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1.  はじめに 

 
近年，地球規模の環境問題に対する意識が高まり，

土木構造物についても LCA（ライフサイクルアセスメ

ント）の重要性が増しつつある。LCA は工業製品を対

象として開発されたため，土木構造物に適用する場合

には課題が残されているものと思われる。 
著者らは新しく開発された技術を用いた土木構造物

や土木工事に関する LCA を行ってきた。LCA の過程

で生じた問題点や，新しい技術の環境保全や環境改善

に対する優位性を適切に評価するという観点から，現

状の LCA 手法に関する課題を明らかにした。 
 

2.  LCA の流れ 

 
2.1  一般的な LCA の手順  

LCA は，資源の採取から始まり，製品の生産，使用，

廃棄物の管理までライフサイクル全体を考慮して資源

消費量等を算定し，環境への影響を評価する手法であ

る（図―１）1)。LCA は「目的と調査範囲の設定」，

「インベントリ分析」，「影響評価」，「解釈」の 4 つの

フェーズに分けられる。「目的と調査範囲の設定」では，

対象とする製品等を定め，評価する影響項目を明確に

し，これを目的として設定する。そして，その目的に

従って計算すべき資源や排出物を決め，それらに関す

る情報を収集する範囲（システム境界）を定義する。

「インベントリ分析」ではシステム境界内における資

源消費量や排出物量を算定する。「影響評価」では資源

消費量や排出物量を基に環境負荷量を求め，特性化手

法あるいは統合化手法による指標を用いて環境への影

響を評価する。実施した調査の範囲の相違，インベン

トリ分析におけるシステム境界の定義や配分方法，お

よび影響評価における特性化手法の選択によって異な

る結果が導かれる可能性がある。「解釈」ではこれらの

実施方法による結果への影響を考察する。 

本稿では「解釈」を除く 3 つのフェーズを主な対象

として取り上げる。 
2.2  土木構造物への適用  
(1) 目的と調査範囲の設定 

「建設現場」で排出される CO2 量は日本全体の排出

量の約 1%であるが，原料採掘や資材の製造などを含め

て 終需要別に CO2 排出量を配分すると排出量は約

20%を占める 2)。すなわち，土木構造物において環境影

響を考慮する場合には施工段階のみを対象としないで，

資材の製造から施工，供用，解体，廃棄までのライフ

サイクル全体を評価の範囲とすべきである。なお，評

価項目は必ずしも CO2に限定されるものではない。 
調査範囲は大きく 2 つに分けられる。単に構造物や

工法そのものを範囲とする場合，土木構造物の周辺環

境への影響も含めて範囲とする場合である。加藤らは

ELCEL（Extended Life Cycle Environmental Load：拡張

ライフサイクル環境負荷）を提唱した 3)。社会資本整

備のように当該産業部門や地域を超えて広範囲に影響

を与え，さらにその影響が長期に続く場合には，対象

とする社会資本整備のみの考慮では不十分であると指

摘している。 
土木構造物のライフサイクルは数十年～数百年間の

長期である。環境に対する認識など社会情勢の変化や
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図－1 LCA の構成段階（ISO 14040：2006）1) 
Fig.1 Stages of a Life Cycle Assessment 
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インベントリデータの更新を反映して評価の見直しが

必要になる場合がある。また，それぞれの構造物につ

いても当初の計画から供用期間や用途などが変更され，

ライフサイクルの更新が求められる場合がある 4)。稲

葉らは時間軸を考慮して価値観の変化や技術革新を評

価に取り入れる「ダイナミック LCA」を提唱した 5)。 
評価の範囲はこれらの指摘を踏まえて決められるべ

きであるが，評価手法やインベントリデータの整備の

状況から限定されることが多く，これらの指摘が反映

できていない場合が多いようである。 

(2) インベントリ分析 

土木構造物の LCA については，インベントリデータ

の一層の整備が必要であることが指摘されている 6)。

土木構造物では必要とするデータが多様であること，

あるいは建設機械の一部が単品生産であることなどか

らデータの取得や公開がなされていないことがある。

他方，ひとつの資材，工種等について複数のデータが

開示され，選定に配慮が必要な

場合もある。データのわずかな

相違が大きな差になることがあ

るため，正確で公平性，透明性

の高いインベントリデータの整

備は重要な課題である。 

(3) 影響評価 

土木構造物の環境負荷評価に

おいては環境への影響が多面的

であるため，単一の特性化評価

に加えて環境影響を総合的に考

慮する統合評価を行うことが望

ましい。統合化手法として国内

や世界各国で様々な特徴を持つ

手法が提案されている。代表的

な統合化手法を表－1 に示す。

影響領域や統合化のための重み

付けが異なる。重み付けの方法は被害算定型，問題比

較型，代理指標型に分類される。代理指標型は環境負

荷物質（例えば，CO2）ごとに重み付け係数を設定す

る。Ecological scarcity や日本で開発された JEPIX7)など

が該当する。問題比較型は環境問題（例えば，地球温

暖化）ごとに重み付け係数を設定する。Eco-Indicator99
などが該当する。被害算定型は保護対象（例えば，人

間健康）ごとに重み付け係数を設定する。LIME8)（日

本版被害算定型環境影響評価手法：図－２）などが該

当する。例えば，LIME では資源消費を評価するが，

JEPIX では評価しない。JEPIX は人間の健康や生態系

の保全に焦点をあてているためである。土木構造物は

構造物毎に投入資源や廃棄物の量が大きく異なる。複

数の手法で統合評価を行うと結論が異なる可能性があ

るが，土木構造物の評価について規格や規定に定めら

れた手法はなく，これらを踏まえて適用することが重

要である。 

大気排出物質 資源消費 廃棄物 土地利用 水質 土壌 騒音 振動

LIME ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

LIME2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

EPS2000 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

Eco-indicator99 ○ ○
※１

× × ○ ○ × ×

ELP ○ ○※１ ○ × ○ ○ × ×

Ecological Scarcity ○ ○※２ ○ ○ ○ ○ ○ ×

JEPIX ○ × ○ × ○ ○ ○ ×

※１非金属資源は含まない ※２鉱物資源は含まない
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図－２ 被害算定型環境影響評価手法 (LCIA)のフロー8) 
Fig.2 Flow of Life-cycle Impact Assessment Method on Endpoint Modeling (LCIA) 

      表－１ 各種統合化手法の影響領域 

      Table 1 Impact Category of the Various Impact Assessment Methods 
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3.  新規技術の LCA の事例 

 

3.1  ハーモニカ工法の LCA 
大断面分割シールド工法であるハーモニカ工法は，

小型の矩形掘削機と鋼殻と呼ばれる仮設セグメントを

用いて推進工法により小断面のトンネルをハーモニカ

の吹き口のように連結させて施工したのち，内部の鋼

殻を切断して躯体を構築し，大断面トンネルを完成さ

せる工法である。国道 1 号と横浜環状 4 号の交差点に

おいて国道 1 号をアンダーパス化する原宿交差点立体

化工事に採用された（図－３）。慢性的に生じている渋

滞を緩和することを目的とし，完成後は渋滞の解消に

より年間約 600t の CO2の削減が見込まれている 9)。 
LCA に関するケーススタディでは第 1 期工事（下り

線構築，ハーモニカ工法における分割断面数：6）につ

いて工事計画図書をもとに資源消費量，大気排気物質

量，廃棄物量を算出して環境負荷を評価している 10)。

CO2 排出量は 6,611ｔと算出され，普通ポルトランドセ

メントに替わり高炉セメントを使用することにより既

に 760t の CO2が削減されていることが指摘されている。

高炉セメントはポルトランドセメントの一部を，製鋼

副産物である高炉水砕スラグで置換したものである。 
さらに，使用する鋼材について転炉鋼から電炉鋼へ

の転換を進めることで 1,100～2,300t の CO2削減効果が

見込めることが試算されている。電炉鋼は鉄スクラッ

プを主原料とする鋼材であり，鉄鉱石を主原料とする

転炉鋼とは製銑工程を要しない点で異なる。 
第 2 期工事（上り線構築，分割断面数：4）を含める

と工事全体では 10,000t 程度の CO2の排出が予想される。

同様に高炉セメントの使用や鋼材種類の転換による低

減効果は，それぞれ 1,300t，2,000～4,000t 程度になる

と推察される。アンダーパスの開通による CO2 削減量

が年間約 600t と見込まれていることから，建設に際し

て排出される約 10,000t の CO2 は十数年間かけて回収

されることになる。材料の吟味による削減はこの回収

期間を 2～6 年間程度，短縮することに相当する。 
また，ハーモニカ工法の採用に際しては，開削工法

と比較して地上交通に対する工事規制範囲の縮小と工

期の短縮が可能なことから，工事渋滞の緩和が期待さ

れている。すなわち，アンダーパスが完成する以前に

おいても CO2削減効果が期待されている。 
3.2  キトリートの LCA 
キトリートはトンネル工事などの建設工事で発生す

る濁水の処理システムであり，キトサン凝集剤による

沈澱処理と回収した脱水ケーキの有効利用技術から構

成される。キトサンはカニ殻などから得られる天然素

材であり，凝集剤として用いると処理水の放流先の生

物や漁業資源への影響を抑制することが期待できる。

また，脱水ケーキを緑化工事に利用することで，建設

副産物のリサイクルの推進，処分費用の軽減が期待で

きる 11),12)。 
検討事例では CO2 排出量について評価している 13),14)。

トンネル工事でのキトリートのライフサイクルにおけ

る CO2 排出量（LCCO2）について，PAC 凝集剤と高分

子凝集剤を併用した通常の濁水処理の場合と比較した

（図－４，図－５）。キトリートでは通常の濁水処理の

図－３ ハーモニカ工法の概要 
Fig.3 Image of Harmonica Tunneling Method 

図－５ 濁水処理の CO2排出量 
Fig.5 Life Cycle Emissions of CO2 on Turbid 

Water Treatment Systems 

図－４ キトリートの濁水処理フロー 
Fig.4 Flows of Turbid Water Treatment Systems 
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場合に比べ CO2排出量が 25%削減された（文献 13，14
を基に再精査し，文献の値から修正）。通常の濁水処理

の場合は脱水ケーキの 終処分のための輸送による

CO2 排出量が大きく，キトリートの場合にはこれが省

略できるため削減できた。  
評価事例では，キトリートの電力消費量は運転記録

から求めている。CO2 排出量に換算すると 131t であっ

た。運転計画に基づく事前の検討では一般的な手法を

採用し，モーター等の使用機器の定格出力に対して

80%の負荷で運転することを想定した 15)。この場合の

CO2 排出量は 878t であり，実績の 6.7 倍であった。事

前の検討では稼働率を考慮して試算したが，実態と大

きく異なった。構造材料などの使用量は設計図書など

から比較的精度良く算定できるが，供用期間（施工段

階）に対する評価は運転状況の変化などにより大きな

影響を受けるため注意が必要である。 
3.3  ダクタルの LCA 事例 
超高強度繊維補強コンクリートであるダクタルは，

強度特性や耐久性能が優れているため，構造や施工の

合理化が可能である。酒田みらい橋は河川に架けられ

た歩道橋であり，国内で初めて PC 構造物にダクタル

を適用した事例である 16)。酒田みらい橋の橋長は 50m
であり，周辺の歩道橋の設置状況を参考に，3 径間 PC
単純床版橋（PC 橋）を架設することが従来工法による

標準構造物となると考えられた。ダクタルを採用する

ことにより単径間にすることができ，下部工を合理化

することができた。ダクタルを用いた酒田みらい橋

（ダクタル橋）について，資源消費量，大気排気物質

量，廃棄物量を算出し，PC 橋と比較した 17)。また統合

化手法を適用して単一指標を算出し，評価を行った 18)。

CO2 排出量は 27%削減できた（図－６）。ダクタルの単

位体積あたりの CO2 排出量は通常のコンクリートと比

較して大きいが，下部工の合理化により橋梁として

CO2排出量の削減を果たしていた。 

また，LIME と JEPIX の 2 つの統合化手法を用いて

比較した（表－２）19)。PC 橋を標準構造物とし，これ

に対する評価値を 100 とした場合の環境負荷の低減率

を示した。ダクタルを適用した場合の低減効果は

JEPIX による方が LIME による場合より大きく評価さ

れた。参考のため，ダム構造物に対する検討結果につ

いても併記した。標準構造物ではポルトランドセメン

トの 30%をフライアッシュと置換したセメントを用い

ることとし，置換率を 50%に増加した場合と比較した。

この場合も同様に，環境負荷の削減効果は JEPIX によ

る方が大きく評価された。 

JEPIX では“資源消費”が評価されない。“大気排出

物質”に対して“廃棄物”の重み付けが小さく，主に

“大気排出物質”に支配されていた。LIME では“資

源消費”も評価されるが，JEPIX と同様に“大気排出

物質”は，“資源消費”，“廃棄物”に対して重み付けが

大きいようであった。ただし，“大気排出物質”に対す

る評価は LIME と JEPIX で異なり，特にダクタルの場

合に相違が大きかった。すなわち，評価の対象とした

CO2，NOx，SOx，ばいじんの影響を統合して“大気排

出物質”を評価するが，大気排出物質を評価する際の

各排出物質に対する重み付けが異なっていることが指

摘できる。このように環境問題や保護対象における統

合化過程だけでなく，環境負荷物質の統合化過程にお

いても相違があることに注意が必要である。 

 

4.  新しい技術を評価するために 

 
4.1  目的と調査範囲の設定に関する課題 
ハーモニカ工法の LCA の事例では，構造や施工数量

の変更を伴わず，材質の変更のみによって大きく環境

負荷を低減できることが示された。これはアンダーパ

ス建設時に排出した環境負荷の回収期間を 1 割～3 割

短縮できる効果に相当した。この事例では工事期間中

図－６ ダクタル橋と PC 橋の CO2排出量 
Fig.6 Life Cycle Emissions of CO2 from the

Ductal Bridge and the PC Bridge 

表－２ 標準構造物からの低減率 
Table 2 Reduction of Environmental Impact in comparison  

with the Standard Structures 

PC橋

ダクタル橋

CO2 排出量(t-CO2)
0 100 15050 200

(t) 

上部工 下部工 仮設工 
橋梁 ダム 橋梁 ダム

全体の低減率 16.5% 13.8% 25.1% 21.9%
　　大気排出物質 7.3% 18.7% 24.0% 22.0%
　　資源消費 42.2% 5.5% - -

　廃棄物 40.1% 0.0% 40.1% 0.0%

LIME JEPIX
ダクタル橋 ダム構造物 ダクタル橋 ダム構造物
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の環境負荷低減も見込まれたが，評価されていない。

これが評価できれば，ハーモニカ工法の一層の優位性

も評価できる。 
これらのような評価には，環境便益と環境負荷の両

面の評価が不可欠である。現状では環境便益は主に環

境アセスメントの結果から導かれる。しかし，使用し

た具体的なデータは開示されることが少なく，施工期

間中の評価への展開など二次的な活用が難しい。また，

時間軸や空間軸の拡がりに対し，加藤らや稲葉らの提

案（2.2(1)参照）があるが，LCA を拡張する概念は土

木構造物に対してはまだ十分に導入されていない。 
キトリートの LCA 事例においては技術の特徴を踏ま

えて，CO2 排出量だけでなく，キトサンが生分解性を

持ち土壌や水域環境に長期に残留しないことや，生体

に対する安全性が高いこと，あるいは廃棄物処分場の

枯渇を抑制できることについて評価すべきであると思

われる。しかし，インベントリデータとして濁水処理

設備に関わる CO2 排出原単位のみしか得られなかった

ため，これを評価している。インベントリデータの不

足から，本来評価すべき環境影響項目を考慮して評価

できていない例である。インベントリデータの整備に

ついては次節で述べる。 

土木構造物の LCA に対しては，環境便益に関する考

え方や手法，CO2 以外の環境負荷要因に対するデータ

や手法の整備が重要である。 
4.2  インベントリ分析に関する課題 
インベントリデータの整備が必要であることは，

2.2(2)で以下の点に触れて記述している。 
 
① データ数，種類の不足および非開示 
② 単品生産物に対するデータ収集法 
③ データの取捨選択方法 

 
 ①については，各種の材料，工種に対応した十分な

種類のデータが開示されていないことに加え，キトリ

ートの例にみるように，環境負荷項目の種類が十分で

ないことが指摘された。すなわち，化学物質や廃棄物

の削減効果を取り込んでシステム境界を設定すること

が望まれたが，インベントリデータが十分に用意され

ていないため CO2 排出量に限定した評価を行っている。

土木構造物に関しては国や学会レベルでインベントリ

データの整備が進んでいるが，CO2 以外の情報整備は

難しいようである 2)。欧州では環境ラベルの見直しの

動きもあり 20)，環境負荷は CO2 排出量に限定あるいは

代表されるものではないとの認識も広がっている。今

後，国際情勢にも注意を払いながら整備を進める必要

がある。 
 また，ハーモニカ工法の事例では，高炉セメントの

使用が環境負荷の低減に有効であり，その効果はアン

ダーパス開通後に得られる環境便益の 1～2 年間分に相

当にすることが示されたが，その根拠として重要であ

る高炉水砕スラグの原単位は開示されていない 6)。今

後の社会資本整備の進め方にまで影響は及ぶため，早

期のデータの開示が望まれる。 
 ②について，例えばハーモニカ工法の場合では小型

矩形掘削機について，機械部品の組み合わせではなく，

単なる鋼材の塊として扱った。また、製造に関して消

費したエネルギーは，ハーモニカ工法の掘削機を製作

した工場全体のエネルギー使用量を操業時間に応じて

配分したが、ハーモニカ工法の掘削機に関する正確な

エネルギー使用量は明らかにされなかった。 
 ③について，ハーモニカ工法の例では鉄鋼製品の取

り扱い時に課題が指摘された。 
鉄鋼製品は主に転炉鋼と電炉鋼に分類される。転炉

鋼は原材料として主に鉄鉱石を用い，電炉鋼は鉄スク

ラップを主原料とする。転炉鋼は製銑工程を有するた

め，電炉鋼に比べて生産現場における環境負荷は大き

くなる。電炉鋼の主原料である鉄スクラップは，鉄ス

クラップの元になる転炉鋼の製造時の環境負荷を内在

しているが，電炉鋼の「製造現場」で発生する環境負

荷は転炉鋼の場合よりも小さい。日本鉄鋼連盟では鉄

鉱石を出発原料として転炉鋼と電炉鋼が生産されてい

るとみなして製銑に関わる環境負荷を両者が負担し，

転炉鋼と電炉鋼の区別なく環境負荷原単位を公表して

いる 21)。一方，転炉鋼と電炉鋼を区別した排出原単位

も多数，公表されている 6)。 
ハーモニカ工法の例では，材質の変更を評価するた

め，転炉鋼と電炉鋼を区別して扱った 10)。この区別に

より，アンダーパス建設に投入された環境負荷の回収

期間を 2 割～3 割程度短縮できる効果を見込むことが

できた。区別しない場合にはこの削減効果は期待でき

ない。このように原単位の取り扱いを変更するだけで

環境負荷の低減効果が消失してしまう場合がある。土

木構造物の環境影響評価については，規準，規格類が

整備されていないため，今後もこのようなことが生じ

ることが想像される。土木構造物の環境影響評価は，

社会資本の整備計画にも利用されるため，評価方法の

早期の確立が望まれる。 
 さらに，2.2(2)では言及していないが計画時と運用時

の相違に関する課題についても明らかになった。 
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キトリートの LCA 事例では，濁水処理設備本体の製

造，および濁水処理設備の運用時の電力消費量に関し

て，経済産業省が公表している水処理に関するガイド

ラインを利用した 14),15)。このガイドラインでは，濁水

処理設備の部品構成を考慮し，質量，面積，容量，モ

ータ出力などの実用的な機能単位を用いて構成部品を

組み合わせ，処理設備の製造に関する原単位が算出で

きる。処理設備の運用時の電力消費量に関して，運転

時の各装置の稼働率を予想することは難しく，運転実

績から求めた CO2 排出量は計画時の予想値の 15%であ

った。このような事象は水処理だけでなく，建設重機

の運転の際にも生じることが容易に想像されるため，

機械の性能に基づくデータの整備のみならず，実際の

運転を反映したデータの運用方法の検討が必要である

ことが新たに指摘できる。計画段階における環境負荷

の発生予測値は，施工段階や供用段階における環境負

荷の多寡を判断する目安となり，これを基に種々の判

断が下される。このため，予測の方法は社会的に広く

合意されていなければならない。土木構造物に関する

分野における規準，規格類の制定が待たれる。 

4.3  影響評価に関する課題 
土木構造物の環境負荷評価においては，環境への影

響が多面的であるため統合評価を行うことが望ましい。

また，前節で記述したように多様な環境負荷項目に対

応したインベントリデータの整備が求められているが，

データが整った後には多様な負荷を総合的に評価する

ための手法の整備が必要になることが予想される。 
ダクタル橋とダム構造物の事例では LIME と JEPIX

で評価を行った 19)。統合評価の結果はいずれの構造物

も類似の傾向を示し，JEPIX の方が環境負荷の低減効

果をより大きく表現していた。一方で土木構造物の

LCA において収集できるインベントリは，多くの場合，

大気排出物である CO2，NOx，SOx，ばいじんと，廃棄

物に限られる。統合化手法ではこれ以外にも幅広く取

り扱うことができ，それぞれ特徴を有するが（表－１），

限られたインベントリではこれを十分に活かすことが

できないと思われる。また，先の事例では“大気排出

物質”の評価の内容（影響領域や重み付けなど）が異

なることを指摘した。例としてダクタル橋の場合を構

造形式の変更による環境負荷低減策，ダム構造物の場

合を材料変更による低減策と読み替え，同一の構造物

に対する提案であると仮定する。この場合，図－7 に

示すように評価法によりその効果は逆転することにな

る。土木構造物に関する統合評価の適用に関する蓄積

を進め，その利用方法について検討が必要である。 

 

5.  まとめ 

 
新しく開発された技術を適用した土木構造物の LCA

の事例を通して，土木構造物の LCA における課題を

LCA の各段階に分けて明らかにした。 
社会資本整備は，単に整備に関わる環境負荷の多寡

だけでなく，整備によって得られる環境便益を勘案し

て進められるべきである 4)。この観点から，特に環境

便益の評価手法に関わる手法の開発，インベントリー

データの整備，統合化手法の利用について課題を整理

した。従来指摘されているもの以外にも，LCA を実際

に行うことで新たな課題が指摘された。これらの課題

は LCA の実施者が解決を図るだけでなく，国や業界レ

ベルで対応しなければならないものも多い。業界団体

の情報公開の進展とあわせ，本稿が今後の発展の一助

となれば幸いである。 
 

参考文献 
 

1) 伊坪徳宏，田原聖隆，成田暢彦：LCA シリーズ LCA 概

論，pp.1-30，2007.11 
2) 神田太朗，曽根真理，岸田弘之，花木啓祐：社会資本

LCA に用いる資材のインベントリデータの境界条件に関

する検討，第５回日本 LCA 学会研究発表会講演要旨集，

pp.280- 281，2010.3 
3) 加藤博和，柴原尚希：ELCEL 概念による Social/Dynamic 

LCA への挑戦，日本 LCA 学会誌，5(1)，pp.12-19，2009 
4) 大脇英司，木元明日子，新藤竹文：建設工事における

LCA と環境保全・改善への取組み，コンクリート工学 

500 号記念特集号，Vol.45，No.5，pp.109-113，2007 
5) 稲葉敦：「ソーシャル LCA」と「ダイナミック LCA」の

検証と今後の方向性，LCA 日本フォーラムニュース，26，
pp.4-7，2002 

図－７ LIME および JEPIX により評価した 
大気排出物質の削減率 

Fig.7 Evaluation Result of Air-contaminating Subustance 
by LIME and JEPIX 

0 10 20 30

削減率（％）

0 10 20 30

橋梁

ダム

削減率（％）

ダム構造物

ダクタル橋ダクタル橋

ダム構造物

LIME JEPIX 



大成建設技術センター報 第 43 号(2010) 

60-7

 

6) コンクリート工学協会：コンクリートセクターにおける

地球温暖化・廃棄物の 小化に関する研究員会報告書，

pp.102-207，2010 
7) 科学技術振興事業団報告書：環境パフォーマンス評価係

数（JEPIX）環境政策･法令に基づく日本版エコファクタ

ーの開発，2003.3 
8) 産業環境管理協会：ライフサイクル環境影響評価手法，

LIME-LCA，環境会計,環境効率のための評価手法・デー

タベース，2005 
9) 国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 HP：原宿交差

点立体化事業による整備効果，http://www.ktr.mlit.go.jp/ 
yokohama/service_inf/business/images/e_02-01-03_fig04.gif
（2010.10） 

10) 宮原茂禎，村田裕志，宮地孝，堺孝司：大断面分割シー

ルド工法における環境負荷評価，コンクリート工学年次

論文集，Vol.31，No.2，2009 
11) 川又睦，大野剛，藤原靖，領家邦泰，岡崎聡：環境調和

型凝集剤を含む脱水ケーキの植栽基盤材への利用検討，

土木学会第 64 回年次学術講演会，Ⅶ-149，pp.297-298，
2009 

12) 川又睦，大野剛，赤塚真衣子，辻茂樹，岡崎聡：脱水ケ

ーキを生育基盤材として利用した法面緑化実証試験，土

木学会第 65 回年次学術講演会，Ⅶ-149，pp.297-298，
2010 

13) 木元 明日子，藤原 靖，川又 睦，大脇 英司：キトサン

凝集剤を使用した濁水処理システムの CO2削減効果，第

5 回日本 LCA 学会研究発表会講演要旨集，pp.298- 299，
2010.3 

14) 木元 明日子，藤原 靖，川又 睦，大脇 英司：キトサン

凝集剤を使用した濁水処理システムの LCCO2，第 65 回土

木学会年次学術講演会，Ⅶ-087，2010 
15) 経済産業省：平成 14 年度 環境調和型水処理技術ガイド

ライン調査報告書，2003 
16) 武者浩透，大竹明郎，関文夫，大熊光，児玉昭彦，小林

忠司：無機系複合材料（RPC）を用いた酒田みらい橋の

設計と施工，橋梁と基礎，Vol.36，No.11，pp.2-11，2002 
17) 石原明日子，大脇英司，新藤竹文，堺孝司：超高強度繊

維補強コンクリートの適用による環境負荷低減効果，コ

ンクリート工学年次論文集，Vol.28，No.2，pp.1651-1656，
2006 

18) 石原明日子，大脇英司，新藤竹文：超高強度繊維補強コ

ンクリートを適用した構造物の被害算定型影響評価手法

による環境負荷評価，第 61 回土木学会年次学術講演会，

5-531，pp.1057-1058，2006 
19) 木元明日子，大脇英司，新藤竹文：LCA における統合化

手法の土木構造物への適用性についての考察，第 62 回土

木学会年次学術講演会，5-195，pp.389-390，2007 
20) 上妻義直：変貌する欧州カーボンラベル，日経エコロジ

ー，No.135，pp.68-71，2010.9 
21) 日本鉄鋼連盟：鉄鋼業における地球温暖化対策の取組，

2009，http://www.jisf.or.jp/business/ondanka/joukyo/docs/ 
siryo1.pdf（2010.10） 

 
 


