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古紙配合率100％再生紙を使用しています※乱丁、落丁などの不良品がありましたらご連絡ください。新しいものとお取り替えいたします。

塩化ビニル環境対策協議会 Japan PVC EnvironmentaI Affairs Council
〒104-0033　東京都中央区新川1-4-1（住友六甲ビル8F）  TEL 03（3297）5601　FAX 03（3297）5783

お問い合わせ先

編集後記
「視点・有識者に聞く」のコーナーに、日本におけるLCAの第一人者である神戸大学の石川雅紀教授にご登場いただきました。
LCA が社会に与えた最大の成果は、ライフサイクル的な見方を広めたことと言及。また LCA の一手法としての「限界削減費
用法」について紹介。最後に LCAはやはり一定の有効性を持つツールとして、その功績は大きいと評価している。
「トップニュース」では、環境省オフィスの窓すべてに内窓として塩ビサッシ設置の紹介。2006 年 10 月の地球環境局への
設置から始まり、約 2年で大臣室を含めすべての執務室に設置完了。これを受けてこの 6月には国土交通省の大臣室にも塩ビ
サッシを設置予定となり、他省庁への波及することを願っている。
「インフォメーション」では、JPEC が開発した「マイクロチャンバー法」が JIS に採用の紹介。DEHP など建築資材中の
微量放散物質の測定が従来の方法では不可能であったが、この測定法により可能となったもの。指導していただいた田辺先生
からも高い評価をうけている。 （佐々木 慎介）
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〒105-0003　東京都港区西新橋 3-9-3 内山ビル 4階　TEL 03-3578-1260

コンポジションビニル床タイル

階段の施工例

ビニル床シートの施工例

ホモジニアスビニル床タイル

発泡層のないビニル床シート 凹凸のあるビニル床シート

塩ビ床材（ビニル床タイル・ビニル床シート）
塩ビ床材は、塩ビ樹脂の優れた化学的・機械的特性を活かした多種多様の製品があります。商業施設をはじ
めオフィスや学校、一般家庭にも広く普及し我々の身近なところで使用されています。
グリーン購入法適合品をはじめ、床材から床材へのマテリアルリサイクル事業も行い、環境負荷低減に取り組ん
でいます。

主な塩ビ床材の種類

ビニル床タイルの施工例

PV
C

 N
E

W
S

塩
化
ビ
ニ
ル
環
境
対
策
協
議
会

Jap
an PV

C
 E

nvironm
entaI A

ffairs C
ouncil

お
問
い
合
わ
せ
先

TEL

FAX

東
京
都
中
央
区
新
川 

1
|
4
|
1（
住
友
六
甲
ビ
ル
8
F
）

　

 

0
3（
3
2
9
7
）5
6
0
1
　

  

0
3（
3
2
9
7
）5
7
8
3

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1六甲ビル8F　TEL.03-3297-5601
Japan PVC Environmental Affairs Council

塩化ビニル環境対策協議会
http://www.pvc.or. jp

[po lyv iny l  ch lor ide]news

古紙配合率100％再生紙を使用しています※乱丁、落丁などの不良品がありましたらご連絡ください。新しいものとお取り替えいたします。

塩化ビニル環境対策協議会 Japan PVC EnvironmentaI Affairs Council
〒104-0033　東京都中央区新川1-4-1（住友六甲ビル8F）  TEL 03（3297）5601　FAX 03（3297）5783

お問い合わせ先

編集後記
「視点・有識者に聞く」のコーナーに、日本におけるLCAの第一人者である神戸大学の石川雅紀教授にご登場いただきました。
LCA が社会に与えた最大の成果は、ライフサイクル的な見方を広めたことと言及。また LCA の一手法としての「限界削減費
用法」について紹介。最後に LCAはやはり一定の有効性を持つツールとして、その功績は大きいと評価している。
「トップニュース」では、環境省オフィスの窓すべてに内窓として塩ビサッシ設置の紹介。2006 年 10 月の地球環境局への
設置から始まり、約 2年で大臣室を含めすべての執務室に設置完了。これを受けてこの 6月には国土交通省の大臣室にも塩ビ
サッシを設置予定となり、他省庁への波及することを願っている。
「インフォメーション」では、JPEC が開発した「マイクロチャンバー法」が JIS に採用の紹介。DEHP など建築資材中の
微量放散物質の測定が従来の方法では不可能であったが、この測定法により可能となったもの。指導していただいた田辺先生
からも高い評価をうけている。 （佐々木 慎介）

6No.65  June 2008

2008.6
  N

O
.65

インテリアフロア工業会（略称：I.F.A.）
URL  http://www.ifa-yukazai.com/

〒105-0003　東京都港区西新橋 3-9-3 内山ビル 4階　TEL 03-3578-1260

コンポジションビニル床タイル

階段の施工例

ビニル床シートの施工例

ホモジニアスビニル床タイル

発泡層のないビニル床シート 凹凸のあるビニル床シート

塩ビ床材（ビニル床タイル・ビニル床シート）
塩ビ床材は、塩ビ樹脂の優れた化学的・機械的特性を活かした多種多様の製品があります。商業施設をはじ
めオフィスや学校、一般家庭にも広く普及し我々の身近なところで使用されています。
グリーン購入法適合品をはじめ、床材から床材へのマテリアルリサイクル事業も行い、環境負荷低減に取り組ん
でいます。

主な塩ビ床材の種類

ビニル床タイルの施工例

広報だより	 15
第14回「建築・建材展」で塩ビサッシ・塩ビサイディングをPR

『塩ビ製品カタログ』改訂版発行。再編集でさらに使いやすく

トップニュース1		 2
環境省オフィスのすべての窓が「塩ビサッシ」に
断熱リフォームの第3期工事完了。CO2削減へ率先垂範

視点・有識者に聞く	 5
LCA、その功績と課題
環境へのライフサイクル的な見方を社会に広める一方で、 
残された課題も
神戸大学大学院経済学研究科		教授／工学博士　石川		雅紀	氏

リサイクルの現場から	 8
開始半年、塩ビサッシリサイクルモデル事業の現状
北海道江別市・角山開発㈱と 
赤平市・㈱ゼニアテックスの取り組み

インフォメーション	 11
NPO「元気ネット」のメンバーが 
塩ビ管リサイクルの現場を見学
環境省のリサイクル担当官も参加。さいたま市・大水産業㈱の工場で

海外事例紹介	 14
第10回「塩ビ国際会議」開く（英ブライトン）
世界の塩ビ需要予測など幅広いテーマで情報交換。 
日本からはVECが参加

インフォメーション	 13
JPEC開発の「マイクロチャンバー法」がJISに
DEHPなど建設資材の微量放散物質測定が可能に

トップニュース2		 4
「塩ビリサイクル支援制度」の
第１回対象案件決まる！
処理困難な複合製品のリサイクルをテーマとする独創的アイデア3件
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トップニュース 1

環境省オフィスのすべての窓が
「塩ビサッシ」に

断熱リフォームの第3期工事完了。CO2削減へ率先垂範

　環境省が進めてきた一連の断熱リフォーム工事が完了し、東京霞ヶ関に
ある同省オフィス（中央合同庁舎５号館23階～26階）のすべての窓に、塩
ビサッシ（内窓）が施工されました。CO2削減の切り札・塩ビサッシの普及
に大きなインパクトを与える動きです。

●塩ビサッシの省エネ・CO2削減効果
　京都議定書の第１約束期間（2008年度から2012年度）
がスタートし、いよいよCO2をはじめとする温室効果ガ
スの削減へ向けた各国の取り組みが本格的に動き出そ
うとしています。日本の削減目標数値は基準年の1990
年比6％削減となっていますが、2006年には逆に6.4％の
排出増加となっており、目標達成は非常に困難な状況。
特に、90年比で30％以上も増加している民生部門（家
庭および業務その他部門）では、省エネや環境に配慮
した住宅やビルディングの設計が大きな課題で、今年

３月に閣議決定
された「京都議
定書目標達成計
画 」 の 改 訂 版

（新達成計画）
で も、「 住 宅・
建築物の省エネ
性能の向上」な
どの必要が指摘
されています。
　その省エネ対
策の決め手のひ
とつとして、い
ま各方面の注目
を集めているの
が塩ビサッシで
す。塩ビ製の窓

枠に複層ガラスを組み合わせた塩ビサッシは、優れた
断熱性と気密性により建物の開口部から失われる冷暖
房の熱エネルギーを低減できるのが最大の特長。しか
し、日本での普及率は、先進地である欧米に比べて、
北海道・東北などの寒冷地を中心にまだ全国平均で
８％程度となっているため、今後その普及を全国に拡
大していくことで、日本におけるCO2排出量の削減に大
きく貢献することが期待されています。

●2006年10月から工事に着手
　こうした中、かねて塩ビサッシの有効性に着目して
いた環境省は、その優れた断熱・省エネ効果を広く国
民各層にアピールするため、2006年10月から窓の断熱
リフォーム工事に着手。合同庁舎５号館にある同庁オ
フィスの一部に、はじめて内窓タイプの塩ビサッシ（既
設のアルミサッシの内側に付設するタイプ）をモデル
施工（第１期工事）し、他省庁に先駆けた塩ビサッシ

環境省が入っている合同庁舎5号館 

環境大臣室も塩ビサッシで断熱リフォーム
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による“冬期無暖房化”の実践として話題を集めました。
　また、翌2007年３月には、第１期工事の省エネ効果
測定結果（塩ビサッシを長時間開放した場合と閉め
切った場合とでは、室内の温度差が日中で平均2.7℃、
最大4.6℃に達することなどを確認したもの）を踏まえ
て、環境大臣室、副大臣室、審議官室などの幹部執務
室にも塩ビサッシを追加設置しています（第２期工事）。

●期待される他省庁の動き
　今回行われた第３期工事は、先の２回の工事で未改
修となっていたすべての窓（635㎡、79カ所）を対象と
したもので、取り付け作業は２月の第一週からスター
トし、実質「土日のみの延べ10日」という短期間で、
３月末に無事に完了しています。こうした施工性のよ
さも塩ビサッシの特長のひとつ。
　一連の断熱リフォームの総仕上げとなった今回の工
事により、既設の36カ所とあわせて環境省の全ての窓

（４フロア115ヵ所）に塩ビサッシが施工されたことに
なりますが、省内からは省エネ、CO2削減ばかりでなく、
オフィス環境の向上という点でも「窓枠の色（ホワイ

東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻　坂本雄三教授のコメント
　日本の省エネ・温暖化対策として、住宅と建築の断熱化が広く認められるようになりました。
世の中で認められるようになるまでにはかなり時間がかかりましたが、今は京都議定書の目標を
達成するために、国をあげて実施しなければならない対策の一つとなっています。特に日本の
建物は窓が大きいので、窓の断熱化が重要になっています。
　歴史的に見ると、日本の窓は断熱性より軽量化・低価格を重視してきたために、窓の断熱化
が後れていました。塩ビサッシは、断熱窓には欠かせないものです。欧米諸国の塩ビサッシの普及率は50％前後が標
準です。日本の普及率は8％程度で、中国や韓国より低い数値です。環境立国・技術立国として、全く恥ずかしい数
値と言わねばなりません。塩ビサッシの普及率が欧米並みになって、ようやく日本は生活大国と言える状況になるの
ではないでしょうか。

ト）も明るく、非常に快適になった」といった評価の
声が出ているようです。
　塩ビサッシメーカーなどで構成する「樹脂サッシ普
及促進委員会（JMADO）」では、
　「環境省の今回の取り組みは、洞爺湖サミットに向
けての率先垂範という一面もあるのだろうが、こうし
た動きに追随して、他の省庁でも省エネ対策として塩
ビサッシによる断熱リフォームの検討が進むことを期
待したい。話は少し違うが、住宅の省エネ・断熱につ
いては、４月に行われた独立行政法人 新エネルギー ・
産業技術総合開発機構（NEDO）の『住宅・建築物高
効率エネルギーシステム導入促進事業』（住宅やオフィ
スビル等での塩ビサッシ施工など、エネルギー需要の
最適な管理を行うためのシステム導入に対して、その
経費の一部を補助する事業。住宅に係る分の補助予算
額は20億円）の１次募集が、応募総数5240件、金額に
して20.1億円に達し、２次募集を見合わせざるをえなく
なりました。欧米に比べて遅れているといわれる日本
の住宅業界が断熱・省エネに動き出したという意味で
は大変喜ばしい」と述べています。

第３期工事の模様 新たに取り付けられた塩ビサッシ 明るくなったオフィス環境
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「塩ビリサイクル支援制度」の
第１回対象案件決まる！
処理困難な複合製品のリサイクルをテーマとする独創的アイデア3件

　先に塩化ビニル環境対策協議会（JPEC）と塩ビ工業・環境協会（VEC）とで公表したリサイクルビ
ジョンに基づいて、VECが創設した「塩ビリサイクル支援制度」の第１回対象案件が決まりました。応
募の中から選ばれた３件は、塩ビリサイクルの進展を期待させる有用かつユニークなアイデアばかり。

●外部「評価委員会」の検討を経て
   「塩ビリサイクル支援制度」は、塩ビのリサイクル技術開
発やリサイクルシステム構築などに関するアイデアを関係業
界の企業・団体から公募して、「実用化の可能性が高く社
会的にも有用性が認められる案件」に対し一定の範囲内で
資金面での援助を行うもの。昨年（2007年）５月に塩ビ業
界が発表した『リサイクルビジョン―私たちはこう考えます
―』（塩ビのリサイクルシステム拡充と技術開発のための具
体的指針）の実現へ向けた取り組みの一環となるもので、
昨年12月締切りの第１回公募には、普通では気づきにくい
視点にスポットを当てたものが多く、事前の予想を上回る数
の応募が寄せられました。
　これらの応募案件に対して、外部有識者を中心とする評
価委員会（委員長＝中島邦雄・化学技術戦略推進機構理
事長）で計画の実現性、技術やシステムの先導性、事業
化した時の量的効果など、多角的な視点から議論されまし
た。そこで出された意見を踏まえて、以下の３件が採択さ
れることとなりました。

　これらの案件をリサイクル手法別に見ると、マテリアルリ
サイクル（MR）２件（①②）、フィードストックリサイクル

（FR）１件（③）となりますが、いずれもリサイクルの難し
い複合製品の再資源化をテーマとしている点が大きな特徴
となっています。

●塩ビリサイクルに新たな地平を拓く可能性
　耐久性に優れる塩ビは、同時にマテリアルリサイクルし
やすいという高い環境性能を備えた素材ですが、『リサイク
ルビジョン』の中では、排出形態（分別排出か混合排出か）
や製品組成（単体製品か複合製品か）に応じて、それぞれ
に適したリサイクル手法で再資源化すべきとの考えを示し
ています。
　このうち、塩ビと他の素材が一緒になった複合製品の多
くはMRが難しく、通常はFRなどの対象とすることが妥当と
考えられますが、今回採択された３案件のうち２件は、そ
の困難な塩ビ複合製品のマテリアルリサイクルをテーマとす
るもので、塩ビ製品のリサイクルに新たな地平を拓く可能性
を秘めた取り組みといえます。
　また、これらは、◎他材料の混入や汚れがあっても適用
できるもの、◎排出現場でのコンパクトな施設による再資源
化処理で輸送コストや廃棄物処理法上の制約回避に繋がる
もの、◎再生材の用途を大きく広げる可能性を持つものな
ど、独自の方向性を持っており、新しい社会システム構築
の起爆剤としての役割を担っていくことが期待されます。
　「塩ビリサイクル支援制度」に基づくアイデア公募は、
今後2011年度まで４年間にわたり、毎年４月末、９月末、１
月末を締切日として実施されることになっていますが、VEC
では「将来の塩ビ製品のリサイクルの姿を変え、循環型社
会の構築に大きく貢献してくれるものが必ずや生まれてくる
という確信をもって取り組んでいく」と自信を示しています。

①�複合塩ビ廃材のマテリアルリサイクルシステムの開発
（アールインバーサテック株式会社）
②�PVCタイルカーペット廃材のリサイクルに関する研究
（住江織物株式会社）
③�塩ビ壁紙廃材を原料とする吸着性炭化物の製造研究
（株式会社クレハ環境）

◆お詫び
前号64号（2008年3月号）に誤りがありましたので訂正致します。
　 トップニュース「動き始めた『塩ビリサイクル支援制度』」３ページ

左段の最後の行
  （誤） アイデアの公募は毎年４、８、12月末を締切日として
  （正） アイデアの公募は毎年１、４、９月末を締切日として 

トップニュース 2
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LCA、その功績と課題
環境へのライフサイクル的な見方を	
社会に広める一方で、残された課題も
神戸大学大学院経済学研究科 教授／工学博士　石 川 雅 紀 氏

●日本におけるLCA研究の黎明期
　大学院生のときに関西空港の環境アセスメントに関
わったことが、私にとっては、その後のLCA研究に取
り組む上で貴重な体験になったと思います。何しろ環
境アセスメントなどといってもちゃんと理解している
人は殆どいないような時代でした。企業のシンクタン
クの人たちと一緒に猛勉強したおかげで、人的なネッ
トワークも広がり、学位も「環境アセスメントモデル
の開発」で取ることができました。大学院を出て東京
水産大学（現東京海洋大学）の食品工学科に就職して
からも、農水産物のエネルギー分析（採取から加工、
消費までのエネルギー消費量の調査）を行いました。
　ただ、自分が本当にやりたいのは環境の仕事だった
ので、いろいろ考えた末に容器包装のごみ問題に取り
組むことにしました。つまり、食品工学と環境の仕事
が無理なく繋がるのが容器包装の問題だったというこ
とです。当時（1990年代の初め）は牛乳パックのリサ
イクルが話題になっていた頃で、研究を進めるうちに、
あるシンクタンクの関係者から牛乳パックのリサイク
ルについて評価してみないかという依頼がきました。

それで、仲間と一緒に製造時やリサイクル時のごみの
排出量とか、CO2やNOx（窒素酸化物）、SOx（硫黄酸
化物）の排出量、洗浄の手間、コストといったことま
でを総合的に評価したレポートを書き上げたわけです。
　日本にLCAの波が来たのはちょうどその頃で、それか
らは仕事がどんどん舞い込んで来るようになりました。
何しろ、当時の日本で実際にLCA的な仕事をやっていた
のは我々ぐらいのものでした。ということで、気が付い
たら波の先頭に立っていたというのが実感です。

●LCAが社会に与えたインパクト
　これは私だけの見方かもしれませんが、自分の体験
に即して言うと、エネルギー分析と環境アセスメント
というのはLCAの二つの大きなルーツだと思います。
エネルギー分析は、先の農産物の例でもわかるように、
ライフサイクル的観点に根ざして客観的にエネルギー
の消費量を定量化する手法ですが、環境アセスメント
には、ライフサイクル的観点だけでなく、経済や生物
への影響、温暖化問題、社会的インパクトといった質
の違うものがいっぱい入ってきます。ここが厄介なと
ころで、例えば、こうしたレベルの違う要素をすべて
統合して関西空港を作るべきかどうかを問われたら、
客観的な判断というのはきわめて困難で、最後は主観
的な価値判断で決めるしかありません。
　LCAというのは、その客観的な部分と価値判断の部
分を合理的に分けるための手法であって、エネルギー
分析と環境アセスメントの合流した地点に立って、客
観的に定量化できるのはここまで、ここから先は価値
判断ということをきちっと区別したいというのがLCA
の基本的な考え方なのです。LCAをやれば自分たちに
都合のいい客観的な答えがでると誤解している人が未

ライフサイクルアセスメント（LCA）とは
　製品の製造から廃棄まで、全ライフサイクルにわたる環境
負荷（エネルギー消費、資源消費、固形廃棄物発生量、大気
汚染物質排出量、水質汚濁物質排出量等）を積算することに
より、環境に対するインパクト（影響）を評価する手法。
　①製品の環境影響に関する情報を消費者に提供することに
より、製品選択に影響を与え、結果として環境影響の少ない
社会の実現を目指すこと、②企業が自社製品の環境影響をラ
イフサイクルで評価することによって製品の環境面での改善
を行うこと、③政府などが技術システムや、補助金の対象の
優先順位付けなどに用いること、④政府、産業界、市民が環
境政策や、環境目標の合意を作るための共通の言語として用
いること、などを目的とする（石川雅紀「リサイクルと
LCA」から要約）。
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だに沢山存在しますが、そんなことはあり得ない。最
後は価値の問題ですから。
　一方、水素自動車はCO2を出さないから環境にいいと
いった非常に短絡した見方をする人もいますが、走行
中にCO2が出ないという一点だけを見て環境影響を評価
するのはライフサイクル的観点とは全く反対側の議論
です、水素をどうやって製造するかに触れずに環境影
響を議論するのは無意味です。ただ、最近ではそうい
うあまりに単純な議論は、多くの人が「ちょっと違う
んじゃないの」と思うようになっていることも確かで、
電気自動車は排気ガスを出さないとしても、その電気
はどうやって作るのか、その水素はどこから来たのか、
といったことは小学生さえ口にします。そういうライ
フサイクル的な見方を広めたことは、LCAが社会に与
えた最大のインパクトであり成果じゃないかと思いま
す。

●産業界の環境対応を促したLCA
　LCAの歴史を遡っていくと、1969年にコカ・コーラ
がミッドウエスト研究所（現フランクリン研究所）に
委託したリユースボトルとワンウェイプラスチックボト
ルの比較調査に行き着きます。当時の研究者がそんな
ことを意識していたかどうかはともかく、歴史的には
これがエネルギー分析と環境アセスメントが合流した
ような研究の始まりだと思います。アメリカの環境保
護庁（EPA）がフランクリン研究所に委託して様々な
飲料容器のLCA評価プロジェクトを実施するといった
こともあって、LCA発展の基礎が作られていきました。
　それと、もうひとつ指摘しておかなければならない

のは、LCAのデータ整備は産業界、特に石油化学産業
によってリードされてきたということです。
　プラスチックは安くて便利な新素材だったために、ガ
ラスびんとか陶器のコップとか金属缶などの代替製品と
して利用され、どんどん伸びてきたわけですが、環境面
ではごみの問題とか環境破壊といった反対に晒されるこ
とが多く、そのときに説明する道具としてLCAが必要に
なってくる。だからこそどの国でも石油化学産業はいち
ばん初めにデータを整備し、システム開発を進めてきた
わけです。言い換えればLCAが産業界の環境対応を促
したということで、これもまたLCAが果たした大きな社
会的貢献のひとつといえるでしょう。

●プラスチック容器リサイクルに関する一視点
　ちなみに、プラスチック容器に関するLCAの最近の
事例としては、日本容器包装リサイクル協会の「プラ
スチック製容器包装再商品化手法に関する検討結果」
があります。これはプラスチック容器の様々なリサイ
クル手法についてそれぞれの環境影響を評価したもの
で、検討会の座長は私が務めました（囲み記事参照）。
　評価の結果、CO2排出量とかエネルギー削減効果か
ら見てマテリアルリサイクルが特に優れているとはい
えないことなどが明らかになっていますが、今回の調
査は主にCO2とエネルギー資源の消費量をメインにした
ものなので、NOxとかSOx、あるいは水質汚濁や生態
系に対する影響などといった点についてはまだきちっ
とした評価はできていません。従って、今回の結論だ
けで決めましょうなどと言うつもりはありませんが、少
なくとも、容器包装リサイクル法に基づくプラスチッ

プラスチック製容器包装の再商品化手法の検討結果※

　㈶日本容器包装リサイクル協会の「プラスチック製容器包装再商品化手法に関す
る環境負荷等検討委員会」（石川雅紀委員長）が、昨年（2007年）9月にまとめた
報告書。
　現在容器包装リサイクル法に基づいて実施されている各再商品化手法ごとに、環境
負荷を客観的・定量的に評価したもので、エネルギー資源（石炭、原油、天然ガス）
の削減効果、CO2やSOxの排出量などを比較した結果、マテリアルリサイクルが他の
手法と比べて特段優れているといえないことや、エネルギーの削減効果も種類によっ
て大きく異なること、などを明らかにしている。例えば、原油削減効果が最も高いの
はコークス炉化学原料化で、プラスチック1kg当たり0.8kgの削減が可能。マテリアル
リサイクルは幅があり、最大でもその半分の0.4kg程度となっている（図）。

※　評価するエネルギー資源毎に再商品化手法の優劣は違っています。 検討結果の一例

●視点●　有識者に聞く　61
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ク容器包装の再商品化手法として、これまでのように
マテリアルリサイクルを優先する理由はもうないので
はないか、というのが私の考えです。
　特に、いろいろなプラスチックが混ざった組成の複
雑なものを合理的にリサイクルするには、高炉の原料
とかセメントの燃料に回すべきで、私自身は単純にセ
メントを参入させればいろいろな意味でいいんじゃな
いかと思っています。熱回収効率が高い上、技術的に
もタフでいろいろなものが入っても処理できそうです
から、競争構造が働いてコストも下がるはずです。但
し、同じ熱回収でも、現状のごみ焼却場でのエネル
ギー回収などは熱効率の低さから考えて賛成できませ
ん。この点を誤解されると困ります。

●LCAの課題と「限界削減費用法」
　LCAについては、国際標準化機構（ISO）で国際規格
化（14040シリーズ）が行われているほか、各国でもシス
テム整備が進んでおり、日本では独立行政法人産業技術
総合研究所のライフサイクルアセスメント研究センターが

〔LIME〕というシステムを開発しています（2003年の
〔LIME1〕および2006年の改訂版〔LIME2〕）。
　ただ、依然として課題となるのが最後の価値判断の
部分です。環境の価値を判断するということは、ネジ
の標準化のようにはいきません。例えば〔LIME〕など
では、環境負荷のインベントリーデータを計算した上
で、これを温暖化とか生物多様性といった環境問題に
翻訳したり、一定の重みづけをしたりして価値観を統
合するという考え方を取っていますが、これだと、イ
ンベントリーデータまでは客観的に計算できても、そ
の先の価値観統合がやはり複雑すぎる。
　とにかく、実用上のコミュニケーションツールとし
て、一般の市民にとっても企業にとってもLCAはあま
りに難しいと言わざるを得ません。もちろん論理的に
正しいツールであることは確かですが、今後さらに普
及していく上ではこの複雑さ難しさが障害になってい
て、LCAをベースに皆で広く議論するといったことは
相当に難しそうだというのが正直な気持ちです。
　そこで、私はいま福井県立大学の岡敏弘先生や文教大
の藤井美文先生たちと一緒に、限界削減費用法というも

のを提唱しています。この方法は岡先生のオリジナルアイ
デアで、価値の統合を避けて直接お金の話に持っていっ
て優劣をつけてしまおうというのが、その考え方です。
　例えば、同じ値段の製品があって、ひとつはライフサ
イクル的にCO2の排出が多く、ひとつはNOxが多い、こ
のどっちかを選べと言われたらなかなか決められない。
それは価値観そのものだからです。これに対して限界削
減費用法では、環境の価値を比較する代わりに、CO2と
NOxの環境インパクトを同じレベルまで下げるにはどれ
だけの費用が掛かるかを考えます。つまり、世の中で実
際に使われているCO2やNOxの削減装置、例えば太陽光
発電や脱硝装置を仮想的にくっつけてみて、どっちを減
らすほうがよりコストが掛かるのかを計算し、比較する
わけです。用途は限られますが、主観的な判断をしなく
ていい分、グリーン購入とか政府の意思決定には直接使
える方法であり、最近は「もう割り切ってこれでいこう」
ということを国際的にも提案しています。
　LCAとは当初考えられたような万能なものではありま
せんが、かといって何もできないというのも誤りで、過
剰な期待も過小な期待も持つべきではない。環境問題に
対処する上で、LCAはやはり一定の有効性を持つツール
であり、人々のライフサイクル的な見方を深めたという
点で、その功績は決して小さくはないと思います。

いしかわ・まさのぶ

　1953年東京生まれ　工学博士。日本包装学会会長。1977

年東京大学工学部卒業。1984年東京大学大学院工学系研究

科博士課程単位修得満期退学。1985年東京水産大学（現・

東京海洋大学）水産学部食品工学科助手、1990年同食品生

産学科助教授などを経て、2003年から神戸大学大学院経済

学研究科教授。

　日本における環境経済学、LCA研究の第一人者であり、（財）

容器包装リサイクル協会では、1996年の設立以来評議員をつ

とめている。2006年には、産官学民の連携で無理なくごみを

減らせる社会作りを目指すNPO「ごみじゃぱん」代表に就任。

　主な著書・訳書に、『入門　廃棄物の経済学』（東洋経済新

報社、共訳）、『実践LCA　ISO14040対応』（サイエンス

フォーラム）、『リサイクル社会の食品包装設計』（幸書房、共

著）などがある。

略　歴
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開始半年、塩ビサッシリサイクルモデ
ル事業の現状
北海道江別市・角山開発㈱と赤平市・㈱ゼニアテックスの取り組み

　本号トップニュースでもお伝えしたように、省エネルギー対策の切り札として期待が高まる塩ビサッシ
ですが、その普及をさらに促進していく上では、廃棄後の効率的なリサイクル・システムづくりが不可
欠。塩ビサッシ業界では、昨年の10月から札幌市周辺を対象としたリサイクルモデル事業をスタートし
て、課題解決への取り組みを進めています。現場で実際の作業を担当している江別市の角山開発㈱と赤
平市の㈱ゼニアテックスを訪ね、開始から半年あまりの事業の現状を取材しました。

リサイクルの現場から　55

●「サッシtoサッシ」のリサイクル
　塩ビサッシが日本に登場してほぼ30年。耐久性に優れ
た長寿命製品である塩ビサッシも、ここに来て施工の古
いものから順にぼつぼつと廃棄の時期を迎えようとしてい
ます。その量は、最も普及が進んでいる北海道でもまだ
ごく少量にとどまっていますが、今後老朽家屋などの解
体、撤去が進むにつれて、急速に増加していくものと見
込まれています。
　新たにスタートした塩ビサッシのリサイクルモデル事業
は、こうした将来予測に備えて、業界自らが率先して受
け皿となるシステムを構築することにより、現在の埋立処
分中心から資源循環型への転換を図っていこうとするも
ので、㈳日本サッシ協会とプラスチックサッシ工業会およ
び塩ビ工業・環境協会（VEC）の関係３団体は、1999年

から塩ビサッシリサイクル合同ワーキンググループ（WG）
を組織してシステムづくりの調査研究に着手。北海道内
で廃棄された使用済みサッシの再生処理テストや、海外
の先行事例調査、回収量の予測と再生品の品質評価な
ど、足掛け８年にわたる検討作業を経て、2007年10月か
らモデル事業のスタートに踏み切ったものです。
　リサイクルのフローは下の図に示したとおり、①札幌市
周辺の建築解体業者が江別市の角山開発㈱に使用済み塩
ビサッシを搬入、②同社で１次処理（窓枠の切断、ガラ
スの除去など）、③赤平市の㈱ゼニアテックスで２次処理

（金属や異物の除去～粉砕）を行った後、④これを塩ビ
サッシメーカーが引き取って新製品の内部層などに再利
用する、という流れで、文字どおり「サッシtoサッシ」の
マテリアルリサイクルが基本。㈳日本サッシ協会とプラス

チックサッシ工業会は全体の運営管理を担当します。
　プラスチックサッシ工業会の福田恵輝元技術委
員長は「我々の計画では2011年度までを初期段階
と位置づけており、対象地域も札幌市周辺（石
狩・空知・胆振・後志の４支庁管内）に限定して
いる。当面は使用済み塩ビサッシの排出量もそれ
ほど多くない状態が続くと思うが、初期段階での
状況と実績を踏まえつつ、経済産業省と北海道
庁・支庁の指導や学識経験者（東京大学大学院・
清家剛准教授）のアドバイスなどをいただきなが
ら、システムの改善、展開をめざしていく」として
います。リサイクル・モデルのフロー図
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● 解体業者の協力が不可欠－角山開発㈱の取り組み
　塩ビサッシリサイクルの第一次処理（解体）を担当す
る角山開発㈱（寺嶋忠雄社長／北海道江別市角山425；
℡011−385−2669）は、産業廃棄物（主に建材）の中間処
理・リサイクル業者で、設立は昭和59年６月。解体建物
の木屑や瓦礫をはじめ、近年ではプラスチック材の再生
処理（RPF化）にも力を入れており、こうした意欲的な
姿勢が塩ビサッシのリサイクルに関わる動機となりまし
た。
　同社の湯藤学取締役管理部長
は、取り組みの現状について「使
用済み塩ビサッシからガラスを取り
除き、窓枠を４本の部材に切断し
てゼニアテックスに持ち込むという
のが当社の仕事だが、2007年度は
実質約４ヶ月程度しか作業期間が
なかった上、解体工事の少ない冬
場を挟んだこともあって、回収量は約６トンと予測してい
たよりも少なかった。このうちゼニアテックスに持ち込ん
だのは３トン弱で、残り３トン余りが破砕処理後埋立と
なっている」と説明していますが、短い作業期間でもいく
つか課題も見つかっているようで、特に回収面について

「解体業者に協力してもらうこと」の重要性を指摘してい
ます。
　「建設リサイクル法に基づき現場分別される木屑や瓦
礫と異なって、塩ビサッシは潰された状態で持ち込まれ
るものが多い。取引のある解体業者には、リサイクルでき
るように重機で潰さないようにお願いしているが、どの業
者も厳しい環境の中で仕事をしているので、今後使用済
み塩ビサッシの排出量が増えてきた場合、リサイクルに
協力することで経費削減につながるといったメリットが出

てこないと解体業者の協力を得ることが難しくなってくる」
　また、技術面では「外窓のガラスと窓枠の隙間を埋め
るために使われているコーキング材の除去が難しい」と
のことで、「このためリサイクルに回せるのは内窓が中心
で、外窓は埋立せざるを得ない。外窓のリサイクルには
コーキング材の代わりになるものの開発が望まれる」とし
ています。
　同社では、こうした課題を指摘しながらも、今後の取
り組みには積極的な意向を示しており、「基本的には現場
分別によって廃棄物の処理費削減につながればリサイク
ルは進む。それには少し時間がかかるだろうが、我々も
貴重な資源をリサイクルしたいという気持ちは強く、でき
るだけの協力はしたいと思っている。また、それによって
企業イメージが高まることを期待している」と語っていま
す。

● ポイントは金属、異物除去の徹底－㈱ゼニ
アテックスの取り組み

　一方、二次処理を担当する㈱ゼニアテックス（板垣英
三社長／北海道赤平市茂尻旭町１−12−１；℡0125−34−
2221）は、古典的な「タンニンなめし」で知られる高級
鞄メーカー「㈱いたがき」が2000年８月に立ち上げた塩
ビサッシメインのリサイクル会社で、2001年に産業廃棄物
処分業許可（廃プラスチック類）を取得して以降、北海
道内の大手サッシメーカー数社から工場廃品を回収、粉

湯藤部長

 使用済み塩ビサッシ 解体された塩ビサッシ

㈱ゼニアテックスのリサイクル工場

角山開発㈱本社
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砕する仕事に取り組むなど、塩ビサッシのリサイクルでは
最も先進的な企業といえます。
　「塩ビには全くの素人だったが、長い間ABS樹脂の
スーツケースの工場端材をリサイクルする仕事に携わっ
てきたこともあって、大手サッシメーカーからリサイクル
の依頼を受けた。こちらとしても、少しでも循環型社会に
役立ちたいという気持ちと、地域の高齢化に対応して雇
用確保に貢献したいという思いがあり、新たに会社を作
ることにした。現在は年に1000トン程度のリサイクルを
行っている」（板垣社長）
　同社が今回のリサイクルモデル事業に参加したのは、
こうした実績に注目した塩ビサッシリサイクル合同WGの
要請によるもので、WGの作業のごく初期の段階から中間
処理業者として事業との関わりを持っています。
　㈱ゼニアテックスの処理工程は、角山開発で解体され
た塩ビサッシから金属（サッシ内部に補強材などとして

使われているアルミや鉄）を分別
⇒異物（接着剤や汚れなど）の除
去⇒金属検知器⇒粉砕⇒再度金属
検知器にかける、というもので、
金属検知機に２度通すことにより
微量な金属の残りも完璧に除去し
ている点が大きな特徴。
　「リサイクル原料としての品位

を上げるために、金属は可能な限り取り除く。そのために
精度の高い検知器を使っており、ビスを外した後にわず
かな金属がこびりついているだけでも機械が止まるように
なっている。金属の除去も接着剤などの汚れ落としも全
て手作業で行うため想像以上の手間がかかるが、リサイ
クルする上ではここが最も気を使う肝心な部分であり、
手を抜くわけにはいかない」（板垣社長）
　同社では2007年度の取り組みで、角山開発から持ち込

まれた３トン弱のうち、再生塩ビとして２トン強をリサイ
クルしているほか、鉄・アルミも約600kgを別途リサイク
ルしています。今後の事業展開について板垣社長は、「廃
棄量の増加に備えて、周辺環境にも配慮しながら、限ら
れた資源の有効利用を第一に考えリサイクル社会の環境
作りに邁進していく」としています。

● 有効なリサイクルシステム作りを期待（北
海道環境生活部）

　最後に、塩ビサッシのリサイクルモデル事業に行政面
から指導、アドバイスを行っている北海道環境生活部の
環境局循環型社会推進課に、事業への期待などを伺いま
した。お話しいただいたのは、同課循環推進グループの
川島幸治主幹と竹澤祐幸主査のお２人。
　「塩ビサッシはその断熱効果から寒冷地・北海道での
普及が全国で最も進んでいるが、同時に廃棄物の量も北
海道が多い。これは、本州が中心で北海道は一部という
廃棄物問題の一般的な形とは逆
の現象であり、そういう意味で
は、塩ビサッシのリサイクルは北
海道にとって重要なテーマだとい
える。塩ビサッシ業界には、有
効なシステムになるようきっちり
としたスキームを作ると同時に、
リサイクルの形態も環境負荷が
掛からないよう考慮してもらいた
い。道としても何か困っているこ
とがあったらできるだけアドバイ
スしたいと考えている」（川島主
幹）。
　「道では平成18年度から産業
廃棄物の最終処分場への搬入に
対して課税をする循環資源利用
促進税を導入しており、この税収を財源に産業廃棄物の
排出抑制やリサイクルの促進を目的として設備費やリサイ
クル技術の研究開発に要する経費への補助、リサイクル
アドバイザーの派遣など各種事業を実施している。塩ビ
サッシのリサイクルモデル事業を進める上でも役立つ制
度であると思うので、ぜひこうした制度の活用も検討して
もらいたい」（竹澤主査）。

板垣社長

異物除去はすべて手作業

川島主幹

竹澤主査

金属検知機で金属を除去

リサイクルの現場から　55
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●リサイクル率60％の優等生
　塩化ビニル管・継手協会では、使用済み塩ビ管・継
手の有効利用促進をめざして、平成10年度から“パイ
プからパイプへ”のマテリアルリサイクルに取り組ん
でいます。
　その概要は、各地の工事現場や建設現場から排出さ
れる使用済み塩ビ管・継手を、排出者が前処理を行っ
たのち全国各県にある最寄の受入拠点に持ち込み、リ
サイクル協力会社（今回の大水産業もそのひとつ）が
再生原料に加工し、会員会社やリサイクル協力会社で
リサイクル管（三層管、発泡三層管、REP管）を製造
するというもので、平成15年度からは、排出者が前処
理（汚れ落しや異物除去）する手間を省くために、中
間処理拠点（契約中間処理会社）も新設。この結果、
現在では年間22,000トン近くの使用済み塩ビ管が回収さ
れ、リサイクル率も平成11年度の40％から19年度には
約60％にまで向上しました。
　また、こうしたリサイクル実績と製品そのものの性
能のよさから、グリーン購入法（「国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律」）の特定調達品目指
定、環境JIS規格の制定、エコマーク認定基準の制定な
ど、国や公的機関による認定・採用があいついでおり、
文字どおり「リサイクルの優等生」として、高い評価
を集めています。

●回収面の問題などで質疑応答
　今回の見学会は、かねて塩ビ管のリサイクルに関心
を示してきた「元気ネット」側から、実際の作業の様
子を現場で確認したいという申し出を受けて実現した
もので、当日は鬼沢良子事務局長と同会メンバーの中
岡悦子（環境カウンセラー）、土屋晴子（ジャーナリス
ト）、舘野由利（環境カウンセラー ・調理師）の４氏が
参加したほか、環境省からも廃棄物・リサイクル対策
部企画課および産業廃棄物課の担当官３名が参加。一
方、塩ビ業界からは塩ビ工業・環境協会（VEC）の関
成孝専務理事と塩化ビニル管・継手協会の石崎光一技
術・環境部長らが同行して、案内に当たりました。
　一行はまず、さいたま市岩槻区にある大水産業本社を
訪れ、同社の佐藤志郎社長から事業の現状やリサイクル
工程などについて概要の説明を受けた後、隣接した浦和
工場で、使用済み塩ビ管の回収、分別の状況などを見学。

インフォメーション

NPO「元気ネット」のメンバーが
塩ビ管リサイクルの現場を見学
環境省のリサイクル担当官も参加。さいたま市・大水産業㈱の工場で

さる3月26日、NPO法人「持続可能な社会をつくる元気ネット」（通
称「元気ネット」、崎田裕子理事長）のメンバーと環境省のリサイク
ル担当官らが、埼玉県さいたま市の大水産業㈱を訪れ、塩ビ管リサ
イクルの状況を見学。使用済み塩ビ管が真新しいリサイクル管に生
まれ変わるまでを熱心に見て回るなどして、塩ビ業界の取り組みに
理解を深めました。

インフォメーション

◆「持続可能な社会をつくる元気ネット」
　元富士常葉大学教授の松田美夜子さん（現原子力委員会委
員）が1996年に立ち上げた「元気なごみ仲間の会」を前身
とする特定非営利活動法人。設立は2003年7月。持続可能
な社会実現への寄与を目的に、環境問題や廃棄物問題に取り
組む市民・事業者・行政の連帯をめざして、リサイクルをは
じめとする循環型地域づくりに携わる全国各地の取組みの情
報提供とネットワークの構築、 環境セミナーの開催、元気大
賞の選定など幅広い活動を展開している。事務局（本部）は
〒160−0023 東京都新宿区西新宿6−12−7−807
＜http://www.genki-net.jp＞

大水産業㈱本社
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　大水産業のリサイクル管（Rスーパー）は、現在、埼
玉、神奈川、山梨、新潟、岐阜各県のおよそ100市町村
で公共下水道の本管および取り付け管などに採用され
ており、同社では年間5000トン処理（現在は約4000ト
ン）を目標に回収量の増加などに力を注いでいますが、
見学後の質疑応答でも回収面の問題に質問が集中。こ
れに対して大水産業からは、「リサイクル事業は何より
原料が集まることが第一。品質のいい使用済みパイプ
を集めるのは大変だが、状況は少しずつ改善されつつ
あり、関東近辺からの回収が増えてきている」「リサイ
クルの輪は一人だけでは作れない。情報を提供してく
れる販売店や、製品を採用してくれる自治体の協力が
不可欠」などの説明が示されました。

佐藤社長の説明を聞く見学者一行

● 時代のニーズにマッチした事業（参加者の感想）
　一行は続いて、茨城県石岡市の八郷工場に移動して、
粉砕された原料が再び塩ビ管に生まれ変わるまでを見
学。参加者はいずれも工場関係者の説明を聞きながら、
真剣な表情で一連の工程に見入っていましたが、見学
後、「元気ネット」のメンバーからは次のような感想が
寄せられ、今回の体験が塩ビリサイクルの一端を理解
する上で貴重な機会となったことをうかがわせました。
・ リサイクル材が集まれば、5000トン／年まで可能という

ことなので、回収エリアの拡大をもっと広げて欲しい。
・ 公共事業をはじめ、行政の塩ビリサイクルへの取り

組み強化を図る施策が必要だ。
・ 良質のリサイクル品を作るには汚れのない状態で分別

をきちっと行うことが前提となることが再確認された。
・ 大水産業に持ち込まれた使用済み塩ビ管のうち99％

がリサイクルされているということに、驚きもし尊
敬もした。時代のニーズにマッチした事業展開をさ
れていることがよく分かった。
・ 現場を見ることで感動と気付きがあった。もっとこ

のシステムが広がればいいと思う。

浦和工場で回収の状況などを見学 専用のカゴパレットに分別された使用済み塩ビ管

八郷工場で真新しいリサイクル管に生まれ変わる あとは出荷を待つばかり

インフォメーション
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●製品評価のための新たな試験方法
　室内空気質の確保のために厚生労働省が定めた室内濃
度指針値（以下、指針値）設定物質のひとつであるフタ
ル酸ジ-２-エチルヘキシル（DEHP）は、軟質塩ビ製品な
どに可塑剤として使用される材料で、塩ビに使われる可
塑剤のおおよそ６割を占めています。指針値が設定された
物質のうちホルムアルデヒドについては、その放散量測定
法としてJIS A 1901「建築材料の揮発性有機化合物

（VOC）放散測定方法」が制定されていますが、その方法
ではDEHPの放散量は測定できないことが分かりました。
　そのため、DEHPを含有している塩ビ製品については、
製品評価のためのDEHP放散試験方法の開発が必要でした。

●マイクロチャンバー法の概要
　そこでJPECは、製品からの可塑剤の放散測定方法とし
て、東京大学生産技術研究所の加藤研究室で研究が進め
られていたガラス製チャンバー法に着目。それをより精度・
感度の優れたものにしようと、㈱ダイヤ分析センターと共同
で2002年から２年間をかけて改良を行い、マイクロチャンバー
法と命名しました。測定法の概略は次のとおり（図参照）。
⑴  放散捕集工程では、常温（28℃）において検体から図

のチャンバー内に放散するSVOCを捕集管で捕集し、
ガスクロマトグラフ／質量分析法（GC／MS）で分析
定量する。

⑵  加熱脱着捕集工程では、⑴の使用済検体をチャン

バーから取り
外して、220℃
の 加 熱オー
ブン中でチャ
ン バ ーを 加
熱し、チャン
バー内 壁に
吸 着 し た
SVOCを不活
性ガス（He）で揮散させて捕集、⑴と同様に分析定
量後、⑴と⑵の結果を合算して放散量とする。

●2008年2月にJIS規格として公布
　シックハウス対策として公表された厚生労働省の室内
空気中の化学物質の濃度指針、また建築基準法の改定に
対応する建材の基準作りが経済産業省委託事業として㈶
建材試験センターで進められることとなり、このマイクロ
チャンバー法を「建材からのSVOC放散測定方法」とし
て提案しました。
　そして㈶建材試験センターのSVOC測定法部会（部会
長  田辺新一早稲田大学教授）での2003年から３ヵ年に
亘る各種SVOC放散評価方法の検証とスクリーニングの
結果、この提案の方法を基にしたJIS原案が作成され、経
済産業省工業標準調査会での審議を経て、2008年２月JIS
規格として成立、公布されました。

⑴＋⑵＝放散量

マイクロチャンバー法の捕集工程

早稲田大学　創造理工学部建築学科　田辺 新一教授のコメント
　厚生労働省がシックハウス問題に関して13の化学物質の室内濃度指針値を定めたが、DEHPなどの
SVOCに関しては、建材などからの放散量を正確に測定する方法がなかった。一部の人の中には化学物
質は全て悪いという誤解もあるようであるが、本質的にはリスクを考慮してうまくつきあうことが必要で
ある。そのために、ホルムアルデヒド、トルエンなどのように放散速度を精度良く測定する方法が必要
とされていた。工業界を含めて測定法の標準化に取り組めたことは大変意義深いと考えている。欧州で
もSVOC測定法に関しては、良い方法がなくJIS A 1904をISO化できないかと検討が行われている。

インフォメーション

JPEC開発の「マイクロチャンバー法」がJISに
DEHPなど建設資材の微量放散物質測定が可能に

JPECが改良開発研究を行ったマイクロチャンバー法が、このたび財団法人建材試験センターでの３ヵ年にわた
る審議および経済産業省工業標準調査会での審議を経て、JIS A 1904「建築材料の準揮発性有機化合物

（SVOC）放散測定方法−マイクロチャンバー法」として発行されました。
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第10回「塩ビ国際会議」開く（英ブライトン）
世界の塩ビ需要予測など幅広いテーマで情報交換。

海外事例紹介

　第10回「塩ビ国際会議」が去る４月22日～24日の３日間、
イギリスのブライトン（Brighton）で開催されました。会議
では、世界の塩ビ需要予測やヨーロッパのリサイクル状況
などについて欧米から報告があったほか、日本からも塩ビ
工業・環境協会（VEC）が参加して、招待講演（「日本と
アジアの市場」）や一般講演（「日本での塩ビリサイクル」）
を行い、参加者の関心を集めました。

●2012年、中国の塩ビ需要は世界の3分の1に
　塩ビ国際会議は、ロンドン近郊のリゾート地ブライトンで3
年毎に開かれるもので、開催地の名前を取ってブライトン会
議とも呼ばれます。塩ビの世界会議としては最大級の規模
で、今回はヨーロッパ各国を中心に、日米を含め約450名の
塩ビ関係者が参加し、情勢報告や情報交換が行われました。
　会議は１日目が全体会、２日目以降が分科会というプログ
ラムで、このうち13件の基調講演および招待講演が行われ
た全体会では、アメリカの化学コンサルティング会社CMAI
が、急速に拡大を続ける中国の塩ビ需給およびコスト構造
について注目の報告。「世界の塩ビ需要は現在の3500万tか
ら2012年には4500万tにまで拡大し、うち中国が1500万tを占
める」と予測した上で、「中国は2009年頃に輸出ポジション
となるが、主流であるカーバイド法塩ビも石炭価格の上昇お
よびエチレン価格の今後の低下を予測すれば、欧州に輸出
するだけのコスト競争力はない」との見方を示しました。
　「Vinyl 2010※の2010年に向けてカウントダウン」と題し
て発表を行ったECVM（欧州塩ビ製造協議会）は、①
Vinyl 2010コミットメントは、業界の自主的な公約の模範と
して世界の塩ビ関連業界に大きな影響を与えたこと、②使
用済み製品の20万tのリサイクルは達成の見通しであること、
③塩ビリサイクルに対して財政的援助を継続すること、④
特に塩ビ廃棄物の収集・選別を促進するRecovinylシステム
を拡大する考えであること、などを表明。このほか、欧州で
進められてきた２件のフィードストックリサイクル・プロジェ
クトが失敗したことなども報告されましたが、2010年以降の
明確なビジョンは示されませんでした。
　VECの関専務理事が行った招待講演は、塩ビをめぐる日

本の行政、トップ企
業の動向などを中心
に、塩ビ内窓を設置
した環境省の試みや、
昨年12月に開催され
た「エコプロダクツ
2007」の模様などを
紹介したもの。塩ビの説明に聞き入る子供達の写真なども
交えた説明が、他の発表には見られない生き生きした印象
を聴衆に与えたようでした。

● 塩ビのサステナビリティなどに高い関心
　一方、３つの会場に分かれて行われた分科会では、サス
テナビリティ、重合、加工、コンポジット、可塑剤、安定剤、
樹脂改良材、充填材などジャンル別に計59件の発表（一般
講演）がありました。鉛安定剤については2015年までに他
の安定剤に代替する予定が、代替技術の進展や鉛安定剤
価格の上昇などにより2012年ごろに達成される見通しである
ことも報告されました。リサイクル関連の発表は４件で、日
本での塩ビリサイクル状況を説明したVECの報告に対して
は、フィードストックリサイクルの将来、壁紙リサイクル技術
についての質問があいつぎ、こうした分野に対する欧州の関
心の高さを感じさせました。
　今回の会議についてVECの関専務理事は「技術開発の
一つの焦点は鉛安定剤の代替にあり、Ca/Zn系安定剤に関
する発表が数多くありました。塩ビのキー技術は配合技術
にありますが、高性能滑材、ハイドロタルサイト類似構造を
もつ鉱物、N−アルキルピロリドンなどの新たな添加効果が
発表され、また製品分野でも塩ビ建材の製品改良が丹念に
行われていました。このような新たな技術挑戦とともに、発
表をめぐる質疑のなかに想像以上の熱気が感じられまし
た。」と感想を語っています。

※ ヨーロッパの塩ビ関連業界が「持続可能な発展」をめざして
2000年３月に結成した非営利団体。2010年を目処としたリサイク
ル目標や安定剤の使用などについてボランタリーコミットメントを
提示し、進捗状況を毎年公表している

招待講演中のVEC・関専務理事
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広 報 だ よ り
●第14回「建築・建材展」で塩ビサッシ・塩ビサイディングをPR
　樹脂サッシ普及促進委員会と樹脂サイディング普及促進委員会は、3

月4日～7日まで、江東区・有明の東京ビッグサイトで開催された「建

築・建材展2008」（主催；日本経済新聞社／後援；経済産業省、国土交

通省、環境省ほか）に共同出展し、21世紀のエコ住宅を担う塩ビサッシ

と塩ビサイディングの役割を4日間にわたってアピールしました。

　同展は、「安全・安心な住宅・建物づくり」に関するさまざまな情報発

信の場として知られるもので、第14回目を迎えた今回は、出展社数311

社、出展小間数698小間という過去最大規模での開催となりました。

　両委員会では、期間中、サイディングの外壁に実物の塩ビサッシを取り付けたモデルルームを設置したり、

塩ビサッシの性能が体験できる結露試験装置や遮音体験機を展示したりして、手触り感豊かなPR活動を展

開。ブースを訪れた来場者の中には、「住宅の省エネには窓の断熱化が有効だと、ちょっと前にテレビで聞い

たばかり。それ以来塩ビサッシに興味を持ったが、こうして実物を見ると遮音効果の高いことも含めて、性

能が実感できる」「塩ビサイディングのことはよく知らなかったが、担当の人の説明では、長寿命で軽量、し

かもメンテナンスフリーとのこと。それに落ち着いた上品な

色彩が揃っていることも魅力だ」といった感想を洩らす人も

あり、来場者の応接に当たった関係者は、「温暖化問題への

意識の高まりから塩ビサッシについての社会的認知度は高

まってきている。サイディングについてはもう少し時間が掛

かりそうだが、こうした広報活動を積み重ねることで徐々に

普及が進んでいくと思う」と語っていました。

●『塩ビ製品カタログ』改訂版発行。再編集でさらに使いやすく
　現代社会や生活のさまざまな場面で活躍する塩ビ製品の数々を網羅したパンフ

レット『塩ビ製品カタログ』の改訂版（version2）が発行されました（制作＝塩

化ビニル環境対策協議会／塩ビ工業・環境協会；A4版カラ－、36頁）。

　2005年4月の初版発行以来、カラー写真をふんだんに使ったデザインと分かり

やすい製品説明が好評を集めている『塩ビ製品カタログ』。今回の改訂版では、製

品群をこれまでのタイプ別（硬質／軟質）から用途別（土木・建築／住宅／内装

／包装／園芸／一般用）に整理し直した上で、内容もさらにボリュウムアップ。

特に、一般用の部門で、手袋・長靴、バッグ、保育用品、健康グッズ、塩ビ図書

などの項目を新たに立てて、より詳しい解説を加えているのが特徴です。

　塩ビ製品の幅広い用途と多彩なレパートリー、そして、私たちの生活と塩ビとの深い関わりは、この一冊

で一目瞭然。巻末には、塩ビ製品の作り方や、各製品ごとの主な問合先（製造メーカー、業界団体）を紹介

した便利な情報ガイドも。

　『塩ビ製品カタログ』をご希望の方は、協会事務局まで（Tel 03-3297-5601、Fax 03-3297-5783）。

モデルルームなどを駆使した
手触り感豊かな展示会

担当者の説明で、塩ビサイディング・塩ビサッシの
環境性能を納得

広報だより
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〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1六甲ビル8F　TEL.03-3297-5601
Japan PVC Environmental Affairs Council

塩化ビニル環境対策協議会
http://www.pvc.or. jp
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古紙配合率100％再生紙を使用しています※乱丁、落丁などの不良品がありましたらご連絡ください。新しいものとお取り替えいたします。

塩化ビニル環境対策協議会 Japan PVC EnvironmentaI Affairs Council
〒104-0033　東京都中央区新川1-4-1（住友六甲ビル8F）  TEL 03（3297）5601　FAX 03（3297）5783

お問い合わせ先

編集後記
「視点・有識者に聞く」のコーナーに、日本におけるLCAの第一人者である神戸大学の石川雅紀教授にご登場いただきました。
LCA が社会に与えた最大の成果は、ライフサイクル的な見方を広めたことと言及。また LCA の一手法としての「限界削減費
用法」について紹介。最後に LCAはやはり一定の有効性を持つツールとして、その功績は大きいと評価している。
「トップニュース」では、環境省オフィスの窓すべてに内窓として塩ビサッシ設置の紹介。2006 年 10 月の地球環境局への
設置から始まり、約 2年で大臣室を含めすべての執務室に設置完了。これを受けてこの 6月には国土交通省の大臣室にも塩ビ
サッシを設置予定となり、他省庁への波及することを願っている。
「インフォメーション」では、JPEC が開発した「マイクロチャンバー法」が JIS に採用の紹介。DEHP など建築資材中の
微量放散物質の測定が従来の方法では不可能であったが、この測定法により可能となったもの。指導していただいた田辺先生
からも高い評価をうけている。 （佐々木 慎介）
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インテリアフロア工業会（略称：I.F.A.）
URL  http://www.ifa-yukazai.com/

〒105-0003　東京都港区西新橋 3-9-3 内山ビル 4階　TEL 03-3578-1260

コンポジションビニル床タイル

階段の施工例

ビニル床シートの施工例

ホモジニアスビニル床タイル

発泡層のないビニル床シート 凹凸のあるビニル床シート

塩ビ床材（ビニル床タイル・ビニル床シート）
塩ビ床材は、塩ビ樹脂の優れた化学的・機械的特性を活かした多種多様の製品があります。商業施設をはじ
めオフィスや学校、一般家庭にも広く普及し我々の身近なところで使用されています。
グリーン購入法適合品をはじめ、床材から床材へのマテリアルリサイクル事業も行い、環境負荷低減に取り組ん
でいます。

主な塩ビ床材の種類

ビニル床タイルの施工例
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