山記念技術講座 鉄鋼業におけるエネルギー構造

の将来像、日本鉄鋼協会、(1982）

日本鉄鋼協会,“鉄鋼便覧”（2002）

日本工業規格(鉄鋼) ほか

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～粗鋼製造～熱
間圧延～鋼管製造

H23年度

第2期
- -

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年鉄鋼統計年報”

JP316020 製品 鉄鋼 特殊鋼線材 kg 1.83E+00

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年鉄鋼統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計”

山本哲也、中川侃：第80 回西山記念技術講座 鉄鋼業におけるエネルギー構造

の将来像、日本鉄鋼協会、(1982）

日本鉄鋼協会,“鉄鋼便覧”（2002）

日本工業規格(鉄鋼) ほか

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～粗鋼製造～熱
間圧延

H23年度

第2期
- -

JP316021 製品 鉄鋼 鉄粉 kg 3.76E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”
聞き取り調査。
経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

全国クラフト紙袋工業組合,“クラフト紙袋部門別出荷実績”,(2002)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～粗鋼～溶解・ア
トマイズ／還元～仕上還元
～包装

H23年度

第2期
- -

JP317002 製品 非鉄金属
酸化アルミニウム(アルミ

ナ)
kg 1.30E+00

IAI（International Aluminium Institute）."Life Cycle Assessment of Aluminium:

Inventory Data for the Worildwide Primary Aluminium Industry",(2003)

IAI（International Aluminium Institute）,"Life Cycle Assessment of Aluminium:

Inventory Data for the Primary Aluminium Industry(2005)",(2007)
実測値の世界平均

ボーキサイト採掘～アルカリ
抽出～加水分解～焼成

H22年度

第1期
317002 657

JP317003 製品 非鉄金属 水酸化アルミニウム kg 8.51E-01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

IAI（International Aluminium Institute）."Life Cycle Assessment of Aluminium:

Inventory Data for the Worildwide Primary Aluminium Industry",(2003)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

ボーキサイト採掘～アルカリ
抽出～加水分解

H22年度

第1期
317003 658
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP317004 製品 非鉄金属
アルミニウム地金（日本輸
入)

kg 9.22E+00

アルミニウム協会：「わが国の輸入アルミニウム新地金のインベントリ」（2009

URL: http://www.aluminum.or.jp/

IAI(国際アルミニウム協会)：Worldwide Aluminium Industry with regard to

Energy Consumption and Emissions of Greenhouse Gases"", Paper 1-

Automotive (2000)

IAI：""Life Cycle Assessment of Aluminium: Inventory Data for the World

wide Primary Aluminium Industry"", (2003)

IAI：""Life Cycle Assessment of Aluminium: Inventory Data for the Primary

Aluminium Industry"", (2007)
日本の輸入実態に即して算出

ボーキサイト採掘～アルミナ
製造～溶融塩電解～海上
輸送

H22年度

第1期
317004 659

JP317005 製品 非鉄金属 高純度アルミニウム地金 kg 1.32E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

軽金属協会,“アルミニウム技術便覧”,（1996）

ボーキサイト採掘～アルミナ
製造～アルミニウム製造～
輸送～高純度化精錬

H22年度

第1期
317005 660

JP317006 製品 非鉄金属 電気鉛 kg 2.10E+00 成田暢彦,匂坂正幸,稲葉敦,“国内生産鉛のインベントリ分析“,(2000)
鉛鉱石採掘～原料処理～
乾式製錬～電解

H22年度

第1期
317006 661

JP317007 製品 非鉄金属 金属シリコン kg 1.12E+01
科学技術庁資源調査所：“ファインセラミックス材料資源の利用と供給に関する調

査報告書”,資料第159号(1988)
原料採取～原料処理～炭
素還元

H22年度

第1期
317007 662

JP317008 製品 非鉄金属 金属リチウム kg 8.23E+01

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
製造プロセスをモデル化

原料採取～塩化リチウム製
造～溶融塩電解～真空蒸
留

H22年度

第1期
317008 663

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

JP317009 製品 非鉄金属 金属バナジウム kg 1.07E+01

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
文献等より、製造プロセスをモデル化し、作成

原料採取～原料処理～五
酸化バナジウム製造～テル
ミット還元～電子ビーム溶解

H22年度

第1期
317009 664

JP317010 製品 非鉄金属
金属モリブデン(焼結ビレッ

ト)
kg 9.08E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会編,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会資源経済部門委員会/東京大学生産技術研究所編,“世界鉱物資

源データブック”,オーム社（2006）
文献等より、製造プロセスをモデル化し、作成

原料採取～金属モリブデン
粉末製造～高温焼結

H22年度

第1期
317010 665

JP317011 製品 非鉄金属 酸化プラセオジム kg 5.26E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

隈元純二,”希土類鉱物の浮遊性に関する基礎的研究”,博士論文,（1996）
希土類金属製錬における抽出・分離プロセスをモデル化し、製造工程に沿って積
算して作成

原料採取～原料処理～塩
化希土製造～溶媒抽出

H22年度

第1期
317011 666

JP317012 製品 非鉄金属 酸化ネオジム kg 7.44E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

隈元純二,”希土類鉱物の浮遊性に関する基礎的研究”,博士論文,（1996）
希土類金属製錬における抽出・分離プロセスをモデル化し、製造工程に沿って積
算して作成

原料採取～原料処理～塩
化希土製造～溶媒抽出

H22年度

第1期
317012 667

JP317013 製品 非鉄金属 酸化ランタン kg 5.12E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

隈元純二,”希土類鉱物の浮遊性に関する基礎的研究”,博士論文,（1996）
希土類金属製錬における抽出・分離プロセスをモデル化し、製造工程に沿って積
算して作成

原料採取～原料処理～塩
化希土製造～溶媒抽出

H22年度

第1期
317013 668

JP317014 製品 非鉄金属 酸化サマリウム kg 8.36E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

隈元純二,”希土類鉱物の浮遊性に関する基礎的研究”,博士論文,（1996）
希土類金属製錬における抽出・分離プロセスをモデル化し、製造工程に沿って積
算して作成

原料採取～原料処理～塩
化希土製造～溶媒抽出

H22年度

第1期
317014 669

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

JP317015 製品 非鉄金属 酸化ガドリニウム kg 9.50E+00

2008

隈元純二,”希土類鉱物の浮遊性に関する基礎的研究”,博士論文,（1996）
希土類金属製錬における抽出・分離プロセスをモデル化し、製造工程に沿って積
算して作成

原料採取～原料処理～塩
化希土製造～溶媒抽出

H22年度

第1期
317015 670

JP317016 製品 非鉄金属 電気ビスマス kg 2.32E+01

(独) 産業技術総合研究所(2005)

平城智博,三上良清,"契島製錬所における最近のスライム処理操業",資源と素

材,114（1998）No.5,p.305
銅製錬ダストからの有価金属回収プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して
作成

乾式銅製錬ダストの浸出処
理～鉛電解～鉛スライム処
理～電解

H22年度

第1期
317016 671

JP317017 製品 非鉄金属 金属チタン kg 1.02E+01

（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）

福山尚志,小泉昌明,花木道夫,小瀬村晋,"東邦チタニウムのスポンジチタンとイン

ゴットの製造",資源と素材,Vol.109（1993）,p.1157

守屋惇郎,金井章,"住友シチックスのチタン製造",資源と素材,Vol.109

（1993）,p.1064
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

ルチル／イルメナイト採取～
酸化チタン製造～塩素化～
マグネシウム還元

H22年度

第1期
317017 672

JP317018 製品 非鉄金属 金属クロム kg 1.09E+01
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

クロム鉱石採掘～素材製造
～（クロム鉱石・精鉱）～炭
素還元～溶解～除鉄～電
解採取

H22年度

第1期
317018 673

JP317019 製品 非鉄金属 金属マンガン kg 5.09E+00
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

マンガン鉱石採掘～原料処
理～還元ばい焼～浸出～
電解採取

H22年度

第1期
317019 674

JP317020 製品 非鉄金属 電気コバルト,MCLE法 kg 1.88E+01

社団法人産業環境管理協会調査(非鉄金属)

石川幸男,牧野進,「別子事業所におけるニッケル・コバルト精錬」,“資源と素材”,

Vol.109, (1993), p.1072

S.Makino,"Operation of the MCLE (Matte Chloride Leach Electrowinning)

plant for nickel refining at Sumitomo Metal Mining Co.Ltd.",EPD Congress,

(1996),p.297

JOGMEC資料,「コーラルベイニッケルプロジェクト」,（2005）

原料採取～原材料製造～
湿式製錬

H22年度

第3期
317020 675

JOGMEC資料,「コーラルベイニッケルプロジェクト」,（2005）

JP317021 製品 非鉄金属 金属ガリウム kg 3.61E+02

（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）

阿部秀来：日本鉱業会誌,93(1977),p.323

真栄城勇：日本鉱業会誌,90(1974)p.467
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

亜鉛製錬残さの浸出～溶媒
抽出～電解採取

H22年度

第1期
317021 676

JP317022 製品 非鉄金属 金属ナトリウム kg 6.85E+00
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

原料採取～工業塩製造～
溶解精製～溶融塩電解

H22年度

第1期
317022 677

JP317023 製品 非鉄金属 金属マグネシウム kg 2.76E+01
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

海水の濃縮～反応・中和～
溶融塩電解

H22年度

第1期
317023 678

JP317024 製品 非鉄金属 金属ジルコニウム kg 2.99E+01
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

ジルコンサンド採取～～ア
ルカリ溶融～溶媒抽出～塩
化～Mg還元

H22年度

第1期
317024 679

JP317025 製品 非鉄金属 金属カドミウム kg 5.20E+00
（独）物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：金属元素の精錬・精製段
階における環境負荷算定に関する調査、（2003）
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

亜鉛製錬ダストのばい焼～
浸出～浄液～置換還元～
溶解・蒸留

H22年度

第1期
317025 680

JP317026 製品 非鉄金属 電気錫 kg 1.97E+00

斎藤英臣,石見幸二,"生野製作所における錫製錬",資源と素材、

109(1993)No.12,p.1069-1071。
物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター：「金属元素の製錬・生成段階に
おける環境負荷算定に関する調査」、(2003)
操業例をモデル化し、積算して作成

錫滓のばい焼～溶錬～電
解

H22年度

第1期
317026 681

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”
原料採取～素材製造～溶 H22年度

JP317027 製品 非鉄金属 はんだ、減摩合金 kg 5.17E-01 経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～溶
解・精錬・鋳造

H22年度

第1期
317027 682
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JP317028 製品 非鉄金属 亜鉛再生地金、亜鉛合金 kg 1.59E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

亜鉛スクラップ、亜鉛地金、
合金材等の溶解・精錬・鋳
造

H22年度

第1期
317028 683

JP317029 製品 非鉄金属
アルミニウム再生地金、ア
ルミニウム合金

kg 3.13E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

アルミニウムスクラップ、ア
ルミニウム地金、合金材等
の溶解・精錬・鋳造

H22年度

第1期
317029 684

JP317030 製品 非鉄金属 銅伸銅品 kg 2.75E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～電気銅製造～
溶解～圧延・押出

H22年度

第1期
317030 685

JP317031 製品 非鉄金属 黄銅伸銅品 kg 1.36E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～電気銅製造／
亜鉛製造～溶解～圧延・押
出

H22年度

第1期
317031 686

JP317032 製品 非鉄金属 青銅伸銅品 kg 2.07E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

原料採取～電気銅製造／
錫製造～溶解～圧延・押出

H22年度

第1期
317032 687

:“

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP317033 製品 非鉄金属 アルミニウム板材,箔地用 kg 1.03E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006) ; http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317033 688

JP317034 製品 非鉄金属
アルミニウム板材,印刷板
用

kg 1.06E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006) ； http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317034 689

JP317035 製品 非鉄金属 アルミニウム板材,建材用 kg 1.02E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006) ; http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317035 690

JP317036 製品 非鉄金属 アルミニウム板材,フィン用 kg 9.84E+00

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～表面処理～梱包

H22年度

第1期
317036 691

JP317037 製品 非鉄金属 アルミニウム板材,汎用 kg 1.00E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317037 692

JP317038 製品 非鉄金属
アルミニウム板材,自動車

パネル用(5000系)
kg 1.00E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317038 693

Products”,(2002), p.219-222. 整～梱包

JP317039 製品 非鉄金属
アルミニウム板材,自動車

パネル用(6000系)
kg 1.10E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム板材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～仕上精
整～梱包

H22年度

第1期
317039 694

JP317040 製品 非鉄金属
アルミニウム形材,熱交多
穴用

kg 8.13E+00

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押出
～仕上精整～梱包

H22年度

第1期
317040 695

JP317041 製品 非鉄金属 アルミニウム形材,大型 kg 1.02E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押出
～仕上精整～梱包

H22年度

第1期
317041 696

JP317042 製品 非鉄金属 アルミニウム形材,小型 kg 9.55E+00

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押出
～仕上精整～梱包

H22年度

第1期
317042 697

JP317043 製品 非鉄金属 アルミニウム棒材 kg 1.12E+01

社団法人 アルミニウム協会,“各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～

アルミニウム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,“Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”, (2002) ,pp.219-222

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押出
～仕上精整～梱包

H22年度

第1期
317043 698

JP317044 製品 非鉄金属 アルミニウム管材 kg 1.04E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押
出・（引抜）～仕上精整～梱
包

H22年度

第1期
317044 699

Products”,(2002), p.219-222. 包

JP317045 製品 非鉄金属 アルミニウムリム材 kg 1.13E+01

アルミニウム協会,”各種アルミニウム圧延製品のLCIデータの概要～アルミニウ

ム押出材～”,(2006); http://www.aluminum.or.jp/

Proc. Int. Conf. on EcoBalance,”Life Cycle Inventory of Wrought Aluminum

Products”,(2002), p.219-222.

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～押出
～仕上精整～梱包

H22年度

第1期
317045 700

JP317046 製品 非鉄金属 アルミニウムはく kg 1.17E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

ボーキサイト採掘～アルミ地
金製造～溶解・鋳造～熱間
圧延～冷間圧延～箔圧延

H22年度

第1期
317046 701

JP317047 製品 非鉄金属 銅荒引線 kg 2.35E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～電気銅製造～
溶解・鋳造

H22年度

第1期
317047 702

JP317048 製品 非鉄金属 銅裸線 kg 2.72E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～電気銅製造～
銅荒引線製造～伸線加工

H22年度

第1期
317048 703

JP317049 製品 非鉄金属 銅被覆線
kg-導
体

6.29E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～伸
線～被覆

H22年度

第1期
317049 704

JP317050 製品 非鉄金属 巻線
kg-導
体

4.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～伸
線～被覆

H22年度

第1期
317050 705
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JP317051 製品 非鉄金属 電力ケーブル
kg-導
体

5.20E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～伸
線～被覆

H22年度

第1期
317051 706

JP317052 製品 非鉄金属 通信ケーブル
kg-導
体

6.62E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～伸
線～被覆

H22年度

第1期
317052 707

JP317053 製品 非鉄金属 アルミニウム荒引線 kg 9.22E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～アルミニウム地
金製造～溶解・鋳造

H22年度

第1期
317053 708

JP317054 製品 非鉄金属
アルミニウム線（アルミニ
ウム荒引線を除く）

kg-導
体

1.15E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～伸
線（～被覆）

H22年度

第1期
317054 709

JP317055 製品 非鉄金属
光ファイバコード（心線を
含む）

m-芯 2.16E-02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
原料採取～素材製造～（光
ファイバー心線、被覆材）～

H22年度

第1期
317055 710JP317055 製品 非鉄金属

含む）
m-芯 2.16E-02 経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

ファイバー心線、被覆材）～
コード被覆加工

第1期
317055 710

JP317056 製品 非鉄金属
光ファイバケーブル（複合
ケーブルを含む）

m-芯 2.26E-02

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～複
合ファイバー加工

H22年度

第1期
317056 711

JP317057 製品 非鉄金属 銅・銅合金鋳物 kg 2.36E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成15年鉄鋼・非鉄金属・金属製

品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～電気銅・合金材
製造～溶解～鋳造

H22年度

第1期
317057 712

JP317058 製品 非鉄金属
アルミニウム・アルミニウ
ム合金鋳物

kg 4.88E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成15年鉄鋼・非鉄金属・金属製

品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～アルミニウム地
金・合金材製造～溶解～鋳
造

H22年度

第1期
317058 713

JP317059 製品 非鉄金属
アルミニウム・アルミニウ
ム合金ダイカスト

kg 4.07E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成15年鉄鋼・非鉄金属・金属製

品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

原料採取～素材製造～（ア
ルミニウム合金地金）～溶
解～ダイカスト鋳造

H22年度

第1期
317059 714

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

解～ダイカスト鋳造

JP317060 製品 非鉄金属 亜鉛ダイカスト kg 3.69E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部編,“平成15年鉄鋼・非鉄金属・金属製

品統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

(財)素形材センター,“素形材LCAのインベントリデータベース構築に関するう調査

報告書”,（2003）

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～亜鉛合金地金
製造～溶解～ダイカスト鋳
造

H22年度

第1期
317060 715

JP317061 製品 非鉄金属 非鉄金属鍛造品 kg 1.23E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

総務省,“平成12年（2000年）産業連関表”, (2004)

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～非鉄金属・合金
製造～溶解・鋳造～鍛造

H22年度

第1期
317061 716

JP317062 製品 非鉄金属 銅・銅合金粉 kg 7.95E+00

(独) 産業技術総合研究所(2009)

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
メーカーカタログおよび聞き取りにより作成

原料採取～電気銅製造／
銅スクラップ～溶解・アトマイ
ズ／電解

H22年度

第1期
317062 717

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

JP317063 製品 非鉄金属
アルミニウム・アルミニウ
ム合金粉

kg 1.06E+01

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
聞き取り調査
経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
原材料は聞き取りにより推定

原料採取～アルミニウム地
金製造／箔スクラップ～溶
解～アトマイズ／粉砕

H22年度

第1期
317063 718

JP317064 製品 非鉄金属 金属モリブデン粉末 kg 5.14E+00

産業環境管理協会（レアメタル）（2008）

日本金属学会,“金属便覧改訂４版”

資源・素材学会/東京大学生産技術研究所,“世界鉱物資源データブック”,オーム
社
製造プロセスをモデル化し、工程に沿って積算して作成

輝水鉛鉱の採掘～ばい焼
～抽出～か焼～水素還元

H22年度

第1期
317064 719

JP317066 製品 非鉄金属 金地金 kg 2.80E+01

(独) 産業技術総合研究所(2005)

阿島俊一,"直島製錬所における貴金属製錬",資源と素材,Vol.109

（1993）,p.1048
銅製錬スライムからの一般的な製造法について、聞き取り、文献情報、モデルを
もとに算出

原料採取～原料処理～銅
製錬～銅電解～乾式／湿
式スライム処理～電解

H22年度

第2期
317066 -

JP317067 製品 非鉄金属 金属セレン kg 2.62E+01

(独) 産業技術総合研究所(2005)

虎岩明徳,安部吉史,”銅澱物湿式処理技術の確立”,資源と素材,116（2000）

No.6,p.484

臼杵,”セレン沈殿操業の合理化”日本鉱業会誌,Vol.88（1972）No.1011,p.309

波多野和浩,斎藤勝義,吉村昭,"銅澱物湿式処理におけるセレン製造工程につい

て",資源と素材,119（2003）,p.263
電気銅製造時の銅スライムからの有価金属製錬プロセスをモデル化し、工程に
沿って積算

原料採取～原料処理～銅
製錬～銅電解～スライム処
理～精製（乾式／湿式）

H22年度

第2期
317067 -

JP317068 製品 非鉄金属 金属テルル kg 2.86E+01

(独) 産業技術総合研究所(2005)

虎岩明徳,安部吉史,”銅澱物湿式処理技術の確立”,資源と素材,116（2000）

No.6,p.484
電気銅製造時の銅スライムからの有価金属製錬プロセスをモデル化し、工程に
沿って積算

原料採取～原料処理～銅
製錬～銅電解～スライム処
理～精製（乾式／湿式）

H22年度

第2期
317068 -

沿って積算
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GHG排出
量[kg-

CO2e/単
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【旧ver.2】
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理番号

JP317069 製品 非鉄金属 白金 kg 5.94E+02

(独) 産業技術総合研究所(2005)

阿島俊一,"直島製錬所における貴金属製錬",資源と素材,Vol.109

（1993）,p.1048

Wichers,E.,"Purification of the six pllatinum metals", Technical publication,

AIME, No.87,(1928)
電気銅製造時の銅スライムからの有価金属製錬プロセスをモデル化し、工程に
沿って積算

原料採取～原料処理～銅
製錬～銅電解～スライム処
理～精製（乾式／湿式）

H22年度

第2期
317069 -

JP317070 製品 非鉄金属 電気銀 kg 2.68E+01

産業技術総合研究所（2005）

阿島俊一,"直島製錬所における貴金属製錬",資源と素材,Vol.109

（1993）,p.1048
銅製錬スライムからの一般的な製造法について、聞き取り、文献情報、モデルを
もとに算出

資源採取～銅製錬～銅電
解～銅スライム処理～電解

H22年度

第2期
317070 -

JP317071 製品 非鉄金属 金属タンタル,インゴット kg 7.24E+01
産業環境管理協会（レアメタル）(2009)

南博志：“金属資源レポート「タンタルの需要・供給・価格動向等」”, （2008）p.665
原料採取～原材料製造～
還元～溶解～（インゴット）

H22年度

第3期
317071 -

JP317072 製品 非鉄金属 金属ニオブ kg 2.27E+01
産業環境管理協会（レアメタル）(2009)

南博志：“金属資源レポート「タンタルの需要・供給・価格動向等」”, （2008）p.665
原料採取～選鉱～抽出～
還元～溶解～（金属ニオブ）

H22年度

第3期
317072 -

JP317073 製品 非鉄金属 電気ニッケル,MCLE法 kg 7.98E+00

社団法人産業環境管理協会調査(非鉄金属)

石川幸男,牧野進,「別子事業所におけるニッケル・コバルト精錬」,“資源と素材”,

Vol.109, (1993), p.1072

S.Makino,"Operation of the MCLE (Matte Chloride Leach Electrowinning)

plant for nickel refining at Sumitomo Metal Mining Co.Ltd.",EPD Congress,

(1996),p.297

JOGMEC資料,「コーラルベイニッケルプロジェクト」,（2005）

原料採取～原材料製造～
湿式製錬

H22年度

第3期
317073 -

JP317074 製品 非鉄金属 高純度金属ひ素,6N kg 2.83E+01
社団法人産業環境管理協会調査(非鉄金属)

関口宏、三角孝、俣田信次、石黒三郎：“資源と素材, vol109,（1993）,p.1140-

1145

原料採取～乾式製錬（昇
華・精製・塩素化・還元）

H22年度

第3期
317074 -

原料採取～原材料製造～ H22年度
JP317075 製品 非鉄金属 モリブデン展伸材 kg 9.64E+00 独立行政法人産業技術総合研究所(2009)

原料採取～原材料製造～
～熱間加工～冷間加工

H22年度

第3期
317075 -

JP317076 製品 非鉄金属 チタン展伸材 kg 1.32E+01

独立行政法人産業技術総合研究所(2009)

草道英武、井関順吉, “日本のチタン産業とその新技術”, アグネ技術センター,

（1996） ほか

原料採取～原材料製造～
溶解～熱間加工～冷間加
工

H22年度

第3期
317076 -

JP317077 製品 非鉄金属 電気銅 kg 3.67E+00
日本鉱業協会データ
環境自主行動計画報告書（経産省向け）
ＪＯＧＭＥＣデータ

採鉱・選鉱～輸送～製錬 【工業会提供データ】
H23年度

第2期
- -

JP317078 製品 非鉄金属 電気亜鉛 kg 3.89E+00
日本鉱業協会データ
製錬所実績データ

採鉱・選鉱～輸送～製錬 【工業会提供データ】
H23年度

第2期
- -

JP317079 製品 非鉄金属 蒸留亜鉛 kg 8.35E+00
日本鉱業協会データ
製錬所実績データ

採鉱・選鉱～輸送～製錬 【工業会提供データ】
H23年度

第2期
- -

JP317080 製品 非鉄金属 亜鉛（国内平均） kg 5.16E+00
日本鉱業協会データ
製錬所実績データ

採鉱・選鉱～輸送～製錬
【工業会提供データ】
「電気亜鉛」と「蒸留亜鉛」の国
内平均値

H23年度

第2期
- -

JP318001 製品 金属製品 １８リットル缶 kg 2.54E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

鉄鋼統計専門委員会,“鉄鋼統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“鉄鋼統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～製
缶加工～包装

H22年度

第1期
318001 720

JP318002 製品 金属製品 食缶（缶詰用缶） kg 2.73E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

鉄鋼統計専門委員会,“鉄鋼統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“鉄鋼統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”
原料採取～素材製造～製
缶加工～包装

H22年度

第1期
318002 721JP318002 製品 金属製品 食缶（缶詰用缶） kg 2.73E+00 経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

缶加工～包装 第1期
318002 721

JP318003 製品 金属製品 金属製管継手 個 5.96E-01

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年（2000年）機械統計年報”

社団法人日本鉄鋼連盟鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年)鉄鋼統計要

覧”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年度（2000年)アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)
入手先
<http://www.jogmec.go.jp/mric_web/jouhou/material_flow_frame.html>

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～加
工～包装

H22年度

第1期
318003 722

JP318004 製品 金属製品 ボルト、ナット kg 2.19E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～加
工～包装

H22年度

第1期
318004 723

JP318005 製品 金属製品 リベット kg 2.27E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～加
工～包装

H22年度

第1期
318005 724

JP318006 製品 金属製品 木ねじ、小ねじ、押しねじ kg 2.23E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～加
工～包装

H22年度

第1期
318006 725

JP318007 製品 金属製品 かさね板ばね kg 2.68E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ば
ね加工～包装

H22年度

第1期
318007 726
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JP318008 製品 金属製品 つるまきばね kg 2.80E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ば
ね加工～包装

H22年度

第1期
318008 727

JP318009 製品 金属製品 線ばね kg 3.14E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～ば
ね加工～包装

H22年度

第1期
318009 728

JP318010 製品 金属製品 うす板ばね kg 2.83E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年工業統計表”

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

原料採取～素材製造～ば
ね加工～包装

H22年度

第1期
318010 729

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

JP319001 製品 一般機械器具 汎用ポンプ,5.5kW 台 3.13E+02
社団法人日本産業機械工業会：“産業機械製品のＬＣＩデータの概要”, (2003) 原料採取～素材製造～部

品製造～汎用ポンプ製造
H22年度

第1期
319001 730

JP319002 製品 一般機械器具 汎用送風機,2.2kW 台 3.36E+02
社団法人日本産業機械工業会：“産業機械製品のＬＣＩデータの概要”, (2003) 原料採取～素材製造～部

品製造～汎用送風機製造
H22年度

第1期
319002 731

JP319003 製品 一般機械器具 プレス用金型 kg 3.60E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年 工業統計表”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第1期
319003 732

JP319004 製品 一般機械器具 鍛造用金型 kg 4.40E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年 工業統計表”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第1期
319004 733

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年 工業統計表”

JP319005 製品 一般機械器具
鋳造用金型（ダイカスト用
を含む）

kg 5.16E+00

,“ 12 ”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第1期
319005 734

JP319006 製品 一般機械器具 プラスチック用金型 kg 6.10E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年 工業統計表”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第1期
319006 735

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)
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JP319007 製品 一般機械器具 ゴム・ガラス用金型 kg 5.06E+00

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年 工業統計表”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第1期
319007 736

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年石油等消費構造統計表”

経済産業省 経済産業政策局 調査統計部,“平成12年（2000年）鉄鋼統計年報”

鉄鋼統計専門委員会,“平成12年（2000年）鉄鋼統計要覧”

財団法人素形材センター,“平成12年（2000年）素形材年鑑”

社団法人日本アルミニウム協会,“平成12年（2000年）アルミニウム統計年報”

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構,“鉱物資源マテリアル・フ

ロー”,(2001)

JP319008 製品 一般機械器具 ローラチェーン m 2.60E+00

ロー”,(2001)

経済産業省経済産業政策局調査統計部,“平成12年資源統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年（2000年）機械統計年報”

経済産業省経済産業政策局調査統計部編,“平成12年工業統計表”

国立環境研究所,“合成樹脂のマクロフローに関する調査”,(2003)

入手先<http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html>

日本プラスチック工業連盟,“プラスチック販売実績数量（確定値）”,(2000)

入手先<http://www.jpif.gr.jp/cgi-

bin/kaiin_access/login_chk/index2.cgi?pg=y_seihin_c>

プラスチック処理促進協会,“プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分

の状況”,(2000)

プラスチック再資源化フロー図,入手先

<http://www2.pwmi.or.jp/siryo/flow/flow_pdf/flow2000.pdf>

経済産業省,“平成12年プラスチック製品統計年報”

経済産業省,“平成12年紙・パルプ統計年報”

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部:“産業廃棄物排出・処理状況調査報

告書/平成12年度実績”,(2003)

原料採取～素材製造～部
品製造～加工・組立～包装

H22年度

第2期
319008 -

JP321001 製品 ガス業 都市ガス13A Nm
3 7.40E-01

日本ガス協会,“ガス事業便覧 平成17年版”, (2005)

資源エネルギー庁,“平成17年度 ガス事業生産動態統計調査”,(オンライン), 入

手先<http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/gasu/index.html>

原料採取～素材製造～燃
料供給

H22年度

第1期
321001 737

JP323001 製品 水道業 上水道 m
3 3.48E-01

8地域（東京都、京都府、札幌市、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、北九州
市）の水道局・企業局の環境報告書など

取水～浄水～給水
H22年度

第1期
323001 738

JP323002 製品 水道業 工業用水道 m
3 1.18E-01 3地域からのヒアリング（川崎市、佐賀県東部、北勢（四日市市）） 取水～浄水～給水

H22年度

第1期
323002 739

JP329001 製品
電子部品・電
子デバイス

薄膜角形チップ固定抵抗
器_1005

個 8.32E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.632mg

H22年度

第2期
329001 -

JP329002 製品
電子部品・電
子デバイス

薄膜角形チップ固定抵抗
器_1608

個 2.32E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 2.089mg

H22年度

第2期
329002 -

JP329003 製品
電子部品・電
子デバイス

薄膜角形チップ固定抵抗
器_2012

個 4.60E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 4.724mg

H22年度

第2期
329003 -

JP329004 製品
電子部品・電
子デバイス

積層セラミックコンデンサ

0603
個 8.97E-05

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.326mg

H22年度

第2期
329004 -

JP329005 製品
電子部品・電
子デバイス

積層セラミックコンデンサ

1005
個 4.15E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.507mg

H22年度

第2期
329005 -

JP329006 製品
電子部品・電
子デバイス

積層セラミックコンデンサ

1608
個 1.70E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 6.173mg

H22年度

第2期
329006 -

JP329007 製品
電子部品・電
子デバイス

積層セラミックコンデンサ

2012
個 5.19E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 18.84mg

H22年度

第2期
329007 -

JP329008 製品
電子部品・電
子デバイス

積層セラミックコンデンサ

3216
個 1.36E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 49.387mg

H22年度

第2期
329008 -

JP329009 製品
電子部品・電
子デバイス

積層インダクタ 0603 個 4.97E-05

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.264mg

H22年度

第2期
329009 -

JP329010 製品
電子部品・電
子デバイス

積層インダクタ 1005 個 2.30E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.221mg

H22年度

第2期
329010 -

JP329011 製品
電子部品・電
子デバイス

積層インダクタ 1608 個 9.42E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 5.000mg

H22年度

第2期
329011 -

JP329012 製品
電子部品・電
子デバイス

積層インダクタ 2012 個 2.87E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 14.063mg

H22年度

第2期
329012 -

JP329013 製品
電子部品・電
子デバイス

積層インダクタ 3216 個 7.54E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 40.000mg

H22年度

第2期
329013 -

JP329014 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器
0603

個 3.10E-05

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.157mg

H22年度

第2期
329014 -

JP329015 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

1005
個 8.80E-05

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.703mg

H22年度

第2期
329015 -

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

JP329016 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

1608
個 2.40E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 2.04mg

H22年度

第2期
329016 -
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP329017 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

2012
個 4.83E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 4.55mg

H22年度

第2期
329017 -

JP329018 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

3216
個 9.90E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 9.52mg

H22年度

第2期
329018 -

JP329019 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

3225
個 1.59E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 15.9mg

H22年度

第2期
329019 -

JP329020 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

5025
個 2.51E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 25.4mg

H22年度

第2期
329020 -

JP329021 製品
電子部品・電
子デバイス

角形チップ固定抵抗器

6432
個 4.01E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 40.7mg

H22年度

第2期
329021 -

JP329022 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凹1616（2素子）
個 5.70E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 5.049mg

H22年度

第2期
329022 -

JP329023 製品
電子部品・電 チップネットワーク抵抗器

個 1.14E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製 【工業会提供データ】 H22年度

329023 -JP329023 製品
電子部品・電
子デバイス _凹3216（4素子）

個 1.14E-03 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造 製品重量 10.086mg

H22

第2期
329023 -

JP329024 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凹3216（8素子10端子）
個 2.05E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 9.687mg

H22年度

第2期
329024 -

JP329025 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凹4021（8素子10端子）
個 3.31E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 16.471mg

H22年度

第2期
329025 -

JP329026 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凹5020（4素子）
個 4.91E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 24.893mg

H22年度

第2期
329026 -

JP329027 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凹6431（8素子10端子）
個 7.89E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 39.685mg

H22年度

第2期
329027 -

JP329028 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸0806（2素子）
個 4.36E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.544mg

H22年度

第2期
329028 -

JP329029 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸1010（2素子）
個 5.91E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.065mg

H22年度

第2期
329029 -

JP329030 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸1616（2素子）
個 1.19E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 3.837mg

H22年度

第2期
329030 -JP329030 製品

子デバイス _凸1616（2素子）
個 1.19E-03 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>
品製造 製品重量 3.837mg 第2期

329030 -

JP329031 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸2010（4素子）
個 8.90E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 2.019mg

H22年度

第2期
329031 -

JP329032 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸3216（4素子）
個 2.06E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 7.297mg

H22年度

第2期
329032 -

JP329033 製品
電子部品・電
子デバイス

チップネットワーク抵抗器

_凸3816（8素子）
個 2.32E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 8.603mg

H22年度

第2期
329033 -

JP329034 製品
電子部品・電
子デバイス

Ｎｄ系希土類磁石 kg 1.37E+01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1kg

H22年度

第2期
329034 -

JP329035 製品
電子部品・電
子デバイス

Ｓｍ系希土類磁石 kg 7.33E+01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1kg

H22年度

第2期
329035 -

JP329036 製品
電子部品・電
子デバイス

ソフトフェライト kg 1.16E+01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1kg

H22年度

第2期
329036 -

JP329037 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライト磁石 kg 4.22E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1kg

H22年度

第2期
329037 -

子デバイス
<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

品製造 製品重量 1kg 第2期

JP329038 製品
電子部品・電
子デバイス

スイッチング電源_15W 個 2.09E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 137g

H22年度

第2期
329038 -

JP329039 製品
電子部品・電
子デバイス

スイッチング電源_30W 個 2.03E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 149g

H22年度

第2期
329039 -

JP329040 製品
電子部品・電
子デバイス

スイッチング電源_100W 個 3.50E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 343g

H22年度

第2期
329040 -

JP329041 製品
電子部品・電
子デバイス

積層誘電体フィルタ_1005 個 1.01E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.28mg

H22年度

第2期
329041 -

JP329042 製品
電子部品・電
子デバイス

積層誘電体フィルタ_1608 個 2.57E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 3.28mg

H22年度

第2期
329042 -

JP329043 製品
電子部品・電
子デバイス

積層誘電体フィルタ_2125 個 1.01E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 12.8mg

H22年度

第2期
329043 -

JP329044 製品
電子部品・電
子デバイス

積層誘電体フィルタ_2520 個 2.01E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 25.7mg

H22年度

第2期
329044 -

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

JP329045 製品
電子部品・電
子デバイス

積層誘電体フィルタ_3216 個 2.67E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 34.1mg

H22年度

第2期
329045 -
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP329046 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライトコアトランス
_EE16

個 8.05E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 9.98g

H22年度

第2期
329046 -

JP329047 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライトコアトランス
_EER28

個 5.06E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 51.375g

H22年度

第2期
329047 -

JP329048 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライトコアトランス
_EER35

個 9.63E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 101.33g

H22年度

第2期
329048 -

JP329049 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライトコアトランス
_EER40

個 1.37E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 137.985g

H22年度

第2期
329049 -

JP329050 製品
電子部品・電
子デバイス

フェライトコアトランス
_EER42

個 1.65E+00

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 161.93g

H22年度

第2期
329050 -

JP329051 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ（基
板自立型タイプ）_D22ｘ

L25
個 2.68E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 14.6g

H22年度

第3期
329051 -

JP329052 製品
電子部品・電

アルミ電解コンデンサ（基
板自立型タイプ）_D25ｘ 個 4.53E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製 【工業会提供データ】 H22年度

329052 -JP329052 製品
電子部品・電
子デバイス

板自立型タイプ）_D25ｘ

L40
個 4.53E-01 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造 製品重量 30.7g

H22

第3期
329052 -

JP329053 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ（基
板自立型タイプ）_D35ｘ

L40
個 7.67E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 57.3g

H22年度

第3期
329053 -

JP329054 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ
（リードタイプ）_D5ｘL11

個 6.62E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.455g

H22年度

第3期
329054 -

JP329055 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ
（リードタイプ）_D10ｘ

L12.5
個 2.10E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.69g

H22年度

第3期
329055 -

JP329056 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ
（リードタイプ）_D12.5ｘ

L25
個 5.31E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 4.76g

H22年度

第3期
329056 -

JP329057 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ（チッ
プタイプ）_D4ｘL5.5

個 4.64E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.132g

H22年度

第3期
329057 -

JP329058 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ（チッ
プタイプ）_D6.3ｘL5.5

個 7.58E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.307g

H22年度

第3期
329058 -

JP329059 製品
電子部品・電
子デバイス

アルミ電解コンデンサ（チッ
プタイプ）_D10ｘL10.5

個 1.91E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.31g

H22年度

第3期
329059 -JP329059 製品

子デバイス プタイプ）_D10ｘL10.5
個 1.91E-02 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>
品製造 製品重量 1.31g 第3期

329059 -

JP329060 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ樹脂
モールドタイプ_2016

個 4.77E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 12.0mg

H22年度

第3期
329060 -

JP329061 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ樹脂
モールドタイプ_2520

個 8.39E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 21.1mg

H22年度

第3期
329061 -

JP329062 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_1608

個 6.75E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 25.3mg

H22年度

第3期
329062 -

JP329063 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_2012

個 2.06E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 77.3mg

H22年度

第3期
329063 -

JP329064 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_2016

個 3.38E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 127mg

H22年度

第3期
329064 -

JP329065 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_2518

個 5.34E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 200mg

H22年度

第3期
329065 -

JP329066 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_3218

個 6.84E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 256mg

H22年度

第3期
329066 -

子デバイス _3218
<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

品製造 製品重量 256mg 第3期

JP329067 製品
電子部品・電
子デバイス

巻線チップインダクタ
_3225

個 1.32E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 495mg

H22年度

第3期
329067 -

JP329068 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ3 個 1.53E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 5.76mg

H22年度

第3期
329068 -

JP329069 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ6.8 個 7.98E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 30.0mg

H22年度

第3期
329069 -

JP329070 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ8.6 個 2.36E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 89.0mg

H22年度

第3期
329070 -

JP329071 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ9.4 個 3.34E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 126mg

H22年度

第3期
329071 -

JP329072 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ10.6 個 4.21E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 158mg

H22年度

第3期
329072 -

JP329073 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ12 個 6.70E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 252mg

H22年度

第3期
329073 -

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

JP329074 製品
電子部品・電
子デバイス

リングバリスタ_φ16.5 個 1.52E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 572mg

H22年度

第3期
329074 -
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
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【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP329075 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_0603 個 1.96E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.444mg

H22年度

第3期
329075 -

JP329076 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_1005 個 5.45E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.23mg

H22年度

第3期
329076 -

JP329077 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_1608 個 2.23E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 5.05mg

H22年度

第3期
329077 -

JP329078 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_2012 個 4.19E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 9.46mg

H22年度

第3期
329078 -

JP329079 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_3216 個 1.28E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 29.0mg

H22年度

第3期
329079 -

JP329080 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_3225 個 2.01E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 45.3mg

H22年度

第3期
329080 -

JP329081 製品
電子部品・電

チップバリスタ_4532 個 7.85E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製 【工業会提供データ】 H22年度

329081 -JP329081 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_4532 個 7.85E-02 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造 製品重量 177mg

H22

第3期
329081 -

JP329082 製品
電子部品・電
子デバイス

チップバリスタ_5750 個 1.55E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 351mg

H22年度

第3期
329082 -

JP329083 製品
電子部品・電
子デバイス

チップ形電流ヒューズ
_1608

個 1.95E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.843mg

H22年度

第3期
329083 -

JP329084 製品
電子部品・電
子デバイス

チップ形電流ヒューズ
_1005

個 7.59E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.744mg

H22年度

第3期
329084 -

JP329085 製品
電子部品・電
子デバイス

チップ形電流ヒューズ（樹
脂外装タイプ）_3216

個 6.31E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 15.9mg

H22年度

第3期
329085 -

JP329086 製品
電子部品・電
子デバイス

チップ形電流ヒューズ（樹
脂外装タイプ）_3225

個 1.01E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 40.1mg

H22年度

第3期
329086 -

JP329087 製品
電子部品・電
子デバイス

チップ形電流ヒューズ（セ
ラミック外装タイプ）_6×2.5

個 9.17E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 119mg

H22年度

第3期
329087 -

JP329088 製品
電子部品・電
子デバイス

サーミスタ_0.6X0.3 個 1.97E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先
原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 0.358mg

H22年度

第3期
329088 -JP329088 製品

子デバイス
サーミスタ_0.6X0.3 個 1.97E-04 社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>
品製造 製品重量 0.358mg 第3期

329088 -

JP329089 製品
電子部品・電
子デバイス

サーミスタ_1.0X0.5 個 9.14E-04

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1.66mg

H22年度

第3期
329089 -

JP329090 製品
電子部品・電
子デバイス

サーミスタ_1.6X0.8 個 3.74E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 6.78mg

H22年度

第3期
329090 -

JP329091 製品
電子部品・電
子デバイス

サーミスタ_2.0X1.2 個 7.77E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 14.08mg

H22年度

第3期
329091 -

JP329092 製品
電子部品・電
子デバイス

SMDインダクタ_3×3 個 2.56E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 42.6mg

H22年度

第3期
329092 -

JP329093 製品
電子部品・電
子デバイス

SMDインダクタ_4×4 個 8.21E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 136mg

H22年度

第3期
329093 -

JP329094 製品
電子部品・電
子デバイス

SMDインダクタ_6×6 個 4.62E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 766mg

H22年度

第3期
329094 -

JP329095 製品
電子部品・電
子デバイス

SMDインダクタ_8×8 個 7.30E-01

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 1211mg

H22年度

第3期
329095 -

子デバイス
<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

品製造 製品重量 1211mg 第3期

JP329096 製品
電子部品・電
子デバイス

コネクタ 個 5.75E-02

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 4.00g

H22年度

第3期
329096 -

JP329097 製品
電子部品・電
子デバイス

押し釦スイッチ（ディスク
リート）

個 7.28E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 256ｍg

H22年度

第3期
329097 -

JP329098 製品
電子部品・電
子デバイス

押し釦スイッチ（面実装） 個 5.32E-03

LCA日本フォーラムデータベース2010年度3版

社団法人電子情報技術産業協会:“電子部品LCAガイド”,(2010)入手先

<http://home.jeita.or.jp/ecb/lcaguide.html>

原料採取～素材製造～製
品製造

【工業会提供データ】
製品重量 20.4ｍg

H22年度

第3期
329098 -

JP428001 廃棄処理 廃棄物処理業 埋立処分（一般廃棄物） kg 3.79E-02
社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)
埋立処分場の管理・浸出水
処理含む

H22年度

第1期
428001 740

JP428002 廃棄処理 廃棄物処理業 焼却処理（一般廃棄物） kg 3.34E-02
社団法人産業環境管理協会:“平成14年度新エネルギー・産業技術総合開発機

構委託 製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発 成果報告書”,(2003)
埋立処分場の管理・浸出水
処理含む

H22年度

第1期
428002 741

JP428003 廃棄処理 廃棄物処理業 下水処理 m
3 4.79E-01

(独) 産業技術総合研究所(2003)

7地域の環境報告書を参考に算出
(薬品等製造）～下水処理～
汚泥処理／処理済水放流

H22年度

第1期
428003 742

JP428004 廃棄処理 廃棄物処理業 破砕処理 kg 9.08E-03 環境管理,Vol.31,No.7,p.94(1995) （被破砕物）～破砕
H22年度

第1期
428004 743

JP524001 輸送 鉄道業 鉄道輸送（旅客） 人km 3.01E-02
国土交通省,“鉄道統計年報”,国土交通省鉄道局交通関係指定統計等資料,(オン

ライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/>
燃料採取～鉄道輸送の
サービス

全国平均値
H22年度

第1期
524001 744

JP524002 輸送 鉄道業 鉄道輸送（貨物） tkm 1.09E-02
国土交通省,“鉄道統計年報”,国土交通省鉄道局交通関係指定統計等資料,(オン

ライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/>
燃料採取～鉄道輸送の
サービス

全国平均値
H22年度

第1期
524002 745

ライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/> 第1期

JP525001 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率100%）

tkm 8.74E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525001 746
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JP525002 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率75%）

tkm 1.14E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525002 747

JP525003 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率50%）

tkm 1.66E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525003 748

JP525004 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率36%）

tkm 2.25E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525004 749

JP525005 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率25%）

tkm 3.16E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525005 750

JP525006 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（軽トラック：積
載率10%）

tkm 7.40E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525006 751

JP525007 輸送
道路貨物運送 トラック輸送（軽トラック：積

0%
km 2.59E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の 空荷。単位が「km」となっている H22年度

525007 752JP525007 輸送
業 載率0%）

km 2.59E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス ことに注意 第1期
525007 752

JP525008 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率100%）

tkm 5.56E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525008 753

JP525009 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率75%）

tkm 7.26E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525009 754

JP525010 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率50%）

tkm 1.06E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525010 755

JP525011 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率36%）

tkm 1.43E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525011 756

JP525012 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率25%）

tkm 2.01E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525012 757

JP525013 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率10%）

tkm 4.71E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525013 758JP525013 輸送

業 載率10%）
tkm 4.71E+00 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525013 758

JP525014 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（ライトバン：積
載率0%）

km 3.30E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525014 759

JP525015 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率100%）
tkm 3.51E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525015 760

JP525016 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率75%）
tkm 4.43E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525016 761

JP525017 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率50%）
tkm 6.16E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525017 762

JP525018 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率42%）
tkm 7.10E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525018 763

JP525019 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率25%）
tkm 1.08E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525019 764JP525019 輸送

業 載率25%）
tkm 1.08E+00 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525019 764

JP525020 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率10%）
tkm 2.28E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525020 765

JP525021 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン車：積

載率0%）
km 3.42E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525021 766

JP525022 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率100%）
tkm 2.90E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525022 767

JP525023 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率75%）
tkm 3.67E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525023 768

JP525024 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率58%）
tkm 4.52E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525024 769

JP525025 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率50%）
tkm 5.10E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525025 770JP525025

業 率50%）
tkm 5.10E-01

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525025 770
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JP525026 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率25%）
tkm 8.96E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525026 771

JP525027 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率10%）
tkm 1.89E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525027 772

JP525028 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（2トン車：積載

率0%）
km 3.77E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525028 773

JP525029 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率100%）
tkm 1.85E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525029 774

JP525030 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率75%）
tkm 2.34E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525030 775

JP525031 輸送
道路貨物運送 トラック輸送（4トン車：積載

tkm 2.73E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の H22年度

525031 776JP525031 輸送
業 率62%）

tkm 2.73E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525031 776

JP525032 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率50%）
tkm 3.25E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525032 777

JP525033 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率25%）
tkm 5.71E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525033 778

JP525034 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率10%）
tkm 1.20E+00

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525034 779

JP525035 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン車：積載

率0%）
km 4.81E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525035 780

JP525036 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率100%）
tkm 1.01E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525036 781

JP525037 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率75%）
tkm 1.28E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525037 782JP525037 輸送

業 載率75%）
tkm 1.28E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525037 782

JP525038 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率62%）
tkm 1.49E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525038 783

JP525039 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率50%）
tkm 1.78E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525039 784

JP525040 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率25%）
tkm 3.13E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525040 785

JP525041 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率10%）
tkm 6.59E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525041 786

JP525042 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（10トン車：積

載率0%）
km 6.59E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525042 787

JP525043 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率100%）
tkm 7.77E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525043 788JP525043 輸送

業 載率100%）
tkm 7.77E-02 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525043 788

JP525044 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率75%）
tkm 9.82E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525044 789

JP525045 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率62%）
tkm 1.15E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525045 790

JP525046 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率50%）
tkm 1.36E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525046 791

JP525047 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率25%）
tkm 2.40E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525047 792

JP525048 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率10%）
tkm 5.05E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525048 793

JP525049 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン車：積

載率0%）
km 7.58E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525049 794JP525049

業 載率0%）
km 7.58E-01

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス ことに注意 第1期
525049 794
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JP525050 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率100%）
tkm 6.43E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525050 795

JP525051 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率75%）
tkm 8.13E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525051 796

JP525052 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率62%）
tkm 9.49E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525052 797

JP525053 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率50%）
tkm 1.13E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525053 798

JP525054 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率25%）
tkm 1.99E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

H22年度

第1期
525054 799

JP525055 輸送
道路貨物運送 トラック輸送（20トン車：積

tkm 4.18E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～トラック輸送の H22年度

525055 800JP525055 輸送
業 載率10%）

tkm 4.18E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

サービス 第1期
525055 800

JP525056 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（20トン車：積

載率0%）
km 8.36E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～トラック輸送の
サービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525056 801

JP525057 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率100%）

tkm 1.13E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525057 802

JP525058 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率75%）

tkm 1.43E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525058 803

JP525059 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率62%）

tkm 1.67E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525059 804

JP525060 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率50%）

tkm 1.99E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525060 805

JP525061 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率25%）

tkm 3.49E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525061 806JP525061 輸送

業 量10kL：積載率25%）
tkm 3.49E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

輸送のサービス 第1期
525061 806

JP525062 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率10%）

tkm 7.37E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525062 807

JP525063 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量10kL：積載率0%）

km 6.26E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525063 808

JP525064 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率100%）

tkm 8.47E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525064 809

JP525065 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率75%）

tkm 1.07E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525065 810

JP525066 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率62%）

tkm 1.25E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525066 811

JP525067 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率50%）

tkm 1.49E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525067 812JP525067 輸送

業 量16kL：積載率50%）
tkm 1.49E-01 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

輸送のサービス 第1期
525067 812

JP525068 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率25%）

tkm 2.62E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525068 813

JP525069 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率10%）

tkm 5.52E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525069 814

JP525070 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量16kL：積載率0%）

km 7.28E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525070 815

JP525071 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率100%）

tkm 7.79E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525071 816

JP525072 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率75%）

tkm 9.84E-02

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525072 817

JP525073 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率62%）

tkm 1.15E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”
燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525073 818JP525073

業 量20kL：積載率62%）
tkm 1.15E-01

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

輸送のサービス 第1期
525073 818
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公開用整理
番号

種類 分類 名称 単位
GHG排出
量[kg-

CO2e/単
情報源（当該製品・サービスを産出するプロセス） 原単位の範囲 補記 検証期

【旧ver.3】
公開用整
理番号

【旧ver.2】
公開用整
理番号

JP525074 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率50%）

tkm 1.37E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525074 819

JP525075 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率25%）

tkm 2.41E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525075 820

JP525076 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率10%）

tkm 5.07E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

H22年度

第1期
525076 821

JP525077 輸送
道路貨物運送

業
タンクローリー輸送（積載
量20kL：積載率0%）

km 7.61E-01

温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”

(2009)

資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006), p.103

環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”

燃料製造～タンクローリー
輸送のサービス

空荷。単位が「km」となっている
ことに注意

H22年度

第1期
525077 822

JP525078 輸送
道路旅客運送

業
乗合バス輸送 人km 1.02E-01

国土交通省鉄道局,“自動車輸送統計調査”, (オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html>
原料採取～燃料生産～乗
合バスによる旅客輸送

H23年度

第2期
- -

JP525079 輸送
道路旅客運送

業
貸切バス輸送 人km 3.50E-02

国土交通省鉄道局,“自動車輸送統計調査”, (オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html>
原料採取～燃料生産～貸
切バスによる旅客輸送

H23年度

第2期
- -

JP525080 輸送
道路旅客運送

業
営業用乗用車輸送 人km 4.98E-01

国土交通省鉄道局,“自動車輸送統計調査”, (オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html>
原料採取～燃料生産～営
業用乗用車による旅客輸送

H23年度

第2期
- -

業 <http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html> 業用乗用車による旅客輸送 第2期

JP525081 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（1.5トン冷凍
車）

tkm 1.02E+00

資源エネルギー庁：“荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006)

三菱重工業㈱：“三菱輸送用ユニット製品ラインナップ”

入手先<http://truck.mhi.co.jp/japanese/products/tdj/tdj600d.htm>

㈱日本ラッセル：“東芝キャリア冷凍車用冷凍機、サーモキング輸送用冷凍ユニッ

ト”,入手先

<http://www.nihonrussell.co.jp/freezer/new/tc/supra950_850u.shtml>

国土交通省：“道路交通センサス平成11年度調査結果 混雑時旅行速度”

入手先<http://www.mlit.go.jp/road/census/g05.html>

原料採取～燃料製造～1.5
トン冷凍車による輸送

H23年度

第2期
- -

JP525082 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（4トン冷凍車） tkm 3.29E-01

資源エネルギー庁：“荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006)

三菱重工業㈱：“三菱輸送用ユニット製品ラインナップ”入手先

<http://truck.mhi.co.jp/japanese/products/tdj/tdj600d.htm>

㈱日本ラッセル：“東芝キャリア冷凍車用冷凍機、サーモキング輸送用冷凍ユニッ

ト”,入手先<http://www.nihon-

russell.co.jp/freezer/new/tc/supra950_850u.shtml>

国土交通省：“道路交通センサス平成11年度調査結果 混雑時旅行速度”入手先

<http://www.mlit.go.jp/road/census/g05.html>

原料採取～燃料製造～4ト
ン冷凍車による輸送

H23年度

第2期
- -

JP525083 輸送
道路貨物運送

業
トラック輸送（15トン冷凍
車）

tkm 1.27E-01

資源エネルギー庁：“荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”

(2006)

三菱重工業㈱：“三菱輸送用ユニット製品ラインナップ”入手先

<http://truck.mhi.co.jp/japanese/products/tdj/tdj600d.htm>

㈱日本ラッセル：“東芝キャリア冷凍車用冷凍機、サーモキング輸送用冷凍ユニッ

ト”,入手先<http://www.nihon-

russell.co.jp/freezer/new/tc/supra950_850u.shtml>

国土交通省：“道路交通センサス平成11年度調査結果 混雑時旅行速度”入手先

<http://www.mlit.go.jp/road/census/g05.html>

原料採取～燃料製造～15ｔ
冷凍車による輸送

H23年度

第2期
- -

JP526001 輸送 水運業 LNGタンカー tkm 2.03E-02
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～タンカー輸送の
サービス

H22年度

第1期
526001 823

JP526002 輸送 水運業 タンカー＜8万DWT tkm 8.62E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～タンカー輸送の
サービス

H22年度

第1期
526002 824

JP526003 輸送 水運業 タンカー＞8万DWT tkm 4.91E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～タンカー輸送の
サービス

H22年度

第1期
526003 825

JP526004 輸送 水運業
石油製品タンカー＜8万

DWT
tkm 9.20E-03

シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～タンカー輸送の
サービス

H22年度

第1期
526004 826

JP526005 輸送 水運業
石油製品タンカー＞8万

DWT
tkm 5.26E-03

シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～タンカー輸送の
サービス

H22年度

第1期
526005 827

JP526006 輸送 水運業 コンテナ船＜4000TEU tkm 2.55E-02
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～コンテナ船輸送
のサービス

H22年度

第1期
526006 828

JP526007 輸送 水運業 コンテナ船＞4000TEU tkm 9.52E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～コンテナ船輸送
のサービス

H22年度

第1期
526007 829

JP526008 輸送 水運業 石炭船＜8万DWT tkm 1.41E-02
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～石炭船輸送の
サービス

H22年度

第1期
526008 830

JP526009 輸送 水運業 石炭船＞8万DWT tkm 8.13E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～石炭船輸送の
サービス

H22年度

第1期
526009 831

JP526010 輸送 水運業 鉄鉱石船＜8万DWT tkm 1.38E-02
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～鉄鉱石船輸送
のサービス

H22年度

第1期
526010 832

JP526011 輸送 水運業 鉄鉱石船＞8万DWT tkm 4.29E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～鉄鉱石船輸送
のサービス

H22年度

第1期
526011 833

”,(2001) 1

JP526012 輸送 水運業
冷凍コンテナ船＜
4000TEU

tkm 2.56E-02
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～冷凍コンテナ船
輸送のサービス

H22年度

第1期
526012 834

JP526013 輸送 水運業
冷凍コンテナ船＞
4000TEU

tkm 9.58E-03
シップ＆オーシャン財団:“平成12年度 船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出

削減に関する調査研究報告書”,(2001)
燃料採取～冷凍コンテナ船
輸送のサービス

H22年度

第1期
526013 835

JP526014 輸送 水運業 内航貨物船 tkm 4.22E-02
国土交通省,“内航船舶輸送統計調査”,(オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/naikou/naikou.html>
燃料採取～内航貨物船輸
送のサービス

H22年度

第1期
526014 836

JP526015 輸送 水運業 内航油送船 tkm 3.85E-02
国土交通省,“内航船舶輸送統計調査”,(オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/naikou/naikou.html>
燃料採取～内航貨物船輸
送のサービス

H22年度

第1期
526015 837

JP526016 輸送 水運業
プッシャーバージ・台船・台
船

tkm 3.32E-02
国土交通省,“内航船舶輸送統計調査”,(オンライン), 入手先

<http://www.mlit.go.jp/k-toukei/naikou/naikou.html>

燃料採取～プッシャーバー
ジ・台船・台船輸送のサービ
ス

H22年度

第1期
526016 838

JP527001 輸送
航空輸送（貨

物）
国内旅客航空輸送 人km 1.19E-01

国土交通省,“航空輸送統計調査”,(オンライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-

toukei/koukuu/koukuu.html>
燃料採取～国内旅客船航
空輸送のサービス

H22年度

第1期
527001 839

JP527002 輸送
航空輸送（貨

物）
国際旅客航空輸送 人km 4.83E-02

国土交通省,“航空輸送統計調査”,(オンライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-

toukei/koukuu/koukuu.html>
燃料採取～国際旅客航空
輸送のサービス

H22年度

第1期
527002 840

JP527003 輸送
航空輸送（貨

物）
国内貨物航空輸送 tkm 1.58E+00

国土交通省,“航空輸送統計調査”,(オンライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-

toukei/koukuu/koukuu.html>
燃料採取～国内貨物航空
輸送のサービス

H22年度

第1期
527003 841

JP527004 輸送
航空輸送（貨

物）
国際貨物航空輸送 tkm 5.19E-01

国土交通省,“航空輸送統計調査”,(オンライン), 入手先<http://www.mlit.go.jp/k-

toukei/koukuu/koukuu.html>
燃料採取～国際貨物航空
輸送のサービス

H22年度

第1期
527004 842
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