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７．洗浄剤・化粧品等に係る排出量 
 

Ⅰ 界面活性剤 

 

（１）使用及び排出に係る概要 

① 使用される物質 

界面活性剤として使用される対象化学物質には表７-1 の 8 物質が挙げられる。平成 22 年度

排出量からは政令改正に伴い、ビス（水素化牛脂）ジメチルアンモニウム＝クロリドが推計対象

外となり、新たにドデシル硫酸ナトリウム(物質番号：275)、ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝

クロリド（物質番号：389）及びポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム

（物質番号：409）の 3 物質が推計対象に追加された。ｐ-オクチルフェノール（物質番号：74）とノ

ニルフェノール（物質番号：320）は界面活性剤の原料として使用され、界面活性剤が環境中で

分解して生成されるといわれているものの、これらの物質が直接排出されることはないため、

PRTR としての推計対象には含めない。 

 

表７-1 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）として使用される対象化学物質 

物質

番号 
対象化学物質名 備 考 

30 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

（アルキル基の炭素数が 10 から 14 までのもの及

びその混合物に限る）（略称：“LAS”） 

 

224 
N,N-ジメチルドデシルアミン＝N-オキシド 

（略称：“AO”） 
アミンオキサイドの一部 

275 ドデシル硫酸ナトリウム(略称“AS”)  

389 
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド 

(略称“HDTMAC”) 
 

407 

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキ

ル基の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその混

合物に限る）（略称：“AE”） 

 

408 
ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテ

ル（略称：“OPE”） 
p-オクチルフェノールが原料 

409 
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エ

ステルナトリウム（略称：“AES”） 
 

410 
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル 

（略称：“NPE”） 
ノニルフェノールが原料 

注：日本界面活性剤工業会の調査による（平成 27 年 10 月） 
 

② 届出外排出量と考えられる排出 

界面活性剤は表７-2 に示すような需要分野に用いられている。家庭用洗浄剤や業務用洗浄

剤などの製品中に含まれ出荷された対象化学物質が製品の使用に伴って環境中へ排出され

る場合が、主な推計対象として考えられる。 
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表７-2 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）の需要分野の分類と排出の概要 

需要分野 定義 排出の概要 

繊維工業 
繊維の洗浄、紡績油剤など繊維の製造工程で使
用されるもの 

主に事業所内で製品製造に
使用される。事業所からの排
出は対象業種からの排出であ
る。また、製品中に含まれて出
荷されることはないため、推計
対象外。 

紙パルプ工業 
ピッチコントロール剤、消泡剤など紙パルプの製造
工程で使用されるもの 

皮革工業 

皮革の加工前に水系の処理剤（染料等）が接触し
やすくする為の脱脂剤､水浸剤、浸透剤、また加
工 後 仕 上 がった皮 革 の耐 久 性 を出 す為 の加 脂
剤、艶消し剤、撥水剤等に使用されるもの 

一部製品に含まれて出荷され
るが、環境中への排出はほと
んどないと考えられるため、推
計対象外。 

食品工業 食品加工設備の洗浄剤として使用されるもの 

主に事業所内で製品製造等
に使用される。事業所からの
排 出 は対 象 業 種 からの排 出
である。また、製品中に含まれ
て出荷されることはないため、
推計対象外。 

クリーニング工
業 

衣料用洗剤など洗濯業等で使用されるもの 

情報関連産業 

写真フイルムの増感剤、プリント基板の洗浄剤等フ
ロン代 替 洗 浄 剤 ､磁 気 記 録 媒 体 の磁 性 粉 分 散
剤、インクジェット記録紙用助剤等として使用され
るもの 

ゴム・プ ラ スチ
ック工業 

合成ゴム、プラスチックの乳化重合の際の乳化剤
などゴム・プラスチック製造工程で使用されるもの 

機 械 ・ 金 属 工
業 

製品表面の洗浄剤、部品保存中のさび止め剤な
ど機械・金属製品の製造工程中で使用されるもの 

環境保全 
排水処理時の消泡剤、石油流出事故時の処理
剤､重金属捕集剤､飛灰固定化剤､土壌汚染浄化
剤等として使用されるもの 

排水処理等をされるため、環
境中への排出はほとんどない
と考 えられる（事 故 時 の処 理
剤など例外を除く）。情報がな
いため当面は推計対象外。 

香 粧 ・ 医 薬 品
工業 

化粧品、医薬品の製品中に成分として添加される
もの 

製品中に添加される成分のた
め、事業所内での排出は少な
いと考えられ、主に製品の消
費段階で環境中に排出する。
推計対象。 

家庭用洗浄剤 
身体用、洗濯用、台所用、住宅用などの家庭製品
中に成分として含有されるもの 

業務用洗浄剤 
飲食店等で使用される業務用の食器洗い用、フロ
ア清掃用等の製品中に成分として含有されるもの 

農薬・肥料・飼
料工業 

農薬・肥料等の製品中に成分として添加されるも
の 

染料・顔料・塗
料・インキ工業 

染料、顔料などの色材工業製品中に分散剤などと
して添加されるもの 

製品中からごく微量の排出の
可能性があり、その量は推計
対象外。 

土木・建築・窯
業 

セメント混和剤、アスファルト乳剤など、土木・建築
分野の材料や無機製品に添加されるもの 

石 油 ・タール・
鉱 業 ・ 燃 料 工
業 

自動車燃料などに添加されるもの 

燃料に添加される水和剤のた
めエンジン内で燃焼する。環
境への排出はほとんど考えら
れないため推計対象外。 

注１：枠線で囲まれた部分は推計対象となる需要分野。 

注２：農薬に含有される界面活性剤は「２．農薬」として別途推計を行っている。 

  



 

７-3 

③ 物質の排出 

日本界面活性剤工業会によると、化粧品、家庭用洗浄剤、業務用洗浄剤においては、使用

量全量が水域（公共用水域や下水道等）へ排出されると考えられるが、塗料や土木用などに用

いられるものについては排出実態が明らかではないため、推計対象より除外した。また、PRTR

における届出外排出量としては、下水道へ移動する数量や、合併処理浄化槽で除去される数

量は含まれないため、公共用水域への排出だけを推計対象とした。 

 

（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表７-3 のとおりである。 

 

表７-3 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）の推計で利用可能なデータ（平成 26 年度） 

 データの種類 資 料 名 等  

① 
対象化学物質の需要分野別全国出荷量

（ｔ/年） 

平成 26 年度実績調査（日本界面活性剤

工業会、日本石鹸洗剤工業会） 

② 「農薬」としての全国出荷量（t/年) 「農薬」における第 14 回公表の推計値 

③ 
全国使用量に対する水域（公共用水域

等）への排出率(%) 

日本界面活性剤工業会、日本石鹸洗剤

工業会による（平成 13 年度設定値） 

④ 需要分野別・都道府県への配分指標の値 各種統計（表７-7 に別掲） 

⑤ 
都道府県別の下水道普及率(%) 

※水洗便所設置済み人口に基づく割合  

平成 25 年度版下水道統計（公社日本下

水道協会） 

⑥ 
都道府県別の合併処理浄化槽の整備率

(%) 

平成 26 年度の都道府県別汚水処理人口

普及状況（国土交通省、農林水産省、国

土交通省、環境省） 

⑦ 
合併処理浄化槽における対象化学物質

別の除去率(%)（表７-8 参照） 

「家庭用合併処理浄化槽での洗剤の除去

性能」（環境年報 vol.21,日本石鹸洗剤工

業会（1995））等 
注 1：⑤・⑥における率の算出には「人口（住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数）」のデータを使用。 

注 2：⑥に関しては昨年度に引き続き、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があった福島県については

平成 21 年度末のデータを使用した。 

 

① 対象化学物質の需要分野別全国出荷量 

日本界面活性剤工業会及び日本石鹸洗剤工業会による会員企業及び非会員企業の界面

活性剤製造業者への実態調査により、対象化学物質の全国出荷量が把握可能である。平成

26 年度の全国出荷量を表７-4 に示す。「農薬・肥料・飼料工業」の需要分野における全国出

荷量のうち農薬としての全国出荷量を除いた値を「肥料」として使用する量とみなした。飼料に

は対象化学物質の使用はないことが確認されている。 
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表７-4 界面活性剤の全国出荷量（平成 26 年度） 

 
注１：日本石鹸洗剤工業会・日本界面活性剤工業会調査（平成 26 年度実績調査）による。 

注２：「農薬・肥料・飼料工業」の全国出荷量の一部を「肥料」として推計した。 

注３：対象化学物質名の（ ）は略称を示す。 

 

② 「肥料」としての全国出荷量 

表７-4 の「農薬・肥料・飼料工業」の全国出荷量から別途推計をしている「農薬」としての全

国出荷量を差し引いた値を「肥料」における全国出荷量とみなした（表７-5 参照）。なお、AES

については「肥料」としての値がマイナスである。当該物質は界面活性剤としての出荷量があま

り大きくないこと、界面活性剤として出荷される時期と農薬として出荷される時期のずれなどが

原因として考えられる。しかし、年度にわたる補正は困難であることから今回は当該物質を推計

対象から除くこととした。 

表７-5 「肥料」の全国出荷量（平成 26 年度） 

物質

番号 
対象化学物質名 

全国出荷量（ｔ/年） 

農薬・肥料・ 

飼料工業 (a) 

農薬 

(b) 

肥料 

=(a)-(b) 

30 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びそ
の塩(アルキル基の炭素数が 10 から 14 ま
でのもの及びその混合物に限る) （LAS） 

404 52 352 

275 ドデシル硫酸ナトリウム (AS) 34 10 24 

389 
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロ

リド（HDTMAC） 
3 - 3 

407 
ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル
(アルキル基の炭素数が 12 から 15 までの
もの及びその混合物に限る) （AE） 

945 567 378 

408 
ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニル
エーテル （OPE） 

224 182 42 

409 
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル
硫酸エステルナトリウム （AES） 

38 430 -392 

410 
ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエ
ーテル （NPE） 

529 356 173 

合 計 2,177 1,598 580 

注 1：「農薬・肥料・飼料工業」は日本界面活性剤工業会調査（平成 26 年度実績調査）による。 

注 2：「農薬」は「農薬要覧」（（一社）日本植物防疫協会）、「クミアイ農薬総覧」（JA 全農）に基づく農薬の補助剤と

しての全国使用量。 

注 3：LAS（物質番号：30）の「農薬・肥料・飼料工業」にはイミノクタジンアルベシル酸塩が含まれていないため、農

薬としての全国使用量にも同物質の使用量（=46,278kg）は含まれていない。 

注 4：対象化学物質名の（ ）は略称を示す。  

30 224 275 389 407 408 409 410

直鎖アルキル
ベンゼンスル
ホン酸及びそ
の塩 (LAS)

 N,N-ジメチ
ルドデシルア
ミン＝N-オキ

シド (AO)

ドデシル硫酸
ナトリウム

（AS）

ヘキサデシ
ルトリメチルア
ンモニウム＝

クロリド
（HDTMAC）

ポリ(オキシエ
チレン)＝ア

ルキルエーテ
ル (AE)

ポリ(オキシエ
チレン)＝オク
チルフェニル

エーテル
(OPE)

ポリ(オキシエ
チレン)＝ド
デシルエー

テル硫酸エス
テルナトリウ
ム (AES)

ポリ(オキシエ
チレン)＝ノニ
ルフェニル
エーテル

(NPE)

1 香粧・医薬品工業 287 36 1,584 74 860 10 6,244 42 9,137
2 身体用洗浄剤 32 2669 120.2 1,296 3498 7,615
3 台所用洗浄剤 1,252 2,694 5,078 1,573 1,739 12,336
4 洗濯・住宅用等洗浄剤 37,283 130 141 89,391 1,919 128,864
5 業務用洗浄剤（食器洗い用） 4 89 23 116
6 業務用洗浄剤（洗濯・清掃用等） 6,428 415 55 50 15,627 18 423 210 23,226
7 農薬・肥料・飼料工業 404 34 3 945 224 38 529 2,177
8 その他 94 4 19 31 300 89 27 334 898

上記需要分野合計 45,784 3,368 9,580 278 110,015 341 13,888 1,115 184,369

需要分野

出荷量（t/年）

合計

需要
分野
コード
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③ 全国使用量に対する水域（公共用水域、下水道等）及び土壌への排出率 

各需要分野における排出率は表７-6 に示すとおりであり、排出の実態が不明な需要分野に

ついては、今回の推計対象からは除外し、今後の情報収集に努めることとする。 

 

表７-6 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る需要分野別の水域への排出率等 

需 要 分 野  媒体 排出率 備 考 

化粧品 水域 100%  

医薬品 不明  対象化学物質の使用は確認できない 

塗料・顔料 不明  
塗膜、接着面、印刷物等に残存しているも

のが雨水等で排出されるプロセスが不明 
接着剤 不明  

印刷インキ 不明  

身体用洗浄剤 水域 100%  

台所用洗浄剤 水域 100% 平成 22 年度排出量以降は「洗濯・台所・住

宅用等洗浄剤」を細分化した 洗濯・住宅用等洗浄剤 水域 100% 

業務用洗浄剤（食器洗い

用） 
水域 100% 

平成 22 年度排出量以降は「業務用洗浄剤

等」を細分化した 業務用洗浄剤（洗濯・清掃

用等） 
水域 100% 

農薬・肥料・飼料 土壌等 100% 
「農薬」は別途推計のため除外 

飼料には対象化学物質は使用されない 

土木・建築・窯業 不明  コンクリートなどから溶出するプロセスが不明 

その他 水域 100% 

平成 22 年度排出量以降は「業務用洗浄剤

等」から区分して設定。「業務用洗浄剤」に

類似した用途が主である可能性が高い。 
注１：下水道普及率や合併処理浄化槽整備率は地域ごとに異なるため、その補正は地域ごとの「水域への合計

排出量」を算出した後で行う。 

注２：本表は、各需要分野に係る業界団体及び文献検索の結果をまとめた。 

注３：「農薬・肥料・飼料」は日本界面活性剤工業会の調査区分であるが、農薬は別途推計をしているため本調

査の区分では以降「肥料」とする。 

 

 

④ 需要分野別・都道府県への配分指標の値 

今回推計が可能である化粧品、洗浄剤等の需要分野は、表７-7 に示す指標を用いて各都

道府県に配分した。 
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表７-7 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る需要分野別の配分指標（平成 26 年度） 

需要分野 配 分 指 標  資料名 

化粧品 人口（人） 
住民基本台帳に基づく人口・人

口動態及び世帯数（平成 27 年 1

月 1 日現在，総務省） 

身体用洗浄剤 人口（人） 

台所用洗浄剤 
世帯数（世帯） 

洗濯・住宅用等洗浄剤 

業務用洗浄剤（食器洗

い用） 
下記の従業員数の合計 

卸・小売業の従業員数（人） 

飲食店の従業員数（人） 

平成 26 年経済センサス基礎調

査（総務省） 業務用洗浄剤（洗濯・

清掃用等） 

肥料 
農作物作付（栽培）延べ面積(ha) 

（飼肥料作物を除く田畑の合計） 

平成 26 年耕地及び作付面積統

計（農林水産省） 

その他 上記の「業務用洗浄剤」と同じ 上記の「業務用洗浄剤」と同じ 

 

⑤ 都道府県別の下水道普及率 

排水は下水道又は公共用水域へ排出されるが、地域により下水道普及率が異なるため、都

道府県別の下水道普及率を考慮し、下水道への移動量を差し引くことにより、公共用水域への

排出量を算出した。なお、下水道普及率は家庭等と下水道との接続の有無が影響することを

考え、水洗便所設置済み人口を用いて算出した。（表７-9 参照） 

 

⑥ 都道府県別の合併処理浄化槽の整備率 

下水処理以外の汚水処理施設として、生活排水を処理するための合併処理浄化槽が設置

されている場合がある。地域により合併処理浄化槽の整備率が異なるため、公共用水域への排

出率を推計するために、合併処理浄化槽の整備率を考慮した。（表７-9 参照） 

 

⑦ 合併処理浄化槽における対象化学物質別の除去率 

合併処理浄化槽においては、活性汚泥処理により対象化学物質が除去される。直鎖アルキ

ルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が 10 から 14 までのもの及びその混合

物に限る)（LAS）については、合併処理浄化槽における除去率の実測データがあるためこの値

を用いるが、他の対象化学物質については、合併処理浄化槽における実測データが得られな

いため、下水処理場等における除去率とほぼ同様とみなし、除去率を設定した（表７-8 参照）。

また、一部の物質においては、文献等に基づき除去率を設定することが困難であったため、既

に除去率が設定されている物質の中で最も除去率の小さい物質のデータと同じとみなした。 

下水処理場と合併処理浄化槽における処理工程の違い（合併処理浄化槽では嫌気性処理

を行う）や負荷の変動の状態が異なるため、下水処理場における除去率と合併処理浄化槽に

おける除去率は同一でないことに留意し、今後データの蓄積に努める必要がある。 
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表７-8 合併処理浄化槽における対象化学物質の除去率の設定 

物質

番号 
対象化学物質名 

除去

率 
備考 

30 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びそ

の塩(アルキル基の炭素数が 10 から 14 ま

でのもの及びその混合物に限る) （LAS） 

96%注 1 

メチレンブルー活性物質(MBAS)とし

ての、合併処理浄化槽での測定デ

ータ 

224 
N,N-ジメチルドデシルアミン＝N-オキシド

（AO） 
99%注 2 

連続活性汚泥処理装置における測

定（P&G(US)の測定データ） 

275 ドデシル硫酸ナトリウム（AS） 96%注 5 
個別物質のデータはないが LAS(物

質番号：30)の除去率と同じとした。 

389 
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロ

リド （HDTMAC） 
96%注 5 

個別物質のデータはないが LAS(物

質番号：30)の除去率と同じとした。 

407 

ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル

(アルキル基の炭素数が 12 から 15 までの

もの及びその混合物に限る)（AE） 

98%注 2 

米国 2 ヶ所及びオランダ 7 ヶ所における

標準活性汚泥処理（下水処理場）の結

果 

408 
ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニル

エーテル（OPE） 
96%注 5 

個別物質のデータはないが NPE（物

質番号：410）とほぼ同じと仮定した。 

409 
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル

硫酸エステルナトリウム（AES） 
96%注 5 

個別物質のデータはないが LAS (物

質番号：30)の除去率と同じとした。 

410 
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエ

ーテル（NPE） 
99%注 3 

国内下水処理場における測定デー

タ 

注１：「家庭用合併処理浄化槽での洗剤の除去性能」（環境年報 vol.21,日本石鹸洗剤工業会（1995）） 

注２：界面活性剤のヒト健康影響および環境影響に関するリスク評価（日本石鹸洗剤工業会・平成 13 年） 

注３：下水道における内分泌かく乱化学物質に関する調査報告書（国土交通省・平成 13 年） 

注４：対象化学物質名の（ ）は略称を示す。 

注５：文献等での設定が困難であったため、除去率が最も低い LAS（物質番号：30）と同様とみなした。 
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表７-9 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る都道府県への配分指標等（その１） 

都道府県名  

配分指標の値  

下水道  
普及率  

合併処理  
浄化槽の 
整備率  

人口  

（千人） 

世帯数  

（千世帯） 

卸・小売・飲

食店の従業員

数（千人） 

農作物作付

（栽培）延べ 

面積 (千 ha) 

1 北海道  5,432 2,738 638 494  86.6% 2.9% 

2 青森県  1,353 587 146 99  47.0% 9.5% 

3 岩手県  1,301 518 142 80  47.0% 12.5% 

4 宮城県  2,328 961 296 96  73.6% 6.6% 

5 秋田県  1,057 426 112 117  48.4% 11.2% 

6 山形県  1,141 409 124 101  64.1% 7.6% 

7 福島県  1,965 767 201 96  43.1% 19.0% 

8 茨城県  2,982 1,197 317 143  52.4% 15.5% 

9 栃木県  2,004 801 222 98  55.7% 15.4% 

10 群馬県  2,012 815 227 56  44.7% 17.9% 

11 埼玉県  7,305 3,124 737 65  74.5% 9.4% 

12 千葉県  6,254 2,736 618 111  67.3% 12.8% 

13 東京都  13,298 6,784 2,735 6  99.1% 0.2% 

14 神奈川県  9,117 4,151 987 18  94.4% 1.3% 

15 新潟県  2,337 880 278 146  61.4% 5.4% 

16 富山県  1,086 408 126 52  74.0% 3.5% 

17 石川県  1,160 470 149 35  73.0% 4.4% 

18 福井県  804 286 100 41  67.8% 5.0% 

19 山梨県  856 352 98 20  55.0% 13.6% 

20 長野県  2,149 851 243 85  74.3% 5.6% 

21 岐阜県  2,088 798 242 43  61.6% 10.4% 

22 静岡県  3,786 1,530 442 58  54.7% 14.9% 

23 愛知県  7,490 3,130 1,045 67  68.6% 10.5% 

24 三重県  1,860 773 206 53  43.0% 25.8% 

25 滋賀県  1,421 554 153 51  80.6% 2.9% 

26 京都府  2,579 1,184 349 25  88.3% 2.2% 

27 大阪府  8,869 4,148 1,368 11  91.7% 2.0% 

28 兵庫県  5,638 2,474 642 58  89.4% 1.9% 

29 奈良県  1,396 581 129 17  69.3% 8.3% 

30 和歌山県  1,004 439 109 31  18.2% 29.5% 

31 鳥取県  583 234 64 23  59.9% 5.5% 
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表７-9 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る都道府県への配分指標等（その２） 

都道府県名  

配分指標の値  

下水道  
普及率  

合併処理  
浄化槽の 
整備率  

人口  

（千人） 

世帯数  

（千世帯） 

卸・小売・飲
食店の従業

員数  
（千人） 

農作物作付
（栽培）延べ 
面積 (千 ha) 

32 島根県  706 286 76 27  38.1% 15.0% 

33 岡山県  1,940 824 222 48  55.1% 16.2% 

34 広島県  2,869 1,281 362 41  66.5% 11.4% 

35 山口県  1,432 658 156 34  58.7% 16.2% 

36 徳島県  777 331 83 26  12.7% 34.5% 

37 香川県  1,006 430 126 26  38.6% 27.6% 

38 愛媛県  1,426 647 157 43  45.2% 20.3% 

39 高知県  747 353 88 23  28.7% 33.7% 

40 福岡県  5,120 2,322 673 89  75.4% 9.3% 

41 佐賀県  847 323 97 67  47.7% 14.3% 

42 長崎県  1,413 628 159 36  54.4% 13.3% 

43 熊本県  1,818 762 199 81  59.8% 14.2% 

44 大分県  1,191 528 130 42  40.3% 20.7% 

45 宮崎県  1,136 518 128 40  49.0% 21.3% 

46 鹿児島県  1,691 804 197 83  37.7% 32.3% 

47 沖縄県  1,454 610 168 26  60.0% 10.1% 

全国合計  128,226 56,412 16,264 3,127  71.6% 9.1% 

注１：人口、世帯数：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成 27 年 1 月現在、総務省）。 
注２：卸・小売・飲食店の従業員数：「卸・小売」「飲食店」の従業員数の合計を示す。経済センサス基礎調査（平
成 26 年、総務省） 
注３：農作物作付 (栽培 )延べ面積：平成 26 年耕地及び作付面積統計（農林水産省） 
注４：下水道普及率：平成 25 年度版下水道統計 (（公社）日本下水道協会 )における「水洗便所設置済み人口」
と住民基本台帳に基づく都道府県別人口より算出。 
注５：合併処理浄化槽の整備率：都道府県別汚水処理人口普及状況（平成 27 年 9 月、国土交通省）における
「合併処理浄化槽区域人口」と住民基本台帳に基づく都道府県別人口より算出。ただし、福島県については東
日本大震災の影響によりデータがないため、平成 21 年度のデータを使用した。 
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（３）界面活性剤に係る排出量の推計フロー 

界面活性剤の推計手順は図７-1 のとおりである。全国出荷量は全て使用されると仮定した。

なお、図中の番号は表７-3 の番号に対応している。 

 

 

注：肥料については全量を土壌への排出と考えるため、下水道普及率及び合併処理浄化槽整備率は考慮しない。 

 

図７-1 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る排出量の推計フロー 

  

界面活性剤に係る対象化学
物質別・需要分野別・都道
府県別の水域への届出外
排出量（ｔ/年）（肥料以外）

⑤都道府県別の
下水道普及率(%)

③界面活性剤に係る需
要分野別の水域及び
土壌への排出率(%) 

界面活性剤に係る対象化
学物質別・需要分野別・媒
体別全国の届出外排出量
（ｔ/年）

①界面活性剤に係る
対象化学物質別・需
要分野別の全国出
荷量（ｔ/年）

④需要分野別・
都道府県への配
分指標の値

⑥都道府県別の
合併処理浄化槽
整備率(%)

界面活性剤に係る対象
化学物質別・需要分野
別・都道府県別の下水
道への移動量（ｔ/年）

⑦界面活性剤に係る対象
化学物質別の合併処理
浄化槽における除去率(%)
（浄化槽単体の割合）

界面活性剤に係る対象化
学物質別・都道府県別の合
併処理浄化槽による除去
率（%）（地域全体の割合）

界面活性剤に係る対
象化学物質別・都道
府県別の公共用水
域への排出率（%）

界面活性剤に係る対象化
学物質別・需要分野別・都
道府県別の公共用水域へ
の届出外排出量（ｔ/年）

②「農薬」としての
全国出荷量（ｔ/年）

界面活性剤に係る対
象化学物質別・需要
分野別の全国出荷
量（農薬を除外した
量）（ｔ/年）

界面活性剤に係る対
象化学物質別・需要
分野別の土壌への排
出量（ｔ/年） （肥料）
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（４）推計結果 

界面活性剤に係る排出量の推計結果を表７-10 に示す。界面活性剤に係る対象化学物質（8

物質）の排出量の合計は約 35 千 t と推計された。 

 

表７-10 洗浄剤・化粧品等（界面活性剤）に係る排出量推計結果（平成 26 年度；全国） 

 

注 1：本表には農薬に使用される界面活性剤は含まれていない。 

注 2：対象化学物質名の（）は略称を示す。 

 

  

食器洗い
用

洗濯・清掃
用等

30

直鎖アルキルベンゼンスルホン
酸及びその塩(アルキル基の炭
素数が10から14までのもの及
びその混合物に限る) (LAS)

56,236 6,270 235,720 7,019,459 712 1,144,372 352,312 16,735 8,831,817

224
 N,N-ジメチルドデシルアミン
＝N-オキシド (AO)

6,956 500,103 24,133 15,626 72,863 702 620,383

275 ドデシル硫酸ナトリウム（AS） 310,377 522,977 956,061 26,547 9,792 23,823 3,383 1,852,959

389
ヘキサデシルトリメチルアンモ
ニウム＝クロリド（HDTMAC）

14,480 23,553 8,937 2,500 5,466 54,936

407

ポリ(オキシエチレン)＝アルキ
ルエーテル(アルキル基の炭素
数が12から15までのもの及びそ
の混合物に限る) (AE)

166,955 251,597 293,389 16,672,825 4,057 2,756,476 377,859 52,918 20,576,075

408
ポリ(オキシエチレン)＝オクチ
ルフェニルエーテル (OPE)

1,959 3,205 41,583 15,845 62,592

409
ポリ(オキシエチレン)＝ドデシ
ルエーテル硫酸エステルナトリ
ウム (AES)

1,223,481 685,416 327,410 361,300 75,306 4,807 2,677,720

410
ポリ(オキシエチレン)＝ノニル
フェニルエーテル (NPE)

8,116 36,870 172,740 58,641 276,368

1,788,560 1,489,813 2,312,684 24,104,263 20,395 4,107,822 970,817 158,496 34,952,850

肥料 その他 合計
台所用
洗浄剤

洗濯・住宅
用等洗浄剤

対象化学物質 年間排出量（kg/年）

業務用洗浄剤
化粧品

身体用
洗浄剤

合　　　　　　　計

物質
番号

物質名
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Ⅱ 中和剤等 

 

（１）使用および排出に係る概要 

① 使用される物質 

合成洗剤等の洗浄剤に含まれる対象化学物質には、主に住宅用・洗濯用の家庭用洗浄剤

に中和剤として使用される 2-アミノエタノール（物質番号：20）とキレート剤として添加されるエチ

レンジアミン四酢酸（60）、界面活性剤等が該当する。界面活性剤の推計については前述して

いるため、本項目の対象は 2-アミノエタノール及びエチレンジアミン四酢酸とする。 

 

② 届出外排出量と考えられる排出 

日本石鹸洗剤工業会によると、洗浄剤は業務用洗浄剤と家庭用洗浄剤に区分されている。

家庭用洗浄剤は一部が業務用に使用される可能性があるが、全て家庭での使用であるとみな

した。同工業会によると、2-アミノエタノール等を含む洗浄剤のうち、業務用洗浄剤の需要分野

を調査した結果では、飲食店、建物サービス業、トイレタリー用（業務用として同業他社向けに

販売し、同業他社が家庭用等の最終製品を製造）、プラスチック用（プラスチック製品の帯電防

止剤として添加）に販売されている。プラスチック用の場合は、当該製品から環境中に排出され

ることは考えられないため、届出外排出量には該当しない。それ以外の需要分野からの排出量

は届出外排出量であり今回の推計対象と考えられる。 

 

③ 物質の排出 

同工業会によると、2-アミノエタノールは製造段階で塩になるものがあるものの、使用段階で

は容易に解離して 2-アミノエタノールになるため、使用量の全量が下水道や公共用水域等へ

排出されるものと考えられる。トイレタリー用（業務用）についても、脂肪酸と反応させて脂肪酸ア

ミドとして販売されるが、最終製品に配合された脂肪酸アミドは使用段階では同様に解離し、全

量が環境中へ排出するものと考えられる。 

エチレンジアミン四酢酸についても、全量が環境中へ排出するものと仮定した。なお、酢酸塩

としての製品が主流であるが、酢酸塩としての製品は推計対象とはしていない。 

 

（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表７-11 のとおりである。 
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表７-11 洗浄剤・化粧品等（中和剤等）の推計で利用可能なデータ（平成 26 年度） 

データの種類 資料名等 

① 
洗浄剤としての需要分野別の全国出

荷量（ｔ/年） 日本石鹸洗剤工業会の調査による 

（平成 27 年 10 月） 
② 排出率(%) 

③ 
需要分野別・都道府県への配分指標
の値 

住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯

数（総務省，平成 27 年 1 月現在）等 （表７-13

参照） 

④ 
都道府県別の下水道普及率(%) 

※水洗便所設置済み人口に基づく割合  

平成 25 年度版下水道統計（（公社）日本下水道

協会） 

 

① 洗浄剤としての需要分野別の全国出荷量 

2-アミノエタノール及びエチレンジアミン四酢酸の洗浄剤としての全国出荷量は日本石鹸洗

剤工業会による調査値である。 

表７-12 対象化学物質の需要分野別全国出荷量（平成 26 年度） 

需要分野 

全国出荷量（t/年） 

推計区分 2-アミノエタ

ノール 

エチレンジア

ミン四酢酸 

家

庭

用 

身体用 50 6 

家庭 台所用 201 - 

洗濯・住宅用等 4784 - 

業

務

用 

飲食店 250 - 非対象業種 

トイレタリー用 56 - 家庭 （注 1） 

合 計 5,341 6  
注 1:トイレタリー用は業務用として同業他社向けに販売し、同業他社が家庭用等の最終製品に使用した量

のため、最終的には「家庭用」とみなした。 

注 2：プラスチック用（帯電防止剤）の調査も行ったが、この用途では製品中に固定化され、環境への排出が

考えられないため、推計対象とはしない。 

注 3：洗濯業、医療業の調査も行ったが、これらは対象業種であるため、推計対象とはしない。 

注 4：建物サービス業の需要分野の調査も行ったが、出荷量はゼロであったため省略する。 

 

② 排出率 

洗浄剤の使用形態より、使用された対象化学物質は全量が下水道もしくは公共用水域へ排

出されるとみなした。 

 

③ 需要分野別の都道府県への配分指標の値 

都道府県への配分には、表７-13 の需要分野に関連した指標を用いた。 
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表７-13 洗浄剤・化粧品等（中和剤等）に係る都道府県への配分指標（平成 26 年度） 

需要分野 配分指標 資料名等 

身体用 人口（人） 

住民基本台帳に基づく人口・人

口動態及び世帯数（総務省，平

成 27 年 1 月現在） 

台所用 

世帯数（世帯） 洗濯・住宅用等 

トイレタリー用 

飲食店 「飲食店」の従業員数（人） 
平成 26 年経済センサス基礎調査

（総務省） 

 

④ 都道府県別の下水道普及率 

地域により下水道普及率が異なるため、公共用水域への排出量を推計するために、下水道

普及率を用いた。なお、合併処理浄化槽に流入する場合については、対象化学物質の合併

処理浄化槽における除去率が不明のため、すべて公共用水域へ流入するものとして算出し

た。 

 

（３）中和剤等に係る排出量の推計方法 

中和剤等に係る排出量の推計方法は以下のとおりである。なお、図中の番号は表７-11 の番

号に対応する。 

 

図７-2 洗浄剤・化粧品等（中和剤等）に係る排出量の推計フロー 

  

①対象化学物質別・需
要分野別全国出荷量
（ｔ/年）

②水域への排出率
(=100%)

対象化学物質別・需要分野
別水域への全国の届出外
排出量（ｔ/年）

③都道府県への
配分指標の値

対象化学物質別・需要分野別・
都道府県別公共用水域への届
出外排出量（ｔ/年）

④都道府県別下水
道普及率(%)

対象化学物質別・需要分野
別・都道府県別の水域への
届出外排出量（ｔ/年）



 

７-15 

（４）推計結果 

平成 26 年度の中和剤等に係る排出量の推計結果を表７-14 に示す。中和剤等に係る排出

量の合計は約 1.5 千 t と推計された。 

 

表７-14 洗浄剤・化粧品等（中和剤等）に係る排出量推計結果 

（平成 26 年度；全国） 

省令に基づく

推計区分 
需要分野 

年間排出量（ｋｇ/年） 

2-アミノ 

エタノール 

エチレンジア

ミン四酢酸 
合 計 

家庭 

身体用 14,146 1,698 15,843 

台所用 54,818 - 54,818 

洗濯・住宅用等 1,304,713 - 1,304,713 

トイレタリー用 15,273 - 15,273 

非対象業種 飲食店 61,981 - 61,981 

合   計 1,450,930 1,698 1,452,627 

 


	７． 洗浄剤・化粧品等に係る排出量
	Ⅰ　界面活性剤
	（１） 使用及び排出に係る概要
	① 使用される物質
	② 届出外排出量と考えられる排出
	③ 物質の排出

	（２） 利用可能なデータ
	① 対象化学物質の需要分野別全国出荷量
	② 「肥料」としての全国出荷量
	③ 全国使用量に対する水域（公共用水域、下水道等）及び土壌への排出率
	④ 需要分野別・都道府県への配分指標の値
	⑤ 都道府県別の下水道普及率
	⑥ 都道府県別の合併処理浄化槽の整備率
	⑦ 合併処理浄化槽における対象化学物質別の除去率
	（１）

	（３） 界面活性剤に係る排出量の推計フロー
	（２）

	（４） 推計結果
	Ⅱ　中和剤等
	（１） 使用および排出に係る概要
	① 使用される物質
	② 届出外排出量と考えられる排出
	③ 物質の排出

	（２） 利用可能なデータ
	① 洗浄剤としての需要分野別の全国出荷量
	② 排出率
	③ 需要分野別の都道府県への配分指標の値
	④ 都道府県別の下水道普及率

	（３） 中和剤等に係る排出量の推計方法
	（３）

	（４） 推計結果



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


