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ご紹介いただきました4部の山本でござしヽます。私の常

日頃の専門の研究は,生 研の1階の会場で展示しておりま

すので,ご らんになっていただきたいと思います。きょう

はそれを直接は離れまして,持 続可能社会の実現が現在世

界的にいちばん大きな問題になっていると私は考えており

まして,こ れをどういうふうに実現するか.私 はエコデザ

インを貫徹する,徹 底していくことがその一つの実現の方

法になると信じております。駆け足で,そ のアウトライン

をご紹介したいと思います。

(OHP使 用)

昨年 『地球を救うエコマテリアル革命』という本を出し

まして,だ いたいこの本に書いてあることがきょうのお話

の内容でございます。

まず話は,最 初に問題認識, 2番 目にそれをいかに解決

するかということで,エ コデザインの方法論,そ の具体的

な実例フエコマテリアル,エ コプロダクトをいかに社会的

に普及させるか,そ ういう社会方策としてのグリーン購入

という順でお話したいと思います。

私を含めましていろいろなエキスパートが2010年の危機

を心配しているわけでございます。2010年に起こるであろ

う危機というのは,い ろんな背景がございます。人口の爆

発的増加,経 済成長,資 源の枯渇,環 境の悪化,こ ういう

ことに尽きるかと思うのですが,そ の状況をかいつまんで

ご紹介したいと思います。
一つは人口の大爆発でございまして,先 進国は10%ぐ ら

いしか増えないわけですが,途 上国は5,6倍にも人口が増

えてしまう。1秒間に3人ずつ今人口が増えている.1日

に22万人人口が増えるというスピードで増えているわけで

す。化石燃料を多消費するという文明形態をわれわれが選

んでいるために,空 気中における炭酸ガスの濃度力母曽大し

ているのは確かでございまして,産 業革命以前の270

PPMぐ らいから現在は350 PPMに 近づいている。

名古屋大学名誉教授の北野先生は,大 気中に放出されて
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いる炭酸ガスの総量は年間290億 トン,実 はそのなかの

6。2%に 相当する18億トンは,わ れわれが空気を吸って炭

酸ガスを出している分である。したがってわれわれの存在

そのものが温暖化の一翼を担っているという恐るべきエス

ティメーションを出されているわけです。

現実に世界の温度は,こ こに示しますようにIPCCの 予

測のいちばん低いラインに沿って平均気温が上昇していま

す。炭酸ガスの量が増えているのですがダ思ったように平

均気温が上がらないのは亜硫酸ガスのせいであるとぃう説

明が昨年10月のIPCCの 第二次報告書でなされています。

そういうなかで日本の新聞は,「地球の平均気温,昨 年は

過去最高であった」ということを報道しているわけで,

150年間の観測史上昨年の平均気温は過去最高である。

気温の増大とともに海水面の上昇が明確でございまして,

100年間で22.7cmと いうスピードで上昇 している.こ れ

は主に表面海水の熱膨脹で説明できる部分ですが,海 水面

の上昇と,海 水の表面の温度が上がってまいりますと,実

は台風とかハリケーンの威力が強大になる。

これは世界の損害保険協会の調査報告書ですが,MIT

のエマニエル教授の推定によりますと,北 緯22度近辺の海

水面の表面の温度力も0度から33度に増大すると,な んと中

心風速が99mの 台風が発生してくる。そういうことで,

これは日本にとっては大変な問題になる。

気温の上昇とともに大陸氷河が溶けているということが

観測されるようになってまいったわけでして,ア ルタイ,

天山,パ ミール,ヒ マラヤ等の山中にあります341の氷河

の58%が 現在融けつつあります。

これが東ネパールから見たヒマラヤでございますが,こ

こに見えますのは氷河です。この氷河が今融けているわけ

です。融けますと水が下にたまって,い わゆる氷河湖を形

成いたします.

これが東ネパールですが,こ こに点々が打ってあるとこ

ろが全部氷河でございまして,黒 いシミみたいなのが全部

氷河湖です。この氷河湖が突発的に崩壊する,す なわちグ
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レーシァレイク ・バース トというものが大変危惧されてお

りまして,こ れを常時モニタリングで見てないと危ないと

いうことで, 日本のODAが これに寄与しているというこ

とを伺っております。
一方,北 極域におきましても,グ リーンランド,ロ シア,

アイスランド等における有名な氷河は,い ずれも現在,こ

れはこの白い印のところが氷河が溶けているということを

あらわしているわけですが,大 半の氷河が融けつつありま

す。

そのため日本の新聞もやっと,「北極の氷は21世紀中に

なくなる」という報道を始めました.ア メリカのシアトル

のワシントン大学の研究者によると北極の表層の氷の下の

水深200mぐ らいの海水の温度がこの 5年 間で 1度 も上

がってしまったということで,こ のままいきますと来世紀

には全部融けてしまう。特にサマーシーズンは融けると言

われています.
一方お隣の中国でも,ま さにIPCCの 予測どおりの気候

変化が起きているわけでございまして,中 国科学院の大気

物理研究所の黄先生によりますと,冬 の温度で見ますと,

北部上昇,南 部下降ということで遼寧省では冬の温度で最

大 2度上昇している.し たがって華北地方は干ばつ,40年

間で15万km2の耕地が減少しているそうでございまして,

砂漠化が深刻でございます。

私 4月 に行って伺った話では,中 国の北部は砂漠ですが

それが南進しつつある.そ の全長2500kmにおいて南進が

進んでいまして,砂 漠化のスピードは1秒 間に45m2でぁ

る。現実に藩陽とか北京郊外まで砂漠化の危険が迫ってい

るわけでございまして,北 京の年間降水量は600ミリから

現在400ミリ程まで激減しています。

日本では昨年,「中国の空が異変である。北部干ばつ,

南部に大雨で,半 年間の北京の降水量は29ミリだ」という

報道がされました。昨年は黄河は干上がって揚子江は洪水

である,黄 河の全長5464kmの うち1割以上,622kmが 水

が流れていない,す なわち断流現象が出現しました。

実は先週中国にまた行ってまいりまして,済 南に寄りま

した。済南は泉の城と言われるほど有名な泉がたくさんわ

いているところでございます。これはその中でも最も有名

な胸突泉という泉です。

この泉は2300年前から歴史上知られているそうです。な

ぜ有名かといいますと,池 の表面から3尺 ぐらいの高さま

で水が沸騰してくるような感じでわき出ているということ

で,清 代のいろいろ皇帝が訪れたところですが,現 在はど

うかといいますと,ご らんのようになんら吹きあがってい

るような泉ではない.私 はほかの泉も見ましたけれども,

ほとんど枯れておりました。

これはいろんな理由がございますが,一 つは潅漑用水の

やりすぎ。もう一つは日照 り (干ばつ)こ の2つが大きな
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原因と言われております.
一方南極でも,40年 間で一度平均気温が上がりまして,

氷の塑性流動が加速 しまして,沿 岸部に張 り出している。

それが崩壊して大氷山の発生が続ぃているという状況にあ

ります。
一方南極大陸では,1979年10月12日には明確にオゾン層

があるのですが,こ れが昨年の10月になりますと,こ こに

ぽっかり穴が空いてしまっている。このオゾンホールはあ

と数十年は消えないと言われているわけで,環 境破壊は明

確に進行していると考えざるを得ないわけでございます.
一方資源の方はどうかと申しますと,ご 存じのようにわ

れわれの祖先は,江 戸時代におきましては本,紙 ,傘 の骨,

灰,あ らゆるものをリサイクルしていたわけでございます。

しかし現在わが国では莫大な資源を一方的に使い捨ててお

ります。

例えば家電製品は平成 8年度に6品 目で2200万台捨てる

ことになっているわけでございまして,そ れだけでも大変

な量ですがリサイクル率は極めて低いわけです。

これら工業製品にはたくさんの種類の貴重な元素が使わ

れています。

全世界でも全く同じ状況が発生しておりまして,1980年

代だけでも10年間で58億トンの金属を生産しているわけで

す。これはドイツのデータですが,銅 ,亜 鉛,マ ンガン,

クロム,ニ ッケル,マ グネシウム,錫 ,モ リブデン等,指

数関数的に生産量が増えている。       ,

下方リサイクル率は極めて低 くて,ア ルミ,鉛 ,銅 ,亜

鉛にしても40%以 下しかサイクルされていない。

そのほかのレアメタルに関しては10%も リサイクルがさ

れてない。ということは90%が捨てられている。

プラスチックについても同じでございまして,1992年,

日本の生産量1260万トンのうち,プ ラステックスとしてリ

サイクルされたのは75万トン,11%に すぎないわけでござ

います.

ドイツ人1000人と途上国1国 を比べると,エ ネルギーの

年間消費量は, ドイツ人1000人が158に対 してエジプト1

国が22.で すからドイッ人1000人が使うエネルギー使用量

は,エ ジプト1国の使う使用量よりも大きいということで

す。これはあらゆるほかのものにっいても同じことが言え

るわけでございまして,現 在先進国が使用している資源エ

ネルギーの総量は莫大な量でございます。

私の専門は材料でございますが,持 続可能性という観点

から現在の先端材料を見てみますと,た くさんの問題点が

ある。すなわち稀少な資源'を未来永久的に使っていけるよ

うな材料設計がなされていない,あ るいはそれを保証する

ような社会経済システムがない:こ れが大問題なわけでご

ざいます。

資源,環 境が無限であればよろしいわけですが,ご 存じ
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のように資源は有限でございます.こ れは立見先生,ス キ

ンナー先生が見積もった,人 類が究極的に使用し得る総鉱

物量の推定値でございます。例えば金についてみますと,

13万トンから3万4000トンの問,そ の間に究極的な資源量

がある。

京都大学の西山先生が想定された総資源量で,現 在まで

にわれわれが掘り出してしまった総鉱石量を割算したもの

がこの表でございまして,い わゆる悲観的な金属と呼ばれ

る四十数種類の金属は,い ずれにしても, もう80%か ら

50%わ れわれはその鉱物を採掘してしまっている。すなわ

ち20%か ら50%し か開発途上国およびわれわれの将来の子

孫には残されていないのだということが指摘されておりま

す。

5年おきに耐用年数が計算されております。1990年にお

ける単純に計算した静態的耐用年数でいうと,悲 観的な金

属については,大 体50年以下です。

枯渇する論拠もだんだん明らかになってまいりました。

第一の理由はエネルギー制約です。品位の低い鉱石を精錬

しますと,大 量のエネルギーが必要です:大 量の■ネル

ギーを化石燃料で賄うと温暖化を促進してしまう.第 2の

理由は,低 品位の鉱石を精錬しますと環境を破壊してしま

う.し たがってエネルギー制約と環境制約からわれわれは

低品位の鉱石に手がつけられないだろう, したがって資源

は枯渇する,こ の論理です。
一方,。中国はじめ途上国は猛烈な勢いで経済成長をして

いるわけでございます,中 国は12億の人口が物質的な豊か

さを求めて重戦車のごとく突進している。

例えばこの10年間中国における耐久消費財の伸びをごら

んになっていただきますと,製 品によっては80倍に達する

物もあります。

世界的には何が起きているかというと,資 源採取による

環境破壊が進行している,こ れはロシアにおける石炭の鉱

山でありますし,こ れはブラジルの亜鉛鉱山です.

これはロシアのダイアモンド鉱山ですが,400mの 深さ

まで,堀 らており環境を大幅に痛めつけているわけです。

化石燃料自体もご存じのように石油,天 然ガスともあと

50年の寿命というふうに予測されております。

森林に至りましては,こ のように熱帯雨林を伐採してい

るわけでございまして, 日本が木材の輸入国では世界No.

1,中 国はNo。2でございまして,熱 帯雨林,熱 帯季節林,

熱帯疎林,広 葉樹林はじめ,北 方性針葉樹林など現在の地

上部の総現存量を,純 生産量,そ れから毎年切り出す量で

単純に割算して平均をとりますと,だ いたい100年で全部

を伐採するスピードで進んでいます.

そういうことで,現 在のような物質文明が継続できるわ

けがないという認識が今や全世界的に広まりつつあるわけ

です。アンデーラウス ・ベッカーさんという,フ ライブル
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クに住んでいるドイツの研究者ですが,ウ ムベルト・シュ

ツ 0アプシード・ホンデン・イリュージオーネンというこ

とを言っております。要するに環境を保護しなくちゃいけ

ない。幻想に別れを告げなければいけない.す なわち無制

限に物質的豊かさを求めるということは幻想である。われ

われはそれから訣別しなければならないという本を出され

ているわけです。これは皆さんも全く同感だろうと思いま

す。そのとき大事な考えは何かといいますと,企 業も市民

もまさに共同正犯の立場に立っているということで, どち

らにも責任がある。企業は製品の環境負荷を認めて,そ れ

を社会に公表して,そ の継続的改善,す なわち環境負荷の

低減を図らなければならない。これは市民もまさに同じで

す。市民は日常生活の環境負荷を認めて,そ の継続的改善,

低減を図らなければならない。このときに環境負荷を社会

に公表するところでエコラベルというものが重要になりま

すし,環 境負荷を減少させるためにエコデザインというも

のが重要になり,製 品サービスの環境負荷を定量的に把握

する手法としてLCAが 世界的に注目を集めている訳です。

私は,深 刻な地球環境問題に理性的に,す なわち科学的手

法で対処することが極めて重要であると信じているわけで

ございます.

解決の方向は,工 業文明の環境負荷を減少させる方向に

技術,社 会経済システムをそういう方向に向けかえるとい

う以夕■こないと考えるわけです。

そのためには4つ のポイントがある。 1つ は,技 術開発

の進捗を待ってはいられないということ, とにかく資源エ

ネルギーを節約 しましょうということです.こ れはヨー

ロッパの環境保護団体が特に主張しておりまして,持 続可

能消費, と呼ばれている。第2番 目は,製 品サービスの環

境負荷低減設計をやらなければならない。これがエコデザ

インです.3番 目が,そ れを促進するような社会経済シス

テムを作らなければいけない。4番 目は,わ れわれの価値

観そのものを変えなければいけない。すなわち人間中心主

義を克服して,生 態系との共存というか,わ れわれも地球

的生命の一つであるということを虚′い坦懐に認めなければ

ならない.

エコデザインの目的は何かというと2つあります。第 1

は環境改善に直接寄与する。これは例えば角虫媒みたいなも

のです。有効な触媒を使って,NOx,SOxを 除去する.

そういう環境改善に直接寄与するような技術開発をする.

2番 目は,直 接ではなく間接に環境負荷の低減をする。

材料 ・製品そのものの全生涯にわたる環境負荷を軽減する

ような技術開発をする。いずれにしても,直 接的にせよ間

接的にせよ,環 境負荷を減少させるのがエコデザインの目

的でございます。

エコマテリアルについていえば,材 料設計の最初の段階

から,最 終的に廃棄せざるを得ないとしても,極 小量廃棄
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を目指す,す なわちウエイス ト・ミニマイゼーションを目

指 してほとんどのものはリサイクルでまわしていく。ただ

リサイクルするのには膨大なエネルギーが必要ですので,

まず考えなければいけないのはロングライフである。長寿

命にする。それから部品として再利用する。カスケード利

用するということを選んで最終的に熱エネルギーをかけて

リサイクルする。

それを全部を一つの絵にまとめますと,環 境調和型製品,

エコマテリアル,エ コプロダクトを,い かに地球の環境容

量を前提として開発して社会に普及させていく,そ ういう

社会経済システムをつくっていくかということがまさに持

続可能社会を実現する重要な方策だと考えます.

次に,環 境負荷とはなんぞやということですが,環 境負

荷を考えるときには2つの段階を考える必要がございます.
一つは,製 品の原材料の取得から始まって,そ の製品をつ

くり,使 用し,廃 棄し, リサイクルする全段階を考える。

その全ライフサイクルにおける物質エネルギーのインプッ

トとアウトプットを全部書き出して見る。これはインベン

トリー分析というふうに呼ばれています。もう一つは,地

球温暖化にどのくらい寄与するか,オ ゾン層破壊にどのく

らい寄与するか,あ るいは水をどのくらい汚染するか,土

壌をどのくらい汚染するかという,す べての環境負荷項目

への寄与を評価する必要がある。これはインパクト分析と

呼ばれています。

従来の製品開発は,い わゆる製品アセスメントマニュア

ルに基づいて行われていました。製品アセスメントの考え

方は,い わば一つ一つの基底ベクトルの方向に製品開発を

する。例えば減量化しましょう,再 資源化を促進する,破

砕減量処理の容易化,分 離分解への容易化,分 別処理の容

易化,回 収運搬の容易化,安 全性の確保,パ ッケージング

を減らす,情 報を開示する,こ れ全体を総合的にやるのが

いわばエコデザインというふうに認識されていた。これを

さらに定量的に把握する必要があるし, したほうがさらに

進んだエコデザインができるという認識が広がってきまし

た。

エコデザインの方向は,環 境を浄化する, リサイクルを

容易化する,再 資源化,長 寿命化,代 替化,再 生可能資源

の有効利用,生 分解性を付与する,あ るいは省資源,省 エ

ネ,ク リーンプロセス,新 エネルギーの創出,そ ういう方

向にエコデザインの方向があるわけです。いかなるガイ

ディング ・プリンシプルのもとでそれを行えばいいかとい

うことを考える場合には指標が必要です。その指標として

はいろんなものが提案されています。例えば材料の特性を

環境負荷量で割算したもの,例 えば材料強度を全炭酸ガス

の放出量で害J算したもの,こ れは日本鉄鋼協会では 「エコ

強度」と呼ばれています。炭酸ガスの放出量が少なくて材

料強度が強いものは大変素晴らしい構造材料であるという
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訳です。したがってエコ強度が高い材料を開発 してゆく。

またリサイクル容易性を総合環境負荷量で割ったものも指

標になり得ます。総合環境負荷を下げてリサイクル容易性

を上げる,こ ういう考え方 もあります。

最近ヨーロッパで注目を集めているのはMIPSと いう

考え方です。MIPSは マテリアルズ ・インテンシティ・

パー ・ュニット・サービスということで,製 品の単位サー

ビス量あたりの資源エネルギーの投入量をMIPSと 呼ん

でいます。それをミニマムにしていくという発想です。こ

れを提案したのはドイツの 。シュミット・ブリーク教授で

す.

シュミット・ブリーク先生は,『Wievial Umvelt brau_

cht der Mensch』という本を書かれました。通称 『MIPS

ブック』と言われています。人類はどのくらいの環境を必

要とするかというタイトルの本でございます。エコロジー

的な経済のための尺度としてMIPSを 提案されているわ

けです。

MIPSで 何がわかるかといいますと, 1ト ンの金属ある

いは材料をつくるためにどのくらいほかの資源を使うかが

わかる.例 えば銅を考えてみますと,銅 の鉱石の品位はど

んどん落ちているわけです。明治時代は5%あ ったものが

現在は0。4%を 切っている。大量の資源を投入しないと銅

の鉱石を精錬できない。 1ト ンの銅を生産するためには

1176トンのほかの材料が必要,683ト ンの水が必要,32ト

ンの空気が必要だと計算されています。ところがこれが鉄

の場合ですと,プ ライマリーの鉄の場合は7ト ン,48ト ン,

6ト ンですから,銅 に比べるとMIPS値 がかなり低い。

シュミット・プリーク先生流の考え方をすれば,MIPS値

を下げるように製品開発をしなければならない。

シュミット・プリーク先生は 「環境効率革命」というこ

とを提唱されております.ヨ ーロッパでは環境効率を10倍

に上げることは可能だと考えられています。とにかく10倍

の環境効率革命を達成しようということを提唱しています.

すでに 『ファクター4』 という本が書かれております。10

倍に環境効率を高めるための研究者のクラブが作られてい

ました,「ファクター10クラブ」という名だそうです。私

の提唱しているエコデザインの考え方は,製 品 。材料の単

位サービス当たりの総合環境負荷量をミニマムにしていく

(環境効率を最大化する)と 同時に,あ らゆるインベント

リー値を下げていく,す なわちインプット (消費量)と ア

ウトプット (排出量)を ミニマムにしていく,こ の2つ を

やればたぶん環境負荷低減は間違いなく実現できるだろう

と思っています。エコテザインというのはデザイン+ラ イ

フサイクルアセスメント (LCA)で あると現在は考えて

います。

私の考えるエコデザインはMIPSと は違いまして,材

料製造,製 品製造,製 品輸送,製 品使用,製 品廃棄, リサ
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イクル,こ の全段階におけるインベントリー値,す なわち

使用 したエネルギー及び資源,外 界に放出する様々なエ

ミッションをミニマムにしていくと同時に, ト
ータルな環

境負荷値をミニマムにしていくということです。

通常の工業デザインでは,製 品性能を最大にしてコスト

をミニマムにするという発想ですが,そ れではもう不十分

でして,環 境的な利益を最大にするようなデザインをしな

ければいけない所まで来ている訳です。

すでにいろいろな試みがなされております.例 えば金材

研の原田幸明さんは,実 用金属材料 1ト ンを精錬するのに,

全炭酸ガスの放出量,SOx,NOxの 放出量を計算されて

います。これがインベントリー値です。これを見て,炭 酸

ガス,SOx,NOxの 放出量を小さくするような材料及び

プロセスデザインを考えていく,そ ういう方向の製品開発

はすでに行われています。例えば東洋製缶の高張力鋼を

使ったスチール缶の場合は,全 エネルギーの消費量,す な

わち炭酸ガスの放出量がミニマムになるような設計がされ

ている.

あるいは東芝の洗濯機の場合は,新 しく開発 した洗濯機

と前の洗濯機を比較して,環 境負荷低減を確認 しています。

これは原材料,製 造,流 通,使 用,廃 棄段階を足 し算 して

いるわけですが,炭 酸ガスでは20%,SOxで は数パーセ

ント,NOxで は10%ぐ らいの改善が見られる。

エコデザインのコンセプ トは建築業界にも強い影響を与

えております。例えば35年間の寿命のオフィスビルを設計

する場合,ラ イフサイクルのコス ト分析 とライフサイクル

の炭酸ガス分析等が行われております。炭酸ガス分析をや

りますと,や はり使用状態でいちばんたくさんの炭酸ガス

を出すことがわか り, 6割 ぐらいの炭酸ガスは使用状態で

発生する.し たがってこの状態における炭酸ガスの放出量

を抑えるような,そ ういうライフサイクル ・エナージー ・

セービングな設計の建物をつ くる必要がある。

今までの話をまとめますと,シ ュミット・ブリーク先生

の MIPSに ついてはいろいろ批半Jがございます,LCAに

ついてもいろいろ批判があります。問題となる量がナノグ

ラムと,キ ログラムと,メ ガトンでは使う方法が違うだろ

う.ナ ノグラムでは,ま さに基本法則に従って考えなけれ

ばいけない。つまり微量金属の毒性とかの問題です。キロ

グラムオーダーの話は,ラ イフサイクル ・アセスメントが

なじみやすい。メガ トンオーダーの話はMIPSの ほうが

エコデザインについてははるかにわかりやすくて効果的で

ある,と いうようなことも言われております.

一方インベントリー値がわかったからといっても,私 の

持っている指し棒が,こ の棒全体としてどのくらいのイン

パクト値 (環境負荷値)を 持っているかはわからない。そ

れが評価できると大変便利です:そ のためにインベント

リーデータから一つ一つの,例 えば地球温暖化とかオゾン

20
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層破壊とか,人 間の健康への影響とか,一 つ一つの環境負

荷項 目にどのくらいの寄与をしているかをまず計算 して,

最後にそれらを全部たし合わせて総合的なインパクト値を

計算する,こ の 2段 階の計算をぜひやってみたいというの

が人間の自然な考え方なわけでございます.

このような評価をやっているのは主としてスウェーデン,

スイス,オ ランダでございまして,イ ンパクトを計算する

3つの方式をすでに公表しているわけでございます。ただ

問題は,イ ンパクト値が国によって違ってしまう。違って

当然という傾1面はございます。というのは,各 国によって

環境負荷及びどの環境負荷を重要視するかが違いますから

違って当然ですが,ま だ世界を説得するに足るインパクト

値の計算はできていない。特に異なったカテゴリーに属す

る環境負荷を重み付けして足し合わせる合理的な手法が見

当たらなく,パ ネルやアンケート方式で社会的に決めざる

を得ない。

スウェーデンの場合は,例 えば炭酸ガスをl kg出すと,

そのときの トータルの環境への負荷値は0.04ELUで ある

と計算されている。ELUと いうのはエンバイロメンタ

ル ・ロードユニット (環境負荷単位)と いう意味で無次元

量です。オラスダ,ス イスの場合はエコポイントという名

前で呼ばれております。ガラスとポリエチレンをl kgず

つ比較した場合,エ コポイントで何′点かといいますと,ガ

ラスは148,ポ リエチレンは220です。この値だけ見ますと,

環境負荷値はポリエチレンのほうが高いということになり

ますから,ガ ラスのほうがよリエコマテリアルである,そ

ういう話になるわけです。 :

それをさらに拡大したのがThe Eco‐indicator 95という

プロジェクトでございまして,オ ランダの総力を挙げてイ

ンパクト値の分析をやったものです。これは大変優れた試

みでして,素 材,材 料の加工,処 分方法,輸 送方法などで

100通りの場合についてインパクト値を計算しています。

そのとき
′
のインパクト値は,人 間の健康と生態系への健康

について計算していまして,こ れは全ヨーロッパを対象と

している。

さまざまな仮定をもちろん含んでいるわけですが,優 れ

ているのは,実 際の企業現場の製造担当者が容易にこの表

を使うことができるように考案されている所です。例えば

プラスチックスのABS樹 脂ですが,ABS lkgに 対 して

9。3×10~3とぃぅィンパクト値が計算されている。平均的

なヨーロッパ人の 1年 間の トータルな環境負荷が165とい

うふうにノーマライズした場合にそれに対してABS樹 脂

l kgはどのくらいの環境負荷値があるかというように読

みとるようにつくられているわけです。

現在のところインパクト分析の最高峰に位置しています。

もちろんEco‐indicator 95もすぐ批半Jにさらされているわ

けですが,早 急に日本をバウンダリーとしてエコインジ
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ケーター値を計算するべきであると思っております。通産

省でもそういうプロジェクトを今年から立ち上げるようで

す。

インパクト値が計算できるとして,そ の値と環境リスク

と環境コストの相互関係がわかると大変便利です。環境コ

ス トを市場経済に内部化する可能性も開けます。

横浜国大の中西準子先生によれば,10万 人当たリー人,

がんを発生するリスクは0.04日の余命損失に相当するそう

です。アメリカは毒物規制の経験から1年間の余命損失が

280万ドルに相当すると計算しています.ス ウェーデンは,

寿命が半分縮まるという損失は,先 ほどの環境負荷単位で

ぃぅと106だと計算しています。これ全部を無批判に連結

するとどうなるかと言いますと,10万 人一人当たりのがん

になるリスクは2.7ELUで 76米ドルに相当します。 l kg

の炭酸ガスを出すと0.04ELUと 計算されていますから,

だいたい 1ド ルになる。炭酸ガスl kg放出すると1ド ル

の環境コストになり環境税の論拠を与えることになるわけ

でございます。インパクト値,環 境リスク,環 境コストに

ついてはもっと徹底的な研究が必要であることは言うまで

もありません.

エコデザインの方向はご理解いただけたと思います.

もう10分ほどしか時間がございませんので,駆 け足で日

本企業のエコデザインのいろいろな試みをご紹介したいと

思います.

実は4月 に全日空で中国から帰ってきましたら,機 内誌

の中にエコデザインについての記事が載ってまして,私 は

衝撃を受けました。全日空の機内誌にもエコデザインが登

場するようになったのかと思って時代を感じた訳です。御

二人の若い女性が,1989年からネックレスとかイヤリング

とかの装飾品や衣服をリサイクルして新しい製品を作 り出

しているそうで,原 宿に店があるそうでございます。

それから,ボ ディショップではリターナブルな容器を

使って化粧品を販売しているのは皆さんご存知のとおりで

す.こ のようなリフイール, リターナブルというのはいち

ばんエコデザインされた製品であると言える。すなわち長

く使うということ,熱 エネルギーをかけてリサイクルする

のをなるべく後回しにしなければいけないですから再生品

として利用するのは,本 当は最後の最後の手段にしなけれ

ばいけないわけです.

全世界では年間7億 トンの鉄を生産しています。この鉄

7億 トンを全部リサイクルすると,400億 リットルぐらい

の石油が必要です.膨 大な熱エネルギーがリサイクルには

かかる。しかし希少資源をリサイクルした再生品はもちろ

んエコプロダクトである。

液晶高分子で熱可塑性樹脂を強化したような新しい複合

材料は, リサイクル可能なコンポジットとして注目を集め

ています.例 えば,車のバンパー材料に使おうという試み
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がなされています。

廃木材を,フ ェノール樹脂と焼結して多孔質の新しい炭

素材料を作る試みがなされていてウッドセラミックスと呼

ばれています。これは炭素の固定にも役に立つし,使 い終

われば熱エネルギーとして回収できる。クラフト用とか,

あるいは電磁波の吸収材としての応用も試みられています。

セメントそのものはご存じのようにいろんな産業廃棄物

を原料として使っておりますので,そ れ自体がエコだとい

うことでエコセメントと呼ばれています.

あるいはキャノンのように,鉛 を取った光学レンズが開

発されています。

本材の表面を改質して発水性,あ るいは燃えない木材を

つくるということがいろいろ研究されています.大 型構造

材料としても再び用いられつつあります.透 明なペットポ

トルは容易にリサイクルできるということで,現 在は衣服

とかカーペットとか,い ろいろなものにリサイクルができ

る。

あるドイツのメーカーは,エ コデザインされたオフイス

チェアをつくっていまして,95%の 製品素材がリサイクル

可能であると言っています.

あるいは,ハ ーマーミラーの,ア ビアンチェアは100%

リサイクル可能であるそうです。

リサイクル性を強調する場合と,耐 久性を強調した製品

開発もされている。つまリロングライフでなんべんでもな

んべんでも補修が可能なチェアも開発されています。

生分解性材料については,先 先週も日本経済新聞の 『マ

テリアル ・ジャバン』展でたくさんの生分解性プラスチッ

クスが紹介されておりました。農業用フイルムに使われる

エコマスター,リ ニュアブル ・バイオポリマー,エ コプラ

とか,あ るいは島津のラクテイとか,生 分解性のプラス

チックが実用化されています。

これはソニーのテレビですが,プ ラスチックス材料にな

ぜ黒い色を選んでいるかというと, リサイクルをすると不

純物が入って黒くなってきますので,最 初から黒くしてお

けば良いだろうという考えから黒が選ばれているようです。

あるいはNECの エコロジーワークステーションのよう

な,世 界最少の消費電力, リサイクル設計がされていて

ローノイズで,い ろんな毒性のガスを出す可能性のあるプ

ラスチックスは使用されていない,あ るいは製品はモジュ

ラー設計にするとか,エ コデザインがされています。日立

のリサイクルを考えた洗濯機とか,い わゆるグリーンライ

トと呼ばれる非常に省エネの,松 下電器のパナルックス

(螢光電球)と か,代 替フロンの冷蔵庫とか,セ レン合金

のクローズドループのリサイクルとか,い ろんな環境配慮

されたリコーのコピー機とか,部 品を徹底的に再利用した

富士ゼロックスのコピー機とか,い ろんなものがあります。

また最近グリーンアーキテクチャーが世界的に注目を集め
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ています。家電 とか事務機器,コ ンピュータ,自 動車のほ

かに,建 物の与える環境影響 は非常 に大 きいわけでござい

まして,こ れをいかにグリーンにするかという試みが全世

界的に始まっている。

驚くのは,ア メリカが本目当進んでおりまして,グ リーン

アーキテクチャーという本も出版されている。この本には

『Guide tO Sustainable Design』という副題がついていま

す。耐久性, リサイクル性,炭 素放出量抑制力,炭 素固定

力,フ ロン放出抑制力とか,い ろんな意味でエコデザイン

をしていく。夏の暑いときは本が繁って涼しくなって,冬

になると見晴らしがよくなって陽がよく当たるようなうま

い設計にするとか,あ るいは本材をたくさん使うとか,ア

クアウュームをうまく利用するとか様々なグリーンアーキ

テクチャーが建てられています.

日本で有名なのは日建設計が設計したアクロス福岡です.

多目的ホールの外側が全部ガーデンになって散歩ができる

ような設計がされている。

これも日建設計ですが,東 京ガスの港北ビルで,ラ イフ

サイクル省エネルギーオフイスというコンセプトで設計さ

れている。建物のライフサイクル全体にわたって省エネの

デザインがされている。

あるいは板橋区のエコポリスセンターみたいな,環 境教

育をかねたセンターも建てられています。

ということで,私 はエコデザインをあらゆるものに徹底

させていくということが一つのポイントだと思います。も

う一つのポイントは,そ ういう製品をいかに普及させるか

ということです.そ のためにはグリーン調達が避けて通れ

ない。すなわち環境品質情報に基づいて環境負荷のより少

ない製品を社会的に優先的に調達していく。市場経済の圧

力で技術開発をエコデザインの方向へ変革させるというこ

とが非常に重要でして,こ れはすでに各国政府がそういう

政策を取り始めています.

有名なのは,ア メリカの大統領令12873で,連 邦政府

2000億ドルの予算をグリーン調達の方向に振 り向けていく,

グリーン調達を行うということを明言しています, 日本も

遅ればせながら,国 が製品を買う場合は環境配慮をします

ということを昨年決めています。

グリーン調達は,公 共調達,企 業間取引,一 般消費者の

購入,の すべてに渡って製品の環境情報を社会に公開して,

それを前提として製品の売買を行うという方向にいかざる

を得ません。

そのために現在 ISOで エコラベルの国際規格化が進ん

でいるわけでございます。現在 3つのエコラベル,タ イプ

1, タイプ2,タ イプ3について標準化作業が行われてい

ます。

タイプ1というのは, 日本の場合はエコマークです。エ

コマークの問題は,一 つは認証の基準がいま一つ明確でな
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いということと, もう一つは,対象製品́ 限ゞられておりま

して,工 業製品が主たる対象とされていない。

欧米等は工業製品にどんどんエコマークをつけだしてい

るわけですので,こ れを何とかしないと日本製品の環境品

質がどんどん低下して国際競争力を失いかねない。

国連環境計画 (UNDP)は 昨年以来グリーン調達の実

施に踏み切っておりまして,一 つ一つの品目ごとの調達基

準を公表しています。

アメリカの場合は,Buy intO the futureということで,

リサイクルプロダクトをどんどん買うことが将来の世界を

よくすると|いうような国民運動が起きています。

すでに 『EnVironment Product Guide』が作られてまし

て,こ れを見て商品が買えるようになっている。

日本も遅ればせながら今年4月 にグリニン購入全国ネッ

トワークが結成されまして,来 年 3月 までには環境情報を

満載した商品カタログを出そうという計画で動いておりま

す。

グリーン購入の原理 ・原貝」を現在論議している段階でし

て,こ れはそのドラフトです。
一般原則と個別原貝Jからなっております。一般原則とし

てはライフサイクルを考慮します,環 境影響の重要度を考

慮します,情 報が開示されている製品を買う,製 造業者が

環境法規を遵守するのはもちろんのこと,環 境管理監査を

やっているような,そ ういう企業の製品を選ぶようにする

などが挙げられています。個別原則では,ロ ングライフで

再使用可能なもので, リサイクル性に富んで,省 資源,省

エネルギーがなされているようなもの,再 生可能資源をた

くさん使っているもの,処 理処分方法,シ ステムが保証さ

れているようなもの,そ ういうものを優先的に買うべきだ

などが挙げられています.こ ういう原理原則を作った上で

個別製品ごとに調達のガイドラインをつくり,毎 年向上さ

せていこう,そ ういうことを今考えているわけです。

先進国だけやってもどれだけの持続可能社会ができるか

と皆さんお考えだと思います。その点につきましても,私

は中国でいろいろ討論いたしました。中国でもエコデザイ

ンに対する認識が高まってまいりました。環境材料,『21

世紀に向けての新材料研究』,こ ういう論文が書かれたり,

あるいは中国の文部省に相当するところの科学技術局長の

左鉄錆先生達が,『環境材料学を論ず』という論文を書い

ております,最 近北京へ行ったら,21世紀における開発の

主流は緑色建材であるというような新聞記事が出ておりま

した。                  ′

中国ではレンガをつくるために粘土を採堀しているわけ

ですが,そ の面積が,年 間シンガポールに匹敵するとのこ

とです。莫大な粘土を採掘している。このままではだめだ

ということで建材のエコマテリアル化というか,エ コマテ

リアルの開発がかなり大きな問題になっております。
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中国も今年からエコマテリアルプロジェク トをスター ト

させております.

以上,要 するに先進国,途 上国共に,エ コデザインをあ

らゆる材料 ・製品でいかに徹底させていくかということと,

そうやって開発されたエコプロダクトをいかに広く社会に

普及させていくかということの両方に全力を挙げて取り組

まなければ2010年における危機は回避できないのではない

かというのが私の話の結論です。
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中国の全国津々浦々に至るまで,先 進国と同様な物質的

な豊かさを求めての突進が始まっているわけでして,こ れ

はなまはんかな力では押 しとどめることはできない。アジ

アは世界経済の牽引力になるとともに,地 獄への水先案内

人に成りかねないという状況を今迎えているわけでござい

まして,こ の15年くらいが勝負であると考えております。

ご清聴ありがとうございました。

(1996年6月 6日講演)


