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Abstract 

Life cycle impact assessment for woodfree printing papers containing nonwood pulp or 
deinked pulp was investigated by eight environmental impact methods (EPS1992, EPS2000, 
Eco-Point1993, Eco-Point1997, Eco-Indicator95, Eco-Indicator99, Panel method and 
Distance to Target method) based on the results of LCI analysis.  

All methods evaluated that the environmental impact of woodfree paper containing kenaf 
pulp was the largest among four woodfree papers and seven methods other than 
Eco-Indicator99 calculated that it was 1.8 times of woodfree paper containing DIP.  All 
methods confirmed that CO 2  emission was the largest source and six methods other than 
Eco-Point1993 and Eco-Indicator99 showed that it accounted for about 70% of the total 
environmental impact.  
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1. 緒言  
現在、社会における地球環境に対する意識の高まりから、企業においては環境を考慮した製

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。これまでに我々は、古紙パルプ（DIP：Deinked 
Pulp）および非木材パルプ（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：Life Cycle Inventory）分析を行ってきた。しかし、紙製品による地球環境への
影響を考えた場合、CO 2による地球温暖化、硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）による酸
性化、CODやBODによる水質汚濁、固形廃棄物の埋立による最終処分場の逼迫、植林や非
木材栽培による土地利用等の多岐にわたる環境影響因子が存在するため、将来的にどのよう

な環境影響を優先し、どのような対策を取ったら良いのかといった判断が難しい。  
そこで本研究では、これまでに報告してきた LCI 分析結果を基にして、世界各国で開発され

たライフサイクルインパクト手法 8 種類（EPS1992、EPS2000、Eco-Point1993、Eco-Point1997、
Eco-Indicator95、Eco-Indicator99、パネル法、Distance to Target 法）を適用し、各種インパクト
手法の特性を把握した上で、DIP や非木材パルプを配合した上質紙における環境影響評価を
試みた。なお、本要旨では代表的な 4 種類のインパクト手法 （EPS2000、Eco-Point1997、
Eco-Indicator99、パネル法）による環境影響評価の結果だけを報告する。 

 
2. 上質紙のLCI分析  
2.1 機能単位  
機能単位は、上質紙（絶乾重量：坪量 64g/m 2 ）1000kg製造を対象とし、パルプ配合比率は

木材パルプ 100%、もしくは木材パルプ 75%にDIP、バガスパルプ、ケナフパルプを各種 25%配
合した上質紙を基準とした。 
2.2 システム境界  

Fig.1 に示したように、本研究のシステム境界は植林・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、Stage0 での植
林 ・栽 培 の成長過程における

CO 2固定分ついては考慮せずに

評価を行った。 
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Fig.1 Life cycle flow of woodfree papers containing various pulps.
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2.3 環境負荷項目  
本研究では、これまで対象としてきた大気汚染物質 (CO 2、SOx、NOx)および焼却灰等の無

機物排出量の他に、各種インパクト手法に適用できるように、エネルギー資源（原油、石炭、天

然ガス）、水質汚濁物質（BOD、COD）、土地利用（森林地、農地）等の項目も対象とした。 
2.4 LCI 分析結果  
 上述したシステム境界・前提条件における各種パルプを配合した上質紙の LCI 分析結果を
Table1 に示した。購入電力に関しては各種インパクト手法に適用できるように、電力製造により
消費されるエネルギー資源（原油・石炭・天然ガス・ウラン等）として換算して表示した。  



Table 1  LCI results of woodfree paper containing various pulps (1,000kg) .
Enviromental loads Wood pulp Bagasse pulp Kenaf pulp DIP

Natural gas (kg) 3.96 4.03 214 4.34
Crude oil (kg) 140.7 137.4 192.0 128.3

Coal (kg) 222.8 272.5 197.8 299.3
Uranium (kg) 6.90E-04 7.10E-04 2.98E-03 7.60E-04

Total energy (MJ) 1.27E+04 1.39E+04 2.60E+04 1.42E+04
Wood (kg) 1748 1312 1312 1312

CO2 from Fuel fossil (kg) 1142 1278 1871 1293
CO2 from Biomass (kg) 2828 3166 2791 2431

NOx (kg) 2.82 2.84 3.52 2.75
SOx (kg) 0.88 0.90 1.20 0.76
BOD (kg) 0.0 0.102 0.756 0.0
COD (kg) 4.23 6.30 3.24 3.49

Solid waste (kg) 182.7 194.9 179.4 198.0
Arable land (m2/year) 0.0 601.5 915.3 0.0
Forest land (m2/year) 1813 1360 1360 1360

 
3. 各種インパクト手法による環境影響評価  
3.1 EPS 法による環境影響評価  
 EPS（Environmental Priority Strategies for Product Design）は、主にスウェーデン環境研究
所（IVL）で開発した環境影響計算システムであり、生物学的多様性、人間健康、生物成長、資
源、美観を保護対象としたエンドポイント型インパクト手法である。この手法の特徴は、5 つの保
護対象における問題を回避するために、社会が進んで支払おうとする金額に基づいて算出され

る点である。したがって、最終的に得られる統合化指数ELU（Environmental Load Unit）も貨幣
価値として評価されたものであり、1ELUは 1ECU（ユーロ）に相当するとされている。ここでは、上
記LCI分析結果に基づいてEPS法（EPS2000）による環境影響評価を試み、その結果をFig.2 に
示した。なお、木材・非木材の成長過程で吸収された後に燃焼等から放出されるCO 2は、大気

中のCO 2を増加させないとされていることから、本研究では黒液等のバイオマス起源によるCO 2

排出の環境影響を化石燃料起源のCO 2排出と区分して表示した。 
まず、バイオマス起源のCO 2排出による影響を考慮したEPS法による評価では、DIP＜木材パ

ルプ＜バガスパルプ＜ケナフパルプの順で環境影響が大きくなる結果が得られた。4 種類の上
質紙における各環境影響項目を比較した場合では、ケナフパルプにおける化石燃料の使用に

よる環境影響が極めて大きいことが明示された。これは、ケナフパルプ製造工程（Stage2-3）にお
いて化石燃料を多量に使用するため

と考えられる。一方、バイオマス起源の

CO 2排出による影響を除外して比較し

た場合 、木材パルプの環境影響が

DIPより小さくなるが、その差は極めて
小さかった。また、EPS法では植林や
非木材栽培での土地利用による影響

も範疇に入れているが、土地利用に

おける環境影響は比較的小さいこと

が確認された。 
Fig.2 Comparison between woodfree papers containing various pulps by

EPS 2000.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Wood pulp (100%) Bagasse pulp (25%) Kenaf pulp (25%) DIP (25%)

E
L

U
 (/

1,
00

0k
g-

Pa
pe

r)

CO2-Biomass

Emissions to air and water

Land use

Use of fossil fuels

3.2 Eco-Point 法による環境影響評価  
Eco-Point 法は、Arthur Braunschweig と Ruedi Muller-Wenk らが中心となって開発したイン

パクト手法であり、環境評価手法としてだけではなく、スイス国内企業においては、経営上の意

志決定等にも利用されており、実用性も兼ね備えたものとなっている。この手法の特徴は、分類



化・特性化・統合化といったインパクト手法の形式的な段階を踏まずに、一国の実際排出量と

排出許容量の比から直接統合化する方法を採っている。Table1 に示した LCI 分析結果から、
Eco-Point 法（Eco-Point1997）による環境影響評価を試み、この結果を Fig.3 に示した。 
 Eco-Point法による環境影響評価では、DIP＜木材パルプ＜バガスパルプ＜ケナフパルプの順
で環境影響が大きくなり、またバイオマス起源のCO 2排出による影響を除外して比較した場合に

は、木材パルプの方がDIPよりやや小さくなる結果が確認された。各環境影響項目を比較した場
合には、バイオマス起源のCO 2排出による影響と大気系汚染物質の排出による影響が大きく、

その中でもSOxやNOxの酸性化物質の
燃料の使用による影響が大きく、また

Eco-Point法では大気系汚染物質、
特にSOxやNOxの酸性化物質の排出
による影響が大きい結果が得られたが、

4 種類の上質紙における環境影響を
相対的に比較した場合も、同様の傾

向が示された。なお、Eco-Point法では、
植林や非木材栽培における土地利

用による環境影響は考慮されていな

い。 
3.3 Eco-Indicator 法に

排出による影響が比較的大きかった。EPS法では化石

よる環境影響評価  
ntsの Goedkoopによって開発したインパクト手法で

る

評価においても、DIP＜木材パルプ＜バガスパルプ＜ケナ
フ

Fig.3 Comparison between woodfreepapers containing various pulps by
Eco-point 1997.
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 Eco-Indicator法は、オランダ・Pre-Consulta
あり、分類化・特性化・統合化といった SETAC（Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry：環境毒物化学学会）の LCA 実施規則に基づく手順を踏んで、最終的に対象とする
製品・サービスにより引き起こされる環境への損害尺度として表される。Eco-Indicator99 では、
保護対象を「人間の健康」、「エコシステムの質」、「資源」として、環境負荷量とそれによ 被害

量の相関を定量的に表現したダメージ関数によって評価し、最終的にパネル法によって重み付

けして統合化する方法を採る。ここでも上記と同様に、Eco-Indicator99 による環境影響評価を
試み、この結果に Fig.4 に示した。  

Eco-indicator法における環境影響
パルプの順で影響が大きくなる結果が得られた。ただし、バイオマス起源のCO 2排出による影

響を除外して比較した場合、上記の手法のようにDIPと木材パルプの結果が逆転する結果は得
られなかったが、その差は極めて小さ

かった。さらに、4 種類の上質紙にお
ける各環境影響項目を比較した場合、

バガスパルプおよびケナフパルプにお

けるエコシステムへの影響が著しく大

きいことが示された。これは、木材パル

プの場合、森林地を利用しての植林

であるのに対して、バガス（サトウキビ）

やケナフは農耕地を利用して栽培す

るため、この土地利用形態の違いによ Fig.4 Comparison between woodfree papers containing various pulps by
Eco-Indicator 99.
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り生じたものと示唆された。その他、ケナフパルプの場合には、化石燃料等による資源消費によ

る影響も比較的大きいことが認められた。 
3.4 パネル法による環境影響評価  
 パネル法は、早稲田大学・永田によって提案されたインパクト手法であり、ある基準で選出され

たパネルに環境影響領域間の相対的重要度に関するアンケートを実施し、その結果を重み付

け係数として利用する方法である。この手法では、各環境負荷物質に対して、パネルによるアン

ケート結果から ELF（Environmental Load Factor）が設定されており、インベントリーデータにこれ
を乗じることで ELP（Environmental Load Points）が最終的に算出される。ここでは、A 財団会員
企業、化学系 B 学会、早稲田大学理工学部学生、大妻女子大学学生、環境学者、釜山水産
大学学生、アムステルダム大学学生、ヨーロッパ環境科学者、ヨーロッパ市民層から得られた統

合化係数を平均化して利用した。  
 Fig.5 にパネル法による環境影響評価の結果を示したが、上述したインパクト手法と同様に、バ
イオマス起源のCO 2排出による影響を含めた評価では、DIP＜木材パルプ＜バガスパルプ＜ケ
ナフパルプの順で環境影響が大きくなり、バイオマス起源のCO 2排出による影響を除外して比較

した場合も、DIPと木材パルプの環境
影響が逆転する結果が確認された。

また、各環境影響項目を比較した場

合には、バイオマス起源のCO 2排出と

大気系排出物質による影響が大きく、

いずれも地球温暖化物質であるCO 2

排出に起因する影響であった。パネル

法では、原材料として木材の消費に

対する環境影響も評価項目として扱

っているが、これについては相対的に

小さい値であった。 

Fig.5 Comparison between woodfree papers containing various pulps by
Panel method.
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4. 上質紙におけるライフサイクル影響評価とその考察  
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Fig.6 Ratio of total enviromental impact calculated by eight kinds of
impact methods on the base of woodfree paper containing DIP.

 上記に示したように、各種インパクト手法を用いて上質紙によるライフサイクル影響評価を行っ

た結果、各種インパクト手法により取り扱う環境影響因子や統合化方法が異なるものの、各種上

質紙に対する最終的な結果や傾向に大き

そこで、各種インパクト手法

な差は認められなかった。 
により 4 種

類の上質紙における環境影響がどの程

度異なるのかを把握するために、各種イ

ンパクト手法の環境影響結果を相対的

に比較した。ここでは各種インパクト手法

における DIP を配合した上質紙の統合
化指数を基準値 1 とし、それに対する各
種パルプを配合した上質紙の統合化指

数の相対値を表示 した。その結果を

Fig.6 に示したが、Eco-Indicator99 以外



の 7種インパクト手法では、ケナフパルプ／DIP比が 1.8以下と同じような傾向となり、各種インパ
クト手法間の差は比較的小さいことが明示された。Eco-Indicator99 では、バガスパルプとケナフ
パルプの環境影響が著しく大きいことが示されたが、これは土地（農地）利用に対する重み付け

が相対的に大きいことに起因するものと推察された。木材パルプ／DIP 比は、どのインパクト手法
でも約 1.1以内であり、インパクト手法間の差は極めて小さいことが確認された。したがって、各種
インパクト手法によって最終的に算出される統合化指数は様々であるが、相対的に評価した場

合、インパクト手法による差は比較的小さいことが明らかとなった。  
 さらに、各種インパクト手法においてどの環境影響が重要視されているかを把握するために、イ

. 結言

ンパクト手法内での各環境影響因子の比率を分析した。ここでは、4 種類の上質紙の環境影響
結果を加重平均し、それを環境影響因子ごとに区分して表示した。その結果をFig.7 に示したが、
Eco-Point1993 では、SOxおよびNOx排出による酸性化、Eco-Indicator99 では土地利用による
影響が比較的大きくなる結果が得られた。しかし、その他 6種類のインパクト手法では、CO 2排出

による環境影響が重要とされており、全環境影響因子中の約 70%を占めていることが確認でき
た。本研究では、化石燃料起源の

CO 2排出と、黒液等のバイオマス起源

によるCO 2排出を区分して環境影響

評価を試みたが、バイオマス起源によ

るCO 2排出の取り扱いを明確にして実

施する必要があることが明らかとなった。

また、CO 2排出やSOx・NOx排出はエ
ネルギー消費との関連性が大きいこと

から、インベントリー分析段階でのエネ

ルギー関連項目における精度が重要

になるものと考えられる。  
 
5  

では、これまで行ってきた 4 種類の上質紙の LCI 分析結果を基にして、8 種類のイン
パ

上質紙の環境影

(2 除外して比較した場合は、Eco-Indicator99以外の 7

(3 法による各種上質紙による環境影響を相対的に分析した結果、インパ

(4 響因子の比率を分析した結果、CO 2排出による環境影

本研究

クト手法によるライフサイクル影響評価を検討し、以下のような結果を得た。  
(1)バイオマス起源のCO 2排出による影響を考慮した各種インパクト手法による

響評価では、全ての手法においてDIP＜木材パルプ＜バガスパルプ＜ケナフパルプの順で環
境影響が大きくなる傾向が認められた。 
)バイオマス起源のCO 2排出による影響を

種類の手法においてDIPより木材パルプの環境影響が小さいとの結果が得られたが、その差
は極めて小さかった。 
)8 種類のインパクト手
クト手法間の差は比較的小さく、Eco-Indicator99 以外の 7 種類のインパクト手法で、ケナフパ
ルプ／DIP 比が 1.8 以下であった。 
)各種インパクト手法内での各環境影
響が極めて大きく、特にEco-Point1993 とEco-Indicator99 以外の 6 種類のインパクト手法で
全環境影響因子内の約 70%を占めていることが確認された。 

Fig.7 Ratio of several environmental impacts by eight kinds of impact methods
(Environmental impact : average value for four kinds of woodfree papars).
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