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1 はじめに 

現在、社会における地球環境に対する意識の高まりから、環境を考慮した製品・サービスが求められてきて

おり、その判断基準として LCA（Life Cycle Assessment）手法を用いた事例が数多く見られるようになってきた。

LCA 手法は元来、環境を配慮した製品設計や製造工程の見直し等に適用されてきたが、国際的に標準化され

たこともあり、環境ラベル（タイプⅢラベル）や環境報告書等のコミュニケーションツールの一つとして利用されて

いる。このように社会におけるコミュニケーションが重要視されつつある中で、紙製品については木材を主原料と

していることから、紙の使用量増加が森林破壊や木材資源枯渇の直接的な原因になっているというイメージを持

たれている。これに対応して、古紙配合率の高い再生紙や木材パルプ代替としての非木材パルプを配合した紙

の使用が森林資源の保全に役立ち、地球温暖化の抑制に貢献しているという考え方が先行している。 

 本研究では、紙製品における二酸化炭素（CO2）を中心とする環境負荷を定量的に把握し、環境影響を総合

的に評価するために、LCA手法を用いた古紙パルプ(DIP)や非木材パルプ（バガスパルプ・ケナフパルプ）を配

合した上質紙のライフサイクルインベントリー（LCI）分析を行い、紙資源の循環型社会システムの構築へ向けた

一指針を提示することを目的とした。 

 

2 対象範囲と前提条件 

2.1 機能単位 

本LCI分析では上質紙（坪量 64g/m2）を対象として、パルプ配合比率は木材パルプ 75％とDIP、または非木

材パルプ（バガスパルプ・ケナフパルプ）をそれぞれ 25%配合したものを基準とした。この基準値は、三菱製紙㈱

八戸工場におけるパルプ標準配合値である。機能単位は上質紙 1000kg（絶乾重量）とした。 

2.2 システム境界 

本 LCI 分析の対象範囲（システムバウンダリー）は Fig.1 に示したように、植林・栽培（Stage0）からチップ・脱ピ

ス化(Stage1-1～1-3)、パルプ製造(Stage2-1～2-4)、紙製造(Stage3)、流通・使用(Stage4)、廃棄(Stage5)、古紙

回収(Stage6)までとした。 

DIP のインベントリー

は、古紙問屋で収集さ

れた古紙（上質紙）を貨

車で三菱製紙㈱八戸工

場に運び、脱墨等の処

理後パルプ化し、上質

紙に配合するという実状

のシナリオを基に分析を

行った。バガスパルプの

インベントリーは、南米・

コロンビアで栽培したサトウキビの絞りかす（バガス）を脱ピス化処理後パルプ化し、船で三菱製紙㈱八戸工場

に運び、上質紙に配合するという実状と同様のシナリオを基に分析を行った。ケナフパルプのインベントリーは、
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千葉県や茨城県で栽培したケナフを栃木県今市市のチップ工場でチップ化した後、㈱東邦特殊パルプ小山工

場でパルプ化し、トラックで三菱製紙㈱八戸工場に運び、上質紙に配合するという実状と同様のシナリオを基に

分析を行った。なお、このケナフパルプのシナリオは国内における人為的栽培かつ小規模工場でケナフパルプ

生産を行う一試行例とする見方が適当である。木材パルプに使用する国内木材については、植林後 35 年で伐

採された混合広葉樹材とし、海外木材については、植林後 10 年で伐採された広葉樹（ユーカリ）とした。 

また、本 LCI 分析は三菱製紙㈱八戸工場をモデルとして行ったが、この建物の建築や土地利用が環境に及

ぼす影響、重機・機械類の製造、また流通の際に上質紙の包装に使用される包装紙材に係わる環境負荷は対

象外とした。 

2.3 植林・栽培における設定条件  

 本 LCI 分析で検討した各種パルプにおける植林・栽培条件と輸送データ（栽培地、土地利用形態、単位面積

当たりの収穫量、植林・栽培や収穫時のエネルギー、肥料の散布量、輸送手段と距離）を Table 1 に示した。 

木材と非木材（草

本）の植林・栽培条件

の大きな違いは、その

土地利用形態にある。

森林と非木材植物の

農地では、環境に及

ぼす影響が様々な点

で異なるが、これらの

相違点を LCI 分析において反映させるのは難しく、ライフサイクル影響評価（LCIA）等で検討する必要がある。 

        Table 1　Data of afforestation-cultivation and transportation for various pulps.
unit Hardwood pulp Bagasse pulp Kenaf pulp DIP

Location (country) - Australia/Japan Colombia Japan Japan
Land use - Forestry Agriculture Agriculture -
Net yield t/ha/year 12.5/4.2 11.7 6.2 -
Light oil for cultivation l/t 0.171/0.04 6.7 0 -
Fertilizer kg/t 1.59/0 3.75 16.1 -
Transport to pulp mill km 6960/100 40 70 600
・Means of transport - Ship/Truck Truck Truck Train
Transport to paper mill km 0/0 15040 600 0
・Means of transport - - Ship Truck -

また、ケナフの単位面積当たりの収穫量については、国内で試験的に栽培された際のデータであるため、海

外の半分程度の収穫量になっているが、本LCI分析ではこの値を使用した。さらに、バガスに対する肥料は、主

に砂糖を収穫することを目的に散布されていることから、サトウキビ生産物の経済価値に応じて肥料の散布量を

配分し、バガスに対する散布量は全体の 1/10 とした（蔗糖：100 円/kg、繊維・ピス：10 円/kg）。これによって、イ

ンベントリー分析に農産廃棄物と栽培植物の違いを反映させられると考えた。また、木材と非木材の生育期間

（成長速度）とそれに伴う収穫量にはかなりの違いがあるが、これも LCI 分析に反映させることは難しいため考慮

しなかった。 

 

3 各種パルプを配合した上質紙におけるCO2排出量 

木材パルプに対してバガスパルプ、ケナフパルプ、またはDIPを 25%配合した上質紙と、木材パルプ 100％で

製造した上質紙におけるCO2排出量をFig.2に示した。この結果では、石炭や重油等の化石燃料を消費すること

により排出されるCO2、黒液の熱回収や上質紙・スラッジの焼却処理等のバイオマス起源により排出されるCO2、

植林・栽培等の生育過程で固定されるCO2に分類して示した。化石燃料を起源とするCO2とバイオマスを起源と

するCO2の総排出量は、DIP＜木材パルプ＜バガスパルプ＜ケナフパルプの順で多くなることが明らかになった。

しかし、バイオマスを起源とするCO2は、植林・栽培等の生育過程で固定されたCO2が、黒液の熱回収や焼却処

理により排出されたものである。つまり、植林・栽培におけるCO2固定分を負のバイオマス起源のCO2排出として

考えた場合、バイオマスを起源とするCO2排出は、打ち消されてしまう結果となる。したがって、各種パルプを配

合した上質紙におけるCO2排出量の比較を、化石燃料を起源とするCO2排出量だけで評価する考え方もでき



る。 

そこで、各種パルプを配

合した上質紙における化石

燃料を起源とするCO2排出

量を各ステージ別にFig.3 に

示した。各種パルプにおける

化石燃料を起源とする総

CO2排出量は、木材パルプ

＜バガスパルプ＜DIP＜ケ

ナフパルプの順に多くなった

が、ケナフパルプのCO2排出

量が特出している以外は、

他 3 種パルプの差は小さい

ことが認められた。各Stage別

にCO2排出量を比較した場

合、Stage2-1～Stage2-4 (パ

ルプ製造)およびStage3 (上

質紙製造)におけるCO2排出

に各種パルプの特徴が確認

できた。バガスパルプを 25%

配合した上質紙の場合、木

材パルプの配合量が減少す

るため、Stage3 (上質紙製造)

におけるStage2-1 (木材パル

プ製造)で生じた余剰エネル

ギー（電力・蒸気）の使用量が減少する。これにより、上質紙製造エネルギーの不足分を石炭や重油で補うこと

になり、木材パルプを 100%配合した上質紙と比較すると、若干CO2排出量が多くなる結果が得られた。しかし、

バガスパルプ製造工場では黒液の熱回収が行われており、化石燃料を起源とするCO2排出量は比較的少ない

ことが認められた。ケナフパルプを 25%配合した上質紙の場合、小規模工場（㈱東邦特殊パルプ小山工場）でケ

ナフパルプが製造されるために、黒液の熱回収は行われず、パルプ製造エネルギーを全てLPGや電力で賄っ

ている。また、蒸解薬品等の回収も行われていないため、パルプ製造工程における蒸解薬品の投入量が多くな

る。したがって、Stage2-3（ケナフパルプ製造）におけるCO2排出量が極めて多くなる結果が得られた。しかし、

Stage2-3（ケナフパルプ製造）で回収されたケナフ黒液は、三菱製紙㈱八戸工場へ運搬されて、上質紙製造エ

ネルギーとして使用される。これにより、Stage3（上質紙製造）における化石燃料を起源とするCO2排出量は、他

3 種パルプと比べて少ないことが確認された。DIPを 25%配合した上質紙の場合、黒液の熱回収を行っている木

材パルプやバガスパルプと異なり、Stage2-4（DIP製造）におけるパルプ製造エネルギーを石炭や重油で賄って

いる。したがって、木材パルプを 100%配合した上質紙と比較すると、化石燃料を起源とするCO2排出量が若干

多くなることが明らかになった。 
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Fig.2 CO2 bound･CO2 emission from biomas and fossil fuels for a life cycle
of woodfree paper containing bagasse pulp, kenaf pulp and DIP of 25%,
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4 各種パルプの配合率とCO2排出量の関係 

バガスパルプ、ケナフパルプ、およびDIPを配合した上質紙における各種パルプ配合率とCO2排出量の関係

をFig.4、Fig.5、およびFig.6 に示した。この結果についても、石炭や重油等の化石燃料を消費することにより排

出されるCO2と、黒液の熱回収や上質紙・スラッジの焼却処理等のバイオマス起源により排出されるCO2に分類

して示した。また、木材植林、サトウキビやケナフ栽培における生育過程、および古紙中に固定されるCO2につ

いても、負のバイオマス起源の排出として示した。 

バガスパルプの場合、パ

ルプ製造工程における蒸解

薬品等の投入量が若干多く

なる。これは、バガスのような

非木材中にはシリカ成分が

多く含有されており、木材パ

ルプと比べると蒸解薬品等

の回収率が低くなるためであ

る。したがって、Fig.4 に示し

たように、上質紙におけるバ

ガスパルプ配合率が増加す

ることにより、化石燃料と起源

とするCO2排出量は若干増

加する傾向が認められた。また、バイオマスを起源とするCO2排出では、バガスパルプ配合率の変化によるCO2

排出量の増減は小さいことが明らかになった。これは、パルプ製造工程でのエネルギー利用方式（黒液の熱回

収）が類似していることに起因している。ピス焼却を起源とするCO2排出については、上質紙におけるバガスパ

ルプ配合率を増加させることによって、CO2排出量が増加する傾向が示された。しかし、バガス中に約 30%含ま

れるピス（微細物）を砂糖生産によって生じる農産廃棄物と考えて、システムバウンダリーからバガス脱ピス化工

程を除いた場合は、ピス焼却を起源とするCO2排出量が除外できる。その場合、バガスパルプを配合した上質

紙における総CO2排出量と木材パルプ 100%で製造した上質紙における総CO2排出量は、ほぼ同等と評価する

こともできる。本LCI分析ではバガス中にピスを含めたシステムバウンダリーを考えているため、上質紙における

バガスパルプ配合量を増加させることによって、植林・栽培におけるCO2固定分は増加する傾向が確認された。 
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Fig.4 Relationship between bagasse pulp content and CO2 bound・CO2

emission for a life cycle of woodfree paper (woodfree paper:1,000kg）.
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ルプの場合、黒液や蒸解薬品等の回収設備が整っていない小規模工場でパルプが製造されるため、

パルプ製造エネルギーをLPGや電力等で賄っており、蒸解薬品等の投入量も多くなる。それに対して木材パル

プの場合、パルプ製造エネルギーを黒液の熱回収でほとんど賄うことができる。したがって、Fig.5に示したように、

上質紙におけるケナフパルプ配合率を増加させることによって、化石燃料を起源とするCO2排出量は増大する

傾向が確認された。また、木材パルプ製造工程で発生した黒液は、木材パルプ製造エネルギーとして消費され

るのに対して、ケナフパルプ製造工程で発生したケナフ黒液は、三菱製紙㈱八戸工場において上質紙製造エ

ネルギーとして使用される。そのため、ケナフパルプ配合率の変化によるバイオマスを起源とするCO2排出量の

増減は小さいことが明らかになった。さらに、木材のパルプ化率が 52%であるのに対して、ケナフのパルプ化率

は 40%と低い。したがって、木材に比べてケナフの収穫量が多くなり、ケナフパルプ配合量を増加させることによ

って、植林・栽培におけるCO2固定分も増加する傾向が示された。 



DIPの場合、DIP製造エネ

ルギーを石炭と重油で賄っ

ているに対して、木材パルプ

の

る環境的な 2

によって最終的に得られる結果は大きく異なってくる。上述したように、再生可能資源（木材）の消費と化石燃

消費のトレード・オフ関係を理解した上で、今後は循環型社会システムの構築へ向けてのコミュニケー

シ

0. 

2)中澤克仁、片山恵一、桂徹、坂村博康、安井至 及び古紙パルプを配合した上質紙のライフサ

3) 良一、安井至、非木材パルプ及び古紙パルプを配合した上質

4) 書用紙のライフサイクル・アセスメント、
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Fig.5 Relationship between kenaf pulp content and CO2 bound・CO2

emission for a life cycle of woodfree paper (woodfree paper:1,000kg）.
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8000

場合、木材パルプ製造エ

ネルギーは、黒液による熱回

収でほとんど賄うことができる。

したがって、Fig.6 に示したよ

うに、上質紙におけるDIP配

合率を増加させることによっ

て、化石燃料を起源とする

CO2排出量が増大する傾向

が確認された。しかし、上質

紙におけるDIP配合率を増

加させると、木材パルプ配合

率は減少することから、バイ

オマスを起源とするCO2排出

量が少なくなり、総CO2排出

量も少なくなることが明らか

になった。また、木材パルプ

配合率が減少することで、木

材の植林等における総CO2

固定分も減少する傾向が示

された。 

 

5 まとめ 
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Fig.6 Relationship between DIP content and CO2 bound・CO2 emission for
a life cycle of woodfree paper (woodfree paper:1,000kg）.
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評価では、黒液のようなバイオマスエネルギーやそこから排出されるCO の取り扱い

方

料資源の

ョンを図っていくことが重要と思われる。 
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