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7.1 概 説

建築物 とい うもの は、非構築な状態にあっても、その存在意義を見出す ことができるという考え方

[1] が あ る よ う に 、建築物の存在意義は視点を変えることで多種多様 に変化するもの と考 え られ る。そ

し て 、 建築物が様々な材料の複合体として生み出された時点で、既にその外観か らは読みとることが

困難な物質性能および形而上的性能に関連する多くの潜在的問題を抱える物体 として認識することも

可能で あろう。そのように考えられ る理 由のひ とつ として は、建築物が最終的に竣工するまでの過程

において 、実 際 は、長い年月をかけて育まれた自然環境を破壊しなが ら、膨大な資本 と労力を投入 し

た上で形成される仕組みの上に成 り立っていることが一般的に理解 されるためである。 これは換言す

れ ば 、 建築物自身は竣工直後の伏態からは想定することが困難な環境負荷因子を予め内在 していると

捉 える ことも可能 で あ り、特に建築物およびその構成要素における物質性能を引き出すために実行 さ

れた形而上性能である生産行為の中に、想定し難い環境負荷因子が数多く存在すると考 えられるので

ある。 しか しなが ら、現実的には生産行為に関連する環境負荷因子は物質の姿として認識することが

非常に困難であるため、未然防止的な思考に基づいて物質に備わっている生産行為による環境負荷因

子を情報の形で読み とりその存在を明確にすることが必要 と考え られる。具体 的には 、 「コ ンク リー

ト塊から低品質再生骨材を製造するリサ イ クル行為 には、 将来的に最終処分場枯渇問題を導く環境負

荷 因子が備わ って い る。 」 とい う具合 であ る。 なおこのように加工製品に対 しては、その形態を獲得

するために蓄積された生産行為に関する情報 というものが消滅することなく存在しているという情報

保 存 の法則 [2] とい う概念 も示 されて いる。

既存 コンク リー ト構 造物 は、順工程生産 システムの合理化を重視 して企画 ・計画および設計 ・施工

が実施されてきたため、構造物を生産する工程において生産行為自身が自然環境を荒廃させる行為で

ある ことが認識 され た として も、その問題 を解消する仕組みを有した生産行為が優先的に実施 される

ことは生産の本質的な目的から外れる行為となるためにあ り得な い事 象で あ った と思わ れ る。現在 、

このような状況が大きく変化する方向に世の中が動いて いる ことは明 らか で あ り、企画 ・計画の段階

より自然環境を荒廃 させる可能性のある環境側面に留意 した上で経済的に成立する新たな生産システ

ムを構築 し始めたといえる。2003年 始めに示された国内の公表事業における業者選定方法の総合評価

入札方式に関 して、生産行為における環境負荷 を始め、材料選定段階、再生処理段階における環境側

面を定量的に評価することを入札方式に組み込むことな どはその良い事例であると思われる。また世

界的な動向としては、IPCCの 第三次報 告書 [3] にお いて 、世界全域における地球温暖化物質の主要な

発 生源 に、セ メン ト製造業における生産行為を具体的に指摘 し、それを受けて2002年 に示された

WBCSDの 持続可能な開発の行動 計画 に関す る報 告書 [4] で は、セメン ト製造 における二酸化炭素排出

量削減 に向けての具体的な対応策を示 し、その実施を世界各国の主要なセメン ト製造会社 に対 し要請

し て い る 。

セメント製造における二酸化炭素排出量を低減可能とする方法 のBATは 、どのよ うな手法 も しくは

どのような手法の組み合わせであろうか。具体 的 には、第1に 既存構 造物 の リニ ュー アル ・リユ ース

を促進 して寿命を伸ばす ことにより、新規建築物の生産量を徐々に低下させる手法が挙 げられる。第

2に は一度脱炭酸化 して得 られたセメン ト原料を効率よく回収 し、再びセ メント原料 として使用する

手法などが挙げられる。これ らが現状の技術で実行可能な方策として考 え られ よ う。

以上 よ り、本章では前述した第 2の 手法を実行可能にするセメント回収型-完 全 リサイクルコンク

―238―



リー トおよび骨材回収型-完 全 リサイクルコンクリー トに関 して、その製造に関わる環境シミュレー

ションを行 うことで、天然骨材資源使用量、コンクリー ト製造量、最終処分コンクリー ト発生量、セ

メン ト製造起源二酸化炭素発生量な どの環境側面の変化を分析 し、環境に配慮 したコンクリー トにお

ける環境改善可能性を検討することを目的とする。なお、比較対象 として、順工程生産 システムのも

とで生産 された既存コンクリー ト構造物におけるダウンサイクルによる更新手法 により、コンクリー

トが低品質骨材や再生砕石 として再び原料化する場合およびレベルサイクルの更新手法によ り、コン

クリー ト中の骨材が構造用コンクリー トの材料として再利用される場合を組み込み、将来の人 口推計

に基づく単位人口あたりのコンクリー ト基礎生産量の低下を考慮した環境シミュレーションを実行す

る。

続いて、環境シミュレー ションの結果を考慮した上で、構造用コンクリー トのLCCO2削 減への方

策 として、地球環境に配慮 したコンクリー ト構造物を生産するBATを 示すと同時に、1997年 の地球

温暖化防止京都会議で締約された京都議定書に示 される温暖化ガス排出量削減の手法として位置づけ

られる京都 メカニズムに関 して、その基本的な仕組みである排出権取引、共同実施 (JI)、グリーン開発

メカニズム (CDM) 等の性質を考慮した上で建設活動におけるLCCO2の 削減手法について考察を行 う。

そ して、完全 リサイクル コンクリー トを中心とした環境負荷低減が積極的に考慮された構造用 コンク

リー トによ り、地球温暖化防止に貢献できることを最後に考察する。
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7.2 建築構造用コンク リー トの環境シミュレーション

7.2.1 背景 と目的

地球環境問題に対する意識がほぼ皆無であったと考えられる高度成長期において、コンクリー トは構

造物の主要な構成材料として一般的に使用される状況を実現 したといえる。その原因として、当時は順

工程生産システムに基づ く建築構造用コンクリー トというものは、地球環境に与える影響を考慮しなく

ても、構造物の構造安全性を確保するための物質的性能を有 していれば、その価値が認められたことが

挙げられる。 このような状況は、現在では正 しい仕組みとして理解を得ることは困難と思われる。

将来の日本において、逆工程付加型-順 工程生産システムおよび順逆工程生産システムに基づく生産

体系が建設業における生産システムの主流をなす ことは恐 らく間違いないと思われるが、その状況にお

ける建築構造用コンクリー トに求められる本質的価値を再考すると、構造物の構造安全性を確保するた

めの物質的性質に加え、コンクリー トが廃棄されず再利用され、将来的に環境負荷が小さくなる物質性

能を有していることが必要になる。そして、このような性能を充足するコンクリー トのひとつに完全リ

サイクルコンクリー トが挙げられるのであるが、その具体的な効果を次に示す全4種 類のコンクリー ト

を基にした環境シミュレーションにより示す。

全4種 類のコンクリー トとは、(a) 順工程生産 システムに基づき製造され、簡便な逆工程でダウンサイ

クルされるコンクリー ト、(b) 順工程生産システムに基づき製造され、高度な逆工程で レベルサイクルさ

れるコンクリー ト、(c) 順逆工程生産システムに基づき製造され、セメン ト原料 として全量がレベルサイ

クルされる完全 リサイクルコンクリー トそして、(d) 順逆工程生産 システムに基づき製造 され、骨材原料

として全量が レベルサイクルされる完全 リサイクルコンクリー トとする。これ らの建築構造用コンクリ

ー トについて、経年変化 を考慮した環境シミュレーションを行う。なお比較用 となる (a) のコンクリー ト

は、主に路盤材用砕石として再利用されるものであるが、需用が見込まれる期間は循環性能が低いシリ

ーズとして位置づけた上で積極的に活用する方向で考えるものとする。

環境シミュレーションの具体的な方法は、始めに全国およひ首都圏におけるコンクリー トの基本情報

に関する調査を行い、得 られる強度特性などのデータを標本となる各種コンクリー トの性質に反映させ

た上で、環境シミュレーションの設定条件を定める。その上で、4種 類の建築構造用コンクリー トの物

質特性および需給特性に関する条件設定をした上で、2000年 を起点として2250年 に至るまでの経年変

化を考慮したシミュレーションを実行する。これによ り、各種コンクリー トにおける地球環境に与える

環境側面の特徴が示され、構造用コンクリー トとしての新しい価値を明確 にすることが可能になる。

7.2.2 建築構造用コンク リー トの基本情報の整理

表7.2.1に 建築構造用コンクリー トの材料試験データについて、図7.2.1に 建築構造用コンクリー トの

呼び強度分布と管理材齢強度について示す。

建築構造用コンクリー トの材料試験データは、平成12年 度の全国圏および首都圏における建設現場で

使用された生コンに関する水セメン ト比、呼び強度および管理材齢圧縮強度の調査データを整理したも

のである。シリーズIの 全国圏データは、国土交通省 ・経済産業省共管の公益法人である財団法人日本

建築総合試験所により提出された平成12年 度版のコンクリー ト工事用材料試験データ [4] であり、シリ
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ーズIIの 首都圏データは、 東京地区生コンクリー ト協同組合における平成12年 度版のコンクリー ト工

事用材料試験データの聞き取り調査結果である。これらを呼び強度、耐久性グレー ド別の出荷量割合、

呼び強度比、平均強度および平均水セメント比の項 目としてデータを再構成 した。

全 国圏にお けるシ リーズIの デ ータに関 して は、構造用 コンクリー トの平均水セ メ ン ト比 は58.1%程

度 であ り、標準的な管 理材齢 にお ける圧縮 強度 は34.1N/mm2と なっている。 これ に対 し、首都圏である

シ リーズIIの デー タに関 しては、構造 用コ ンク リー トの平均水セメ ン ト比 は53.5%程 度であ り、標 準的

な管 理材 齢 にお ける圧縮 強度は38.5N/mm2と な ってお り、い くらか高めの コンク リー ト強度 を示 してい

る。首都 圏の大型構造物 の施工 に伴 うコンク リー トの高強度化 な どの要因が影響 していると考え られる。

地球環境時代における建築構造用コンクリー トとしての価値は、資源循環性を確保 した上で構造安全

性を確保することであると考えられるが、それは構造物の立て替え更新が早く、新規構造物の需用 も比

較的多い都市圏を中心に強く要求される価値であると考えられる。また、日本建築学会が1997年 に地球

温暖化防止京都会議の開催に際しての提言 [6] や、地球環境憲章における構造物の耐久性を高め、長寿命

化を推進する提言 [7] に示される内容 も考慮すると、環境シミュレーションは、都市部における構造用コ

ンクリー トのあり方を想定 したものとすることが重要 と思われる。

表7.2.1 建築 構造用 コンク リー トの材料試 験デ ータ

備考) 平均 水セ メン ト比の算定 は普通ポルトランドセメントの使用 を想定 しX=51/(F/60+0.31) よ り導 出 した。
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細　m　Ⅷ　Ⅷ　仙

(卓)鼓せ考倒

図72,1建築構造用コンクリ-トの呼び強度分布と管理材齢強度(シリーズl)

7.2.3　環境シミュレーションの概要

(1)コンクリートの条件

表7.2.2に環境シミュレーションの設定条件を､図7.2.2に環境シミュレーションの対象となる各種コ

ンクリートの循環形態を示す｡

4種類の建築構造用コンクリートは､順逆工程統合生産システムを導入した結果､構造物の構造安全

性を確保する物質的性質に加え､コンクリートが廃棄されず再利用され地球環境負荷が小さくなる物質

性能を備えたコンクリートが含まれている｡ NC_dは順工程生産システムに基づき製造され､簡便な逆工

程で路盤材等に再生処理される(a)ダウンサイクリングコンクリート､ NC-1は順工程生産システムに基づ

き製造され､高度な逆工程で構造用コンクリートとなる高品質再生骨材に再生処理される@)レベルサイ

クルコンクリート, CRC.ぐは順逆工程生産システムに基づき製造され､セメント原料として全量がレベ

ルサイクルされる(C)セメント回収型一完全リサイクルコンクリートおよび, CRC-aは順逆工程生産シス

テムに基づき製造され骨材原料として全量がレベルサイクルされる(d)骨材回収型一完全リサイクルコ

ンクリートである｡

各種コンクリートは､環境シミュレーションにおいて計画調合を定める必要があるため,構造用コン

クリートの材料試験データの調査結果を基に,原コンクリートの水セメント比を0.5に定めた｡再生コ

ンクリートの水セメント比に関しては､ NC_1およびcRC_aについては､再生骨材が高品質で回収される

ため､原コンクリートと同一の0.5とし, NC-dおよびcRC-Cについては､再生骨材の低品質化による性

能低下がありそれを補完するために､セメントペーストを高強度化して水セメント比を0.4とする｡

(2)シミュレーションの条件

表7.2.2に環境シミュレーションの設定条件を､図7.2.3に日本の人口推計を示す｡ここで示す設定

条件を基に､西暦2000年から2250年までの期間におけるセメント製造量,コンクリート製造量､石

灰石消費量および廃棄物発生量の4指標に関する推計を行う｡

セメント製造量に関しては､ 4種類のコンクリートを所定期間に一定量を製造し続けた場合のバー

ジン材である普通セメントとコンクリートから回収される再生セメントの製造量を推計するものであ

る｡コンクリート製造量は､ 4種類のコンクリートを所定期間に一定量を製造し続けた場合の初期コ

ンクリートとその再生コンクリートの製造量を推計するものである｡石灰石消費量は､埋蔵量および

可採量を示すと同時に､ 4種類のコンクリートを所定期間に一定量を製造し続けた場合､コンクリ-
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トおよび他産業分野で使用 される石灰石の消費量の推計するものであ り、(c) (d) の完全リサイクルコン

ク リー トにおいて石灰石骨材を優先的に消費することは変動要因になるといえる。廃棄物質発生量は、

4種 類のコンクリー トを所定期間に一定量を製造 し続けた場合の最終処分 されるコンクリー ト塊の発

生量と、セメン ト製造起源二酸化炭素排出量の推計を行なうものである。

環境シミュレーションのパラメータであり、将来の構造用コンクリー トの需給環境を考察するために

必要 となる4指 標は、人口の増減に対応 してコンクリー ト製造量が変化することを前提条件としている。

本研究では、2000年 まではコンクリー ト製造量の実績データ [9-11] を基に、それ以降は、国立社会保

障 ・人口問題研究所にて示 された人 口推計値 [11] を基に、国民1人 当りのコンク リー ト平均消費量に

人口を乗 じることで、総 コンクリー ト製造量の推定値を導出することとした。

表7.2.2 環境 シ ミュ レー シ ョンの設定 条件
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(a) NC-d (ダウンサ イクリングコンク リート) (b) NC-l (レベルサイクリングコンクリー ト)

(c) CRC-c (セメント回収型―完全リサイクルコンクリー ト) (d) CRC-a (骨材回収型―完全リサイクルコンクリー ト)

図7.2.2 環境 シミュ レーシ ョンに適 用 す る各種 コ ンク リー トの循環領 域 の違 い

(コンク リー ト製造量の推計 方法)

人 口推 計は、国立社会保 障 ・人口問題研 究所が2000年 に公表

した人 口推計 値を使用 した 。

将来の コ ンク リー ト製造 量は 、2000年 にお ける国民1人 あ た

りの コンク リー ト消費量で ある1.6m3/年 が維 持 され ると し、これ

に対 し総 人口の将来推移 (高品位推 計) を基 に 、推 計区間であ る

2250年 までの人 口推 計値に乗 ずる ことで製造 量 を推計 した。

この場合 、コ ンクリー ト生産最大 量は、推計 総人 口のピー クで あ

る2007年 の1億2778万 人時点 におけ る最 大量3億m3程 度 とな

り、その製造 量は、ピー ク後 は95万m3/年 の割 合で低 下 し、2100

年時 (人口9000万) には、2.1億m3、2150年 時 (人口7000万) に は

1.64億m3、 そ して2200年 時 (人 口5000万) には1.16億m3と な る

ことを仮定 した 。

図7.2.3 日本 の 将 来 人 口推 計 [11] と コ ン ク リ ー ト製 造 量

(3) セ メン ト製造 量

推 計の起点 で ある2000年 において 、国内にお けるセ メ ン ト製造 量は9000万 トン程度で あ り、1996

年 には過去最 大 のセ メン ト製造 量 とな る10000万 トン程度 に到達 した [12]。 製造 されたセ メ ン トはポ

ル トラン ドセ メン ト等 のバ ー ジ ンセ メン トによ り構 成 され 、 コンク リー ト微 粉末 を原 料 とした再 生セ

メ ン トの使用 実績 は この時点 ではな いといえる。現 在 、再 生セ メ ン トとして位置 づ ける ことが可能 な

ものは、可燃 性廃棄 物 の焼却施 設で発 生する焼却灰 をセ メ ン ト原 料 として用 いたエ コセ メ ン ト [13] や 、

完全 リサイ クル コ ンク リー ト起源 の再 生セ メ ン トが 挙 げ られ る。エ コセ メン トに関 しては、2001年 に
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JIS化され､実務的な使用が可能になったが､他産業分野で発生した廃棄物を建設業に取り込む仕組

みを有しており､コンクリート微粉末を再びセメント原料として利用するものではないため,最終処

分コンクリートの発生抑制には繋がらないといえる｡一方,完全リサイクルコンクリートはコンクリ

ート塊の全量が再生セメントとなるので,最終処分コンクリートの発生抑制が可能であり､ 2000年に

は国内初の実構造物への適用を果たした｡そして､部材の全量がセメント原料となるという付加価値

を有した結果､当該建築物は施工後に移築を目的に解体されたが､コンクリート部材は実寸のまま再

び構造部材として全量リユースされている｡

図7.2.4にセメント製造量の推計結果(a～d)を示す｡ NC-dおよびNC-1は,憎工程生産システムによ

り製造されるコンクリートであり,解体処理後のコンクリート微粉末をセメント原料に利用すること

は想定されていないため微粉末はセメント成分として不適合となり､再生セメント製造量は増加しな

い｡ NC-dの場合については,破砕時に混入される骨材成分が更に多くなるため,セメント原料として

ほとんど使用することが不可能である｡なお普通セメントは人口推計に比例して減少する構図となっ

ているが､生産される絶対量は他の製品原料と比較して多いといえる｡

cRC-CおよびcRC_aは､順逆工程生産システムにより製造されるコンクリートであり､コンクリー

ト全量をセメント原料にすることができる｡ CRC_Cに関しては､コンクリートをセメント原料とする

際に､コンクリートに含有する石灰石骨材を脱炭酸化する必要があるが､コンクリート塊全量がセメ

ント原料となるため集約的な供給が可能となり再生セメントとして利用され続ける可能性は高く､セ

メント原料となる構造物ストックが一定量に到達するまで製造し続けることができる｡ CRC-aに関し

ては､ CRC_Cと同様に全量をセメント原料化することも可能であるが,将来的には骨材ストック用の
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図7.2.4　セメントの製造量
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構造物が必 要 となるため 、セ メ ン トス トック用を製造開始 してから一定期間経過後は、原骨材 とセメ

ン トペー ス ト分 を分離採取 してセメ ン トペー ス トのみを再生セメン ト原料 として用 いる ことが適当で

あ る。 この場合 、 コンク リー トか らセ メン ト原料と骨材原料を同時に回収するため、資源の再投入が

全 くなくなる理想的な クロー ズ ドルー プが形成 され る。なおCRC-aとCRC-cの 双方 に該 当する推計の

特徴 と して、 2000年 に CRCに よる構造物を一定の割合で製造し続けた場合、2030年 頃 か ら再 生セ メ

ン トとなる コンク リー ト塊が発生し始め、同時に普通セメン トの製造量が低下し始 め る。そ し て 、2090

年までに普通セメン トとの製造量は逆転し、2120年 まで に天然資源を使用 した普通セメン トの製造は

行 われ な くな り、すべてのセメン ト原料をコ ンク リー ト構造物か ら発生す る コ ンク リー ト塊よ り供給

することが可能 となる。

(4) コンク リー ト製造 量

推計の起点である 2000年 に お い て 、 国内の コ ンク リー ト製造 量 は2.7億m3程 度 であ り、その後は

人口の自然減および市場低迷の影響 によ り、 コンクリー ト生産量 も低下す る傾向を示す と考 え られ る。

図7.2.5に コ ン ク リ ー ト製造量の推計結果 (a～d) を 示 す 。 NC-dに 関 し て は 、 順工程生産システムに

より製造されるコ ン ク リー トで あ り 、解体処理後にコンク リー ト中の骨材を回収することを想定した

材料設計が適用されていない。従 っ て 、 コンク リー トとして再生する場合は、低品質再生骨材 を用い

た非構造 用 コ ンク リー トとする方法 、低水セメント比とした構造用 コンク リー トとする方法が適用可

能で あるが 、耐久性、資源循環性に関して問題を有してお り、構造 用 コ ンク リー トに代替するには困

難で あるた め、再 生コ ンクリー トとして の製造量は増加 しない構図となる。

(a) 順工程生産システム (ダウンサイクリング)  (b) 順 工 程生 産 システム (レベ ルサイクル)

(c) 順逆工程生産システム (セメント回収型) (d) 順逆工程生産システム (骨材 回収型)

図7.2.5 コ ンク リ ー ト製 造 量
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NC-1に 関 しては、特殊な再生骨材製造装置を用いて積極的に高品質再生骨材 を製造す るため、その

技術を実行した場合の生産 システムは、逆工程付加型-順 工程生産システムとして位置づけることが

可能となる。再生コンクリー トは、天然資源 を使用 した既存コンクリー トと同等の品質 を保持できる

ため、構造用コンクリー トとして全量を代替することが可能となる。推計の特徴は、2050年 までにコ

ンクリー ト製造量の半数以上が再生コンクリー トで構成されるようにな り、2150年 にはコンクリー ト

の全量を再生コンクリー トとすることが可能 となり、骨材資源の全量 を構造物か ら回収することも可

能になる。

CRC-cお よびCRC-aに 関 しては、順逆工程生産システムにより製造されるコンクリー トであ り、コ

ンクリー ト全量からセメン ト原料および骨材原料を回収することができる。従 って、最終的に普通コ

ンクリー トを全 く使用 しない需給体系を構築することが可能となる。但 し、CRC-cに 関しては、セメ

ント供給源となる構造物ス トックが、一定量充足 した後は、解体処理段階で全量をセメン ト原料化す

るのではな く、一部は再生骨材として回収する必要が発生する。その際、CRC-cは 骨材回収性を考慮

した材料設計を適用していないため高品質の再生骨材を得ることは困難であり、低水セメン ト比のコ

ンクリー トとして品質を高めた上で使用する必要がある。なおCRC-aとCRC-cの 双方に該当する推計

の特徴として、2040年 までに普通コンクリー トと年間生産量が同等にな り、同時期 にCRC起 源の再

生コンクリー トの製造が開始され循環利用されるようになる。その結果、2050年 には普通コンクリー

トは製造 されな くな り、それに応 じて普通コンクリー ト起源の再生コンクリー トの製造量も大きく減

少し、2150年 頃には製造量が限 りな くゼロに近づ くと考えられる。

(5) 石灰石消費量

国内における石灰岩埋蔵量鉱量は推定560億 トン、可採鉱量は140億 トンとされている。国内で採

取される石灰岩は、海外の石灰岩 と比較 してセメン ト原料およびコンクリー ト用骨材にするための品

質が優れたカルサイ ト含有率の高い石灰岩であ り、全国各地で広 く採取することが可能である。また

石灰岩は国内で採取 される全鉱石の64%を 占めてお り、国内で自給可能な唯一の岩石であるともいえ

る。完全 リサイクルコンクリー トはこの石灰岩よ り製造される石灰石骨材を基本構成材料 としている。

図7.2.6に 石灰石累積消費量の推計結果 (a～d) を示す。NC-dに 関しては、コンクリー ト用粗骨材 と

して使用 される石灰岩は、緩やかな増加傾向を示し、他産業分野で使用される石灰岩についても一定

割合で増加するため全体では累積消費量は増加する結果 となる。そ して2200年 か ら2250年 の間に可

採粗鉱量の限界に到達する。但 し、埋蔵鉱量には到達 しておらず、将来的に可採粗鉱量は増加する可

能性があるため、岩石 自体の採取は長期的に問題となるものではない。

NC-1に 関 しては、NC-dと ほぼ同様の履歴を描 くため、消費形態に大きな変化はもたらすものでは

ないと考 えられるが、高度処理によ り再生骨材が構造用 コンクリー トに使用可能 となることか ら、石

灰石粗骨材使用量の低下、副次的に生成 したセメン ト系微粉末のセメン ト原料化などが期待され、結

果的に石灰岩の累積消費量の増加 を抑制することが可能となる。

CRCに 関 しては、CRC-aお よびCRC-cと もに順逆工程生産システムを前提とした材料設計が適用さ

れるため、今後100年 間はCRC起 源の構造物ス トックを蓄積するために一時的に石灰石消費量が増大

することになるが、2100年 前後か らは石灰石骨材が材料 として循環利用 されるよ うになる結果、天然

の石灰岩を採取する必要がなくなるために年当たりの石灰岩消費量は著 しく減少して累積消費量は増

加 しなくなる傾向を示すことになる。
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(a) 順工程生産 システム (ダウンサイクリング)  (a) 順工程 生産システム (レベルサイクリング)

(c) 順 逆工程生産 システム (セメント回収型)  (d) 順逆工 程生産システム (骨材回収 型)

図7.2.6 石 灰 石 消 費 量

(6) 廃棄物発生量

現在の建設廃棄物の発生量、建設副産物の再利用率、最終処分量な どの情報は、平成12年 度 におけ

る建設副産物実態調査 (センサス) によ り概要が把握できる。建設廃棄物において実態把握がされてい

る最終処分コンクリー トは、平成7年 度版センサスでは1300万 トンであり、比較的、再生処理が進ん

でいるコンクリー ト塊でも最終処分量は発生 している状況であるといえるが、平成12年 度版セ ンサス

では130万 トンまで減少し、再利用率を98%ま で高める結果を導いた。その背景 には再生処理技術の

進歩に加え、社会 システムが大きく変化してお り、平成8年 の建設 リサイクル推進懇談会提言、平成

9年 の建設 リサイクル推進計画、平成10年 の建設副産物適正処理推進要綱 の改正、平成11年 の建築

解体廃棄物 リサイクルプログラムの策定、そ して平成12年 の建設 リサイクル法の公布、資源 リサイク

ル法の改正、廃掃法の改正等の政策の適用が大きく影響 したといえる。 しか しなが ら、実際の最終処

分 コンクリー トは、建設発生土へのコンクリー ト塊の混入問題や不法投棄問題等 によ り、計上されな

い廃棄物として相当量発生 していることに留意する必要がある。二酸化炭素排出量に関しては、2000

年 にお けるセ メン ト製造量 に対 し、セメン ト1ト ン製造時に発生する二酸化炭素排 出量 (749.5kg/t-

cement )[14] を考慮 した上で の概 算値 として示 した。

図7.2.7に 最終処分 コ ンク リー トお よびセ メ ン ト製造起 源の二酸化炭 素排 出量 推計 結果 (a～d) を示す。

なお ここでは環 境 シミュ レー シ ョンの条件 を追加 した結果 を示 して お り、対象 とな る全4種 類 のコ ン

ク リー ト構 造物 の解 体期間 を通常 の建設後31～60年 に加 え、31～100年 の場合 につ いて 同時 に示 し、

コンク リー ト構造 物の寿命 が長期化 した場合 の影響 について も検 討 して いる。

―248―



NC･dに関しては､最終処分コンクリートは2050年頃に発生量が最大になり､その後急激に減少す

る｡これは､ 2000年直前に竣工した普通コンクリートによる構造物の解体時期が､ 2030年以降から開

始される点､その間の新規コンクリート構造物の着工量が2007年をピークに低下し始める点などが影

響した結果である｡構造物が長寿命化した場合､解体時期の遅延に伴い最終処分量は大きく低下する｡

二酸化炭素排出量は､人口推移に相関があるセメント製造量に対応した履歴となっており一定割合で

減少する傾向を示すが､これは2000年からの人口減少に伴う自然減が影響したものであり､二酸化炭

素排出のための積極的な施策は盛り込まれたものではない｡なお構造物が長寿命化した場合は､最終

処分量コンクリートにおける変化と相違してセメント製造起源の二酸化炭素排出量はほとんど変化し

ていないが,これは現在のコンクリート構造物の生産の仕組みとして,解体現場の発生率と新規コン

クリートの製造要求との関係が不明確であるため､解体現場発生率の低下､つまり構造物の長寿命化

がセメント製造量に及ぼす影響を指標化することが困難なためである｡従って､長寿命化が果たされ

る場合においても､コンクリート製造量は基本的には人口推移に影響するものとして捉えられる結果､

二酸化炭素排出量は大きく変化を示さない結果となる｡なおコンクリート白身の耐久性と構造物の寿

命概念を考慮し､設計段階において構造物の寿命予測が可能になる状況においては､解体現場発生率

が算出可能になることから長寿命化とセメント製造量の関係を導出することが期待できる｡

NC-1に関しては､最終処分コンクリートが､ NC-dと比較して全体的に60%程度まで減少すること

が確認されたため､高度処理を適用してコンクリ-ト塊から高品質の再生骨材を回収し､再び構造用
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図7.2,7　最終処分コンクリ-トおよびセメント製造起源二故化炭素排出i
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コンクリー トに適用する効果が大きい ことが示 され た。 しか しなが ら、ボル トランドセメン トの原料

となるセメント系微粉末の回収は困難であるため、二酸化炭素排出量を低減す る効果はな く、NC-d

と同様 に、 セメン ト製造量の自然減に伴い二酸化炭素排出量が減少する傾向を示 している。構造物が

長寿命化 した場合の特徴に関しては、NC-dと ほぼ同様 に考察 され る。

CRC-cに 関 し て は 、2000年 よ り製造が開始される CRC-cは 、 その全量がセメント原料 として使用さ

れ るた めに、普通 コンク リー トによる コンク リー ト構造物 が解体 され、全量が最終処分された後は最

終 処分 コ ンク リー トは発生しない構図となり、2070年 頃 に は最終 処分 コ ンク リー トは全 く存在 しなく

なる。そ れ以降 は、 CRC-c起 源 とした構造 物ス トックの全てがセ メン ト原料のス トックヤー ドとして

位置づけられる状況を生み出す ことになる。二酸化炭素排出量に関しては、人口減少に伴い発生する

二酸化炭素排出量の自然減の影響に加え、一度、脱炭酸化 して製造されたセ メン トを再びセメント原

料として使用す ることが可能になるため、コンク リー トにおけるセ メ ン トペース トの含有割合分 に応

じた二酸化炭素排出量を削減するこ とが可能 になる。推 計値で は2030年 頃よ り、緩やかに二酸化炭素

排出量が低下する傾向を示 している。構造物が長寿命化 した場合の特徴に関して はNCシ リー ズ とほ

ぼ同様 に考察 されるが、二酸化炭素排出量に関しては、構造物の長寿命化により所定期間にお けるリ

サイクル処理回数が低下することとなるため、CRC-cに おけ る リサイ クル の効果 も低下する結果、NC

シリーズ と比較 した二酸化炭素排出量の低減効果が減少し、排出量が若干増加する傾向を示す ように

な る 。 こ れ は 、 リサイ クル行為 自体による環境負荷低減効果が対象となる製品寿命が長くなる場合に

は低下することを示 している。

CRC-aに 関 し て は 、 その全量がセメント原料および骨材原料として再生利用されるために、普通コ

ンク リー トによ るコ ンクリー ト構造物全量が最終処分された後は最終処分コンク リー トは発生 しな い

構 図 とな り、CRC-cと 同様に2070年 頃には最終処分される コ ンク リー トは全 く無 くな り、以降 はCRC-a

起源 とした構造物ス トックの全てがセメン ト原料および骨材原料のス トックヤー ドとして位置づけら

れる状況を生み出す。二酸化炭素排出量に関しては、コ ンク リー トが改質処理骨材を使用 して いるた

め、簡便な解体処理によりセメン ト原料と骨材原料に分離採取することが可能 であ る。 従 って 、再 生

段階で回収 される骨材以外の微粉末は 、一度脱炭酸化して使用されたセメン トによ り構 成 され るため、

生石灰化する段階で排出される二酸化炭素の発生が殆 ど無く、2030年 以降は急激に二酸化炭素排出量

が減少する状況を導くことを可 能 にす る。 な お 、 コ ン ク リー トの強度低減抑制の一手法であるセメン

トマ トリックスの高強度化手法を適用する場合、セメント使用量が増大することになるが、材料 とし

ての循環が可能であることを考慮するとその要因は問題 とはな らな い。2100年 頃 には、セメン ト製造

に起因する二酸化炭素排出量は完全 に無 くな り、セ メ ン ト製造 は、 CRC-aの 構 造物 ス トック にお ける

コンク リー ト中のセ メン トペース トを脱水 して生石灰化 しセメン トとす る構図が一般化するといえる。

なお構造物が長寿命化 した場合においてはCRC-cと ほぼ同様の内容 が考察 され るが、二酸化炭素排出

量 に関 しては、 構造物の長寿命化によ り所定期間におけるリサイクル処理回数が低下することとなる

た め 、 CRC-aに お け る大 幅に脱炭酸化 が減少できるリサイクルの効果 も低下する結果、NCシ リーズ

と比較 した二酸化炭素排出量の低減効果は減少し、排出量が増加する傾向を示すようになる。

以上 よ り、CRC-cお よ びCRC-aの 製 造 は 、 最終処分 コ ンクリー トおよび二酸化炭素排出量の削減に

対 し、一定の効果が期待 されるものとして理解できる。またセメン ト原料および骨材原料 を構造物中

で材料保存し、半永久的に蓄積 ・循環使用を可能とするものとして認識できるため、構造物の資源価

値を高めると同時に長寿命化を促す効果 も期待できるようになるといえる。
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7.2.4 まとめ

本節では、建築構造用 コンクリー トの環境シミュレーションについて検討した。以下に得 られた知見

を示す。

1) セメン ト製造量は、順工程生産システムにより製造されたコンクリー トの場合、人口の自然減に比例

して低下する傾向にあるが、順逆工程統合生産システムによる完全 リサイクルコンクリー トの場合、100

年程度で普通セメン トは使用されなくなり、再生セメン トにより全量を賄うことが可能になる。

2) コンクリー ト製造量は、順工程生産 システムにより製造されたコンクリー トでは、ダウンサイクルの

場合、セメント製造量と同様の変化 となるが、レベルサイクルの場合、再生コンクリー トの製造量が拡

大的に増加する。順逆工程統合生産システムによる完全リサイクルコンクリー トでは、従来型コンクリ

ー トの製造は短期間で終了し、その後再生完全 リサイクルコンクリー トが繰 り返 し製造 される。

3) 最終処分コンクリー トは、順工程生産システムによ り製造されたコンクリー トでは、 レベルサイクル

による更新を実行することで処分量を大きく低減することが可能になる。順逆工程統合生産システムに

より製造された完全 リサイクルコンクリー トでは、100年 以内に最終処分コンクリー トが全く発生しな

くなる状況を導 く。またセメン ト製造起源の二酸化炭素排出量に関 しては、骨材回収型リサイクル指向

コンクリー トにおいて大幅に低減が可能とな り、循環利用される状況下では、製造時に二酸化炭素を発

生しないコンクリー トとして位置づけることも可能となる。
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7.3 構造用コンク リー トのLCCO2削 減の方策

地球温暖化防止のために1997年 の地球温暖化防止京都会議 (COP3) で締約 された京都議定書を発効

するための国際的な合意が2001年 の地球温暖化防止マケラシュ会議 (COP7) においてなされたのは記

憶に新 しい。この合意により、先進国およびロシア東欧諸国 (気候変動枠組み条約付属書I国) は2008

年か ら2012年 の第一期約束期間における温暖化ガスの排出量を、1990年 度比で平均5%の 削減を義務

づけられることになる。そ して、これらの目標 を達成するための具体的手法が京都メカニズムであり、

現在は、その基本的な仕組みである排出権取引、共同実施 (JI)、グリーン開発 メカニズム (CDM) を基に

した運用施策を出来るだけ早期に構築 し、温暖化排出ガスの削減を促すとともに、世界規模での排出

権取引の新市場を構築 し、排出権コンサルタン トや排出権認証ビジネスな どの新 しい仕事 を生み出す

気運が高まっている。

2002年 になり米国が京都議定書の批准に改めて難色を示 したため、京都議定書はスター ト時に最大

の二酸化炭素排出国である米国抜きで発効 される国際制度 となる可能性は大きいが、現在は2000年1

月に開始 された世界銀行炭素基金などの各種排出権ファンドの運用、2001年 よ り検討段階に入ったオ

ランダにおける共同実施 (JI) の先行運用、2002年4月 の英国の排出権取引市場の開始、2005年 に予定

されているEUで の排出権取引市場の開始などの京都メカニズムを利用 した世界的な地球温暖化防止

に向けた取 り組みの進展などにより、早かれ遅かれアメリカを含めた地球規模での動向に発展するも

のと思われる。

日本においては、温暖化排出ガス削減に向けて、2008年 から2012年 の第一期約束期間における排

出量を1990年 度比で平均6%の 削減が必要となる。国内施策における排出量削減 の導入ステップ [15]

の構成は、事業的取 り組み (事業者の取 り組み、協働による民生 ・運輸の取 り組み、国 ・自治体の取

り組み) および社会システムの運用 (京都メカニズム、排出権取引、森林吸収源、環境税制) に大きく

分類され、建設業では事業的取 り組み (協働 による民生 ・運輸の取 り組み) の枠組みの中で、計画策

定、施策実施、排出量把握そ して評価結果に基づ くPDCAサ イクルの導入を計画的に実施する ことに

なる。コンク リー ト構造物に関する方策として、建築物の断熱強化、屋上緑化の義務づけなどが現時

点で示されているが、セメント製造による二酸化炭素排出量の削減 もその対象になるものと考えられ

る。

コンクリー ト構造物の生産 における温暖化ガスの排出要因とされる材料製造、施工、解体、処理行

為における環境負荷量の内訳を、一般的な構造物 (容積100m3) を想定 したLCCO2の 試算結果 [15] から

検討 してみると、LCCO2に おける82.3%が 材料製造 によるものであり、そのうちセメン ト製造は全体

の39.4%を 占めるとされている。現状において、セメントクリンカー1ト ンを製造するために排出さ

れる二酸化炭素量は800～1000kg程 度であること [14] を踏まえると、セメン ト製造が温暖化物質排出

の元凶となることが明らかである。そのため、近い将来建設サイ ドからの二酸化炭素排出量削減を本

格的に検討するためには、セメント製造による排出量を削減することが不可欠 になるといえよう。そ

して、セメント製造による二酸化炭素排出量の削減は、集約的処理が期待できるため、効果的に温暖

化物質排出量を低減することも可能になるといえる。

セメン ト製造におけるLCCO2削 減方法について検討する。製造方法に関 しては、現在のセメント

工場は、クリンカー燃焼効率を向上させるためにNSPキ ルンが積極導入 され、現在の導入率は90%

程度 [17] となってお り、1960年 当時は単位 クリンカー重量 (kg) 当たりの燃料消費量が5750KJ程 度であ
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ったところが1990年 には3000KJ程 度となるまで効率化が進んでお り、燃料消費量が半減する状況を

実現している。 しかし、それ以降の削減率は頭打ちの状態にあるため、製造技術 に関 しては最も効率

の良い状態が既に確保されているといえる。従って、製造手法による新たな削減率の増加は多くは期

待できないといえる。一方、原料改質 による方法に関しては、エコセメン ト [13] の開発事例が挙げら

れる。セ メン ト成分を代替可能な産業廃棄物を積極利用することで石灰岩の使用量を削減 し、脱炭酸

による二酸化炭素排出量を大きく低減することが可能になる。2002年 にはJIS R 5214に 規格化 されて

お り、今後製造が増加 して従来型のセメン トと代替できる構図が描かれれば、LCCO2の 削減に繋がる

と考えられる。 しかしなが ら同手法は他産業分野のループで発生する産業廃棄物を主原料 とすること

が前提条件となってお り、産業廃棄物の状態や回収量および化学組成などがセ メン トの品質安定性に

影響する点、重金属類等の混入に起因する物質の濃縮汚染の可能性、他産業の廃棄物を原料とした上

で広域的な産業領域を囲んで構成されるオープンループにおいて相対的に高度な処理技術に基づ く再

生処理手法で再生を実行することになる点な ど、環境負荷の少ない資源循環の仕組みを構築する上で

今後問題となる要因がいくつか存在することは否定できないといえる。またこの方法論は、他産業分

野における産業廃棄物をセメントの製造 システムを利用 して対処療法的に処理する手法として位置づ

けてオープンループの循環形態 となることを前提としている点に関しても、将来的に解決が必要とな

る潜在的問題と考えられる。

一方、本研究 において提案 した完全 リサイ クルコンクリー トは、エコセメン トと同様に二酸化炭素

排出量の削減を可能にする性質を保持 している。 しかしなが ら、完全 リサイクルコンクリー トがエコ

セメン トと根本的に相違する部分は、他産業を含まないクローズ ドループによる循環系の構築を前提

としている点、構造物 に要求される総合的な性質をライフサイクル設計の観点か ら具体的に捉え直し、

新 しく導出される材料としての本質的機能を充足 した上で生産物 に使用 される点 と考えられる。そし

て この場合、順逆工程生産システムを導 くことが可能とな り、最終的には解体処理段階における環境

負荷を大きく低減することが期待できると考えられるのである。

以上、建設業において二酸化炭素排出量の削減 に寄与するセメン ト製造のあ り方について、エコセ

メン トおよび完全 リサイクルコンクリー トを事例 とした手法について考察 した。双方の手法は一見対

峙する性質を帯びたものとして示されたが、実際にはどちらの手法が地球温暖化物質の削減に効果的

であるかは、その実務的な使用量に大きく左右 されるため現時点では不明であるといえる。ここで改

めて、二酸化炭素排出量削減の概念自身の特徴 について検討する必要性がでてくるといえる。

地球温暖化防止の最終 目的というものは、そのひとつに将来的な地球の温度上昇の抑制を前提 とし

た上で、それを達成するために温暖化原因物質を排除することが掲げ られている。 目標達成の手法は

実際には非常に数多く存在 し、その中には地域的な制約条件なども加え られる可能性 もあるため、結

果的に直接制御および間接制御による手法を問わず、最終目的を明確 に見据えた上で具体的手法を適

用 して定期的 にその達成度を検証し、手法の実行不適正が明白になった場合は、直ちにその仕組みを

排除して再び新 しい手法を導入するという繰 り返し作業の継続に目標達成が可能になると思われる。

このような適応性検証型の手法は、建築物における性能検証型設計 [18] において建築物の本質的機能

を明確にしてそれを長期に渡り充足するために必要な物質性能の目的を目的指向型の生産プロセスで

実現する手法における基本的な理念 と重ね られる印象がある。

つまり私論 となるが、建築物において リサイクルという更新工程を通 じ、地球温暖化物質の排出を

削減する生産方法を実現するためには、建築物自身および地球温暖化物質削減手法の特殊性によ り、
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再生処理を実施する本質的意味を正確 に捉え、その上で建築物の設計哲学 を具体化しなければ、温暖

化物質削減を含めた環境負荷低減を実行可能にするリサイクルを軌道に乗せることは困難にな るので

はないかと考える。

ここで設計哲学 という言語を示 したが、その意味に込められている 「哲学」に関 してひとつの説明

[19] がある。その内容は、 『哲学 とは、誰もがもつ 自分な りの価値観や倫理観 を 「補強」するための

ものというよ りか、むしろ 「検証」する方法のことである。哲学的な思考 を適用することによ り、既

存の信念や理論であっても、新たに学習 した物事との比較によ り、その妥当性を検討することが容易

にな り、場合によってはその方向性を変えることも辞さないのである。』というものである。つまり、

建築物の設計哲学 とは、例えば、コンクリー ト構造物の場合、コンク リー トを打設した後に何 らかの

形で長期的な強度特性が十分に確保されないことが発覚 した時点で、当該箇所のコンクリー トを解体

して再打設す ることや、設計変更を行 った上で補強を実施することなどを生産行為の一環として一般

化することである。視点を広げれば、竣工直後の建築物がLCA手 法などによ り将来的に環境負荷を多

大に与えると評価された場合、その環境負荷を低減するために付加的な技術対策を積極的に講 じるこ

とを生産行為の一環 として一般化することな ども該当するであろう。

以上よ り、日本における過去の公害問題や今 日世界規模で発生 している地球環境問題 というものは、

その問題を引き起 こした原因と想定される順工程生産システムを基盤としたものつくり自身に環境負

荷 を考慮 した上で生産合理性を検証する設計哲学が存在 してこなかったために引き起 こされた ものと

捉えることができる。結果、多 くの生産 システムは多大な環境負荷を与える製品を数多 く生み出すこ

とにな り、一度発生した環境問題 に対 しては対処療法的な対策しか適用することができず に原因治療

的な対策 を講 じることが困難とな り、結果的に問題は解決されないまま悪化の一途を辿る構図が生み

出されたと考え られるのである。

本研究 において提案 した材料保存を基調としたコンクリー ト構造物のライフサイクル設計手法は、

既存の生産システムである順工程生産 システムの仕組みを根本的に見直 し、そこに存在 していた問題

点の解決を前提 に新たに想起 して具体化 された手法であるため先に述べた設計哲学が反映されている

といえる。結果、新たに生産されるコンクリー ト構造物は、逆工程の生産時において大きな環境負荷

が発生しない順逆工程統合生産システムを実現することができる。

コンクリー ト構成材料の材料保存性を確保 した完全 リサイクルコンクリー トを使用 し、ライフサイ

クル設計を導入 したコンクリー ト構造物 というものは、今後、建築市場での適応性を始め、社会的浸

透性、さらには地球環境への適応性が検証されることになる。それは今まさに始まろうとしている地

球環境時代において、既存のコンクリー ト構造物では検証が困難であった新 しい生産システムに対す

る初めての試みになると考えられるのである。
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7.4 第7章 のまとめ

本章では、建築構造用コンクリー トの環境シミュレーションおよびLCCO2削 減の施策について検討

した。以下に得られた知見を示す。

1) セメント製造量に関する環境シミュレーションの特徴として、順工程生産システムにより製造された

コンクリー トの場合、人口の自然減に比例して低下する傾向にあるが、順逆工程統合生産システムによ

る完全 リサイクルコンクリー トの場合、100年 程度で普通セメントは使用されなくな り、再生セメン ト

によ り需用を賄 うことが可能になる。コンクリー ト製造量に関しては、順工程生産システムにより製造

されたコンクリー トでは、レベルサイクルの場合、再生コンクリー トの製造量が大きく増加させること

ができる。そ して順逆工程統合生産システムによる完全 リサイクルコンクリー トでは、普通コンクリー

トの製造を早くに終了させることができ、その後は数次に渡 り再生完全リサイクルコンクリー トが製造

される体系を構築することができる。

2) 最終処分コンクリー トに関する環境シミュレーションの特徴 として、順工程生産システムにより製造

されたコンクリー トでは、レベルサイクルによる更新を実行することで処分量を大きく低減することが

可能 になる。順逆工程統合生産 システムにより製造された完全 リサイクルコンクリー トでは、100年 以

内に最終処分コンクリー トが発生しなくなり。また二酸化炭素排出量に関しては、骨材回収型リサイク

ル指向コンクリー トにおいて大幅に低減が可能にな り、製造段階において二酸化炭素を発生 しないコン

クリー トとすることが可能になる。

3) 順逆工程統合生産 システムを導 くライフサイクル設計は、既存の生産 システムである順工程生産 シ

ステムの仕組みを再考 し新たに想起 して構築されたものであり、設計哲学が反映されている。その材

料要因となる完全 リサイクルコンクリー トによるコンクリー ト構造物は市場や地球環境における適応

度が今後検証されることにな り、それは既存の構造物では検証できなかった新 しいシステムに対する

初めての試み と位置づけられる。
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第8章 結論
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本研究の結論

本研究の着想は、1970年 代初めか ら今 日に至るまで、長期 に渡 り継続的に研究開発されてきた再生

コンク リー トが、現在においても構造体へ使用することが困難な状態 にあり、路盤材や用途制限のあ

る非構造コンクリー ト用再生骨材 として部分的に使用 される程度に止まってお り、次世代 に向けて抜

本的な変化が期待できる新たな方策が必要 と判断された点にある。また昨今の地球温暖化 を中心とし

た地球環境問題が、それほど先ではないむしろ近い将来において人間の生活 を脅かす様々な問題を引

き起 こす可能性が認識されるようにな り、例えばそれは中長期的に発生する大規模地震 により構造体

が損傷を受 け、建築として使用が困難になる確率よりも高い確率、つまりよ り早い期間内に危機的要

因をは らむ環境問題が発生することが予想 されるため、コンクリー ト構造物生産において地球環境問

題の解消手段を積極的に導入 し、未然防止を可能にする仕組みを早急に構築する必要性が考え られた

点 も挙げられる。なお地球環境問題の中には、現在はその全容は明 らかされてはいないが、一度問題

が顕在化すると事後的な対応では解決が極めて困難となる新 しいタイプの地球環境問題も今後発生し

て くる可能性 が ある。この場合 、既存の生産 システムによる対処療法的な解決手法では、事 態の 改善 ・

解消が困難になる可能性が多分にあるといえる。

現在の地球環境問題は、究極的には人口減少に伴い経済活動の規模を世界的に小さくすれば地球の

自浄作用が回復 して徐 々に解消するものと思われる。 しか しなが ら人間社会 というものは、そ もそも

経済活動を前提に成立 してお り、昨今では、既存の順工程における生産システムの改善を実施するこ

とよ りも先 に、 この前提条件を維持 した上で循環型社会を構築するという最 も達成 レベルの高い目標

を掲げた取 り組みが行われる状況 となっている。この背景 には 、地球環境が切迫 した状況になっても、

地球は人間のために存在 し、地球が自浄作用を完全に喪失する限界状態に至るまでは基本的に人間の

経済活動を中心 とした社会システムと市場における競争原理の確保 を最優先させるべきというような

誤った認識が働いているか らではなかろうか。

なお ここで言う限界状態とは、地球の自浄能力が有効に機能 しなくなり、その結果、地球温暖化問

題 さらには地球環境問題が深刻化 して経済活動を優先 した生活ができなくなる状態と位置づける。具

体 的 には、IPCC報 告 書 (TAR) のデー タを用 いて説 明す れ ば、今 後1990年 か ら2100年 まで の期 間にお

ける地球 の地 上平均 気温 は1990年 レベルよ りも1.4～5.8℃上 昇 し、そ の影響 によ り海 面水 位が0.09～

0.88m程 度 、全地球 上で平均 的 に上 昇する ことが予測 されて いるが 、 これは経済活動 を営む人間の生

活域が大幅に減少させ、中には陸地の大部分が海面下になる地域が発生することを想像させるもので

あ る。 この場合 、高い確率で既存の生活スタイルを持続 させることは困難となるため、経済活動を優

先 した社会スタイルは事実上崩壊すると考えられる。また二酸化炭素などの温室効果ガスは、発生量

の25%程 度が数百年にわた り大気中に残留するために、21世 紀初頭に温室効果ガス発生濃度が低い状

態で 安定 した と して も、そ の後 も100年 間 あた り 0.2～0.3℃の 割合 で地球全体 の温 度 は上昇す る と予

測 され て いる。

以上 の内容 よ り、次世代 にお けるコ ンク リー ト構 造物 のあ り方 、 さらにはコンク リー ト構造物が地

球環境に与える影響に関する研究の最終目標というものを具体的に見出す ことが必要 と考えられた。

なお この 目標 は、例えるならば限定された地域における社会の問題を扱 う次元の目標ではなく、地球

環境を守るために必要となる最後 目標を具体化することであるため、現在想定可能な問題解決に向け

た最善の方策を示し、それに向けて積極的に問題解決を図る意義は大きいといえる。なお適用された
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方策の妥当性を検証することは一般的に困難 となるが、将来的に発生する可能性の高い問題となる要

因を予め十分に考慮しその発生リスクを最小限に抑えるような リスクマネジメントを実行することで、

一定の効果を期待することは可能 と考えられる。

なお先に述べた経済活動の限界状態に至るまでの期間を人間にとっての経済活動余命期間と定める

場合、 問題解決のための具体的事例としては、地球温暖化と始めとする種々の地球環境問題を積極的

に解消することが可能 となるコンクリー ト構造物の生産が挙げられる。 ここで私論 となるが、現時点

で想定 される経済活動余命期間をIPCC報 告における海面水位上昇の影響を考慮 して数百年程度とし

た場合、現在の日本における各種建築物の更新周期が住宅の30年 を始めとする数十年程度で構成され

る ことを考慮す ると、それ らは経済活動余命期間の数分の1か ら数十分の1の 寿命 と見なす ことがで

きる。つまり経済活動が盛んな地域におけるコンクリー ト構造物は、今後少な くとも数回から数十回

は更新されると想定できるのである。このような更新周期に関する特徴を考慮すれば、最終目標 とし

ては建築物の再生処理段階を生産工程の一部と位置づけた建築生産システムを具体化 し、天然資源の

非枯渇型利用や最終処分廃止を積極的に努めることが現状の日本において必要な目標 として位置づけ

られるといえる。なおSI建 築に例え られる躯体の長期耐久性を設計段階で予め考慮 した構造物におい

ても、現段階においては、用途に応 じて部材や材料の本質的機能を企画設計に導入 した上での長寿命

化設計が適用されていないこと、さらには経済活動余命期間のあいだには少な くとも数回は解体され

ることが想定できることなどにより、結果的に構造物か らは建設廃棄物が発生 して環境負荷を与える

可能性があるのである。

現在、国内においては集約的にコンクリー ト用骨材を採取することは容易ではな くなってきてお り、

近年においては堆積岩層よ りも一般的に下層にあ り、アルカ リシリカ反応性を有する火成岩起源の岩

石をコンク リー ト骨材 として使用するような状況も発生している。バージン資源の枯渇問題に関して

は、海外か ら廉価で大量の骨材を輸入し品質調整を行った上で運用する仕組みを構築すれば、一定の

解決が図られると考えられるが、 この場合、マテ リアルフローにおける廃棄系アウ トプットの増加が

更に顕著となるため、結果的に最終処分場の残余年数を急激に縮めるような状況 を導 くであろう。ま

た海外などで実施されている廃棄物の鉱山化処理手法に関しても、 日本では廃棄物を鉱山化させ られ

る土地の確保が困難であること、また鉱山化することを目的とした処置を施 した としても、廃棄物が

蓄積 して安定な鉱山となる速度よ りも埋没した廃棄物による土壌汚染や土地利用問題に関する環境劣

化現象がより早 く発生 して事態が深刻化することなどが考えられるため、同手法のみで問題解決を図

ることはほぼ困難 と思われる。以上のことか ら、国内のコンクリー ト構造物生産の基本条件としては、

現在確保できる良質な骨材ス トックを構造用コンクリー トの構成材料 として最大限使用し、極力廃棄

物 を発生させないことが掲げられる。この場合、順工程生産システムに基づ く既存のコンクリー ト構

造物は良質な骨材の貯蔵庫と見なす ことが可能になるため、現在主流であるダウンサイクリングによ

る再生材の需要が存在 し続ける一定期間は同手法を有効活用し、その間に高品質再生骨材製造技術に

基づ く完全 リサイクル型の循環システムを実行可能な状態にし、ダウンサイクリング再生材の需要が

消失 した時点で高品質再生骨材による構造用再生コンクリー トの生産システムを全面運用することが

適当であると考えられる。そして新規構造物に関しては、コンクリー トの構成材料を完全にリサイク

ル して材料保存性が確保できる設計手法を予め導入 し、解体処理後のコンクリー ト塊か らバージン骨

材およびセメン ト原料を容易に回収可能 とする順逆工程統合生産 システムの導入が必要 と考えられる

のである。
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本研究は、上記 目標を達成するために、既存コンクリー ト構造物における生産システムおよび リサ

イクル技術の問題点の解明および将来的なあり方の提示、新規コンクリー ト構造物における材料保存

性を確保するための完全 リサイクル技術 とそれに基づ く構造物のライフサイクル設計手法の提示を行

った。始めに、第2章 における既往の研究に関する文献調査を行った結果、以下に示す分析結果を得

た。すなわち、

(1) 従来 型 コン ク リー トの再 資源化 を促進す るた め には 、現状の廃棄物発生量データを明確 にする

ことが必要条件 となるが、世界規模的な問題点としてコンクリー ト構造物か ら発生する廃棄物の

定義が不明瞭であるため、結果的に廃棄物発生量のデータベースが完備されない。コンクリー ト

構成材料の生涯は 「ゆりかごか ら墓場まで」を前提 とせず、 「循環」 を前提とした上で廃棄物の

全ての状態を包含する体系化 ・定義化が必要である。

(2) 従来 型 コン ク リー トの再 資源化 は、適用地域における社会的ニーズ を正確に捉えることが最優

先される。社会的ニーズは適用地域 における廃棄物発生量データと再資源化に関連する基準、指

針および運用の方策の習熟度によりある程度の判断が可能である。そ して破砕装置を中心 とした

技術 レベルの客観的評価 により、目標とする再資源化 レベルの達成可能性 を推測することも可能

になる。

(3) リサイクラブル製品の資源循環化手法は、循環の根本原理として製品の構成材料 における最 も

エネルギー的負荷の大きいマテ リアル リサイクルの実行可能性を考慮 した上で、その段階に至 ら

ないようにするための種々の仕組みを合理的に導入するという仕組みで設計を行っている。コン

クリー ト構造物の資源投入量、生産工程におけるエネルギー消費量および廃棄物発生量を考慮す

ると、同様の仕組みの適用により、環境負荷低減を図る可能性は多分 にあると考えられる。

(4) リサイクラブル製品とすることで部分的かつ一時的にエネルギー負荷が増大する可能性がある

が、大域的 ・長期的には、環境負荷が低減できることが条件 となる。 この場合、製品循環系の規

模に応じて合理的に運用するための方策を積極的に導入することが不可欠となる。そして方策に

よる効果を含めた製品自身の経済的価値さらには環境的価値を定量化することで、地球環境時代

における生産 システムの真の合理化が図られると考えられる。

(5) 日本 にお け るコ ンク リー トの資源 循環化 の 目標 レベ ルは、 資源賦存量、最終処分場残余容量、

廃棄物発生量データ、再資源化に関連する基準、指針、運用の方策の習熟度、破砕装置の技術 レ

ベルおよび普及度等の条件を基にした絶対評価な らびに世界各国にお ける同一条件を基にした相

対評価 により判断すると、マテリアル リサイクルを前提とした構造物 の設計手法を導入すること

が必要な段階にあり、それが現在の社会的ニーズになっていると考え られる。それ を可能にする

コンクリー トは、骨材とセメントを解体後 に容易に回収可能にするコンクリー トであ り、構造物

のライフサイクルを考慮 した設計法が導入 されていることが条件となる。

従って、本研究では、以下の内容を具体的な研究 目標 として掲げ、調査、実験および解析を通じて広

範な問題に対する検討を行った。

1) 既存建築生産 システムにおける問題点の明確化

2) コンクリー ト構造物のライフサイクル設計手法の構築

3) セメント回収型-完 全リサイクルコンクリー トの実証化

4) 骨材回収型-完 全リサイクルコンクリー トの実証化
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上記1) の既存の建築生産システムにおける問題点の明確化に関しては、第3章 において、既存のコン

クリー ト構造物の生産システムを順工程生産システムと位置づけ、その仕組みに内在する資源循環の阻

害要因を明 らかにした。そして抽出された問題点を改善 ・解消するための方法論を導出し、閉じた系で

資源循環を可能にするために必要な新 しい概念を示した。

上記2) のコンクリー ト構造物のライフサイクル設計手法の構築 に関 しては、第4章 において、閉じた

系内で完全に資源循環化を可能とする構造用コンクリー トを前提とした構造物の設計概念を明確にする

ことで、構造物のライフサイクル設計手法が構築されることを示した。

上記3) のセメント回収型-完 全 リサイクルコンクリー トの実証化に関しては、第5章 において、成分

調整不要型完全 リサイクルコンクリー トに関する基礎的物性、汎用型骨材を使用 した完全 リサイクルコ

ンクリー トに関する拡大利用を想定 した標準調合表の作成および同コンクリー トの基礎的性質、セメン

ト回収型-完 全 リサイクルコンクリー トの実構造物への適用性評価を検討し、コンクリー トにおけるセ

メント原料の材料保存性を説明した。

上記4) の骨材回収型-完 全リサイクルコンクリー トの実証化に関しては、第6章 において、セメン

トペース トと骨材との易分解性を容易に確保が可能となる改質処理骨材の開発、それを用いたコンクリ

ー トの基礎的物性、破壊特性およびリサイクル性に関する実験および解析により検討し、コンクリー ト

における骨材原料の材料保存性を説明した。

そして最後 に、第7章 において、既存コンクリー トを対象とし、再生処理を考慮しない順工程生産シ

ステム、再生処理を実施する逆工程付加型-順 工程生産システム、そ してセメント回収型および骨材回

収型-完 全 リサイクルコンクリー トに基づく順逆工程統合生産システムによる需給環境のシミュレーシ

ョンを行 い、上記3) および4) で提案 された完全 リサイクルコンクリー トを構造用コンクリー トとして

一 般化す る ことの妥 当性 を検 証 した後 に、 コンクリー ト構造物によ り地球温暖化防止を中心とした地球

環境問題の改善 ・解消に向けて、実行可能な方策の方向性を示した。

以下に、本研究の第3章 以降において得 られた知見を総括して示す。

第3章 は、 「コ ンク リー トの材料 保存性 が導 く生産 システ ム」 と題 し、 資源循環 の共通言語 、既存

コンク リー ト構造 物の 生産 システ ム、解体 コ ンク リー ト塊 の リサ イ クル システムつ いて検 討 し、以下

の知見 を得 た。

(1) コ ン ク リー ト構 造物 のライ フサ イ クル 設計 を検 討す る場合 、 コ ンク リー トの原料 概念 、 コンク

リー ト構成材料の循環形態、構造物の更新形態の整理が必要である。

(2) コン ク リー ト構 造物 の生産 シス テム は、順工程 生産 システム 、逆工程付加型-順 工程生産シス

テムおよび順逆工程統合生産 システムに大別することが可能であ り、現在の日本は、逆工程付加

型-順 工程生産システムに加え、順逆工程統合生産 システムの導入が必要である。

(3) 構造物のライフサイクル設計に順逆工程統合生産システムを適用 した場合、コ ンク リー ト構 成

材料の材料保存性が確保される。

(4) 順工程生産 システムを起源 としたコンクリー ト塊か ら得られ る再生製品は再生砕石、低品質再

生骨 材 コ ンク リー ト、高品質 再生骨 材 コンク リー トの全6種 類 で構 成 され 、循環形態は、環状の

オ ー プ ンルー プ を形 成す る。

―261―



材 料保 存を基 調 と した コ ンク リー ト構 造物の ライ フサ イクル設 計 に必要 とな る共通 言語

素材 (Raw Matarial)

将来的に製品の部品にな りうる物質によ り構成され、製品の部品 とすることを目的と した処理が施され る直前の物質群。当該

物質群 にお いて、部品 を構成する成分の含有率は高 くあ る必要が ある。

材料 (Resource)

製品全般に使用可能な部品の ことで、製品の部品 とすることを目的 とした処理が施された物質。製品に取 り込 まれ部品化 した

状態においても、部品の組成は維持 され、製品の性能は確保 され る。

原材料 (Iutended Material)

特定製品に使用可能な部品の ことで、特定製品の部品とすることを目的 とした処理が施 された物質。特定製品に取 り込 まれ部

品化 した状態 において、部品の組成が維持 されるる ことは考慮されず、特定製品の性能 は確保される。

材料保存性 (Resource Conservability)

製品に適用された部品が、製品の解体分離後に品質 ・性能の低下 を生 じな いまま、同程度以上の性能を有する製品の部品 とし

て使用可能な状態が維持 されてお り、製品 を媒体 として材料が循環 し続け る性質

ダウンサイ クル (リング)(Down Cycle (Cycling))

再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品 として使用する場合、バー ジン材料を用 いた製品と比較 し、再生製品における品質 ・

性能の低下が発 生し、材料保存性 が確保されない更新形態 (状態)

レベルサイ クル (リング)(Level Cycle (Cycling))

再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品 として使用する際、バージン材料 を用いた製品と比較 し、再生製品における品質・性

能の低下が発生せず、材料保存性が確保 され る更新形態 (状態)

リサイクル (Recycle)

廃棄 工程 を包含す るダウ ンサイクルおよび レベルサイクルによ り構成 される更新形態 の総称

オープンループ (Open Loop)

製品が使用限度 に到達 し、製品 もしくは部品の更新 を行な う場合、廃棄要素 もしくは新規投入要素が発生し、循環領域が拡大

する循環形態

クローズ ドループ (Closed Loop)

製品が使用限度に到達 し、製品 もしくは部品の更新 を行な う場合、廃棄 要素もしくは新規投入要素が発生しないで循環領域が

拡大 しない循環形態

ゼ ロエミッシ ョン (Zero Emission)

設計段階で廃棄物 の発生抑制を可能にする材料選定手法を適用するか、解体処 理段階 で再資源化処理を行 うことで別 のルー

プへの原料化を果 たす ことで、当該ループで発生する物質系廃棄物をゼロに近 づける取 り組み

ライ フサイクル (Life Cycle)

構造物に使用され る構成材料の材料保存性 を考慮 した場合は、構造物の設計、生産、供 用お よび処理 (再資源化) に関わる明

確 にされた時期 区分

順 工程生 産 システ ム を起源 とした コンク リー トの再 資源 化 に関わ る諸問題

a) 順工程生産システム b) 逆工程付加型-順 工程生産システム c) 順逆工程統合生産システム

備考) 共存部分: 分解と組立が別系統となる領域
共通部分: 分解と組立が同一系統となる領域

順逆工程の統合化概念モデル
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第4章 で は、 「コ ンク リー ト構 造物の ライフサイ クル 設計 手法」 と題 し、ライ フサ イ クル 設計の

コ ンセ プ トおよび ライ フサイ クル設 計の実装手法 について検 討 し、以下 の知見 を得 た。

(1) ライ フサイ クル設 計 に包含 される個別設計要素は、 リデ ュース設計、 メ ンテナ ンス設計、 リユー

ス設計および リサイ クル設計の4種 類で構 成される。

(2) 個 別設計要素 の設 計 目的 は、長寿命化 、省資源化 、性能維持 、ア ップ グ レー ド化 、 レベルサイ ク

ル リユース化、 ダウ ンサ イ クル リユース化 、 レベルサイ クル リサイ クル化、そ してダ ウンサイ クル

リサイ クル化の8種 類 で構 成 され る。

(3) 材料保 存を可能 にす る コンク リー トの導入によ り、 クロー ズ ドルー プ によ りコ ンク リー ト構造物

の構 成材料 を循環 させ る ことが可能 とするライフサイ クル設計が成 立 し、それ によ り順逆工程統合

生産 システムが導かれ る。

(4) 既存 コ ンク リー ト構 造物 にお ける材料保存 を可能 にす るライ フサイ クル設計 の適用度 は低 く、構

造物 の長寿命化、解体 処理段階 にお けるコンクリー ト構成 材料の再資源化 は合理的 に実行 されな い。

ライフサ イクル設計 に包含 される個 別設計要素の ヒエラルキー

ライ フサ イクル設計手法 によ り決定す る構造物 の特 徴

備考) 個別設計要素 (4種 類) と設 計 目的 (8種 類) によ り構造物の要求性能 および特徴が明確になる。
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第5章 では、 「セメント回収型-完 全 リサイクルコンクリー トの実証化」 と題 して、成分調整不要

型完全 リサイクルコンク リー ト、完全 リサイ クルコンクリー トの利用拡大に向けた材料調整法、およ

び完全 リサイクル住宅への実施工と適用性評価 について検討 し、以下の知見 を得た。

(1) 成分調整不要型完全 リサイクルコンクリー トは、材料的価値に乏 しく最終処分される傾向があ

る産業廃棄物起源材料 をコンクリー トに適宜導入 して廃棄物起源材料の最終処分量を抑制する

とともにコンクリー トの全量が成分調整不要のまま普通セメントとな るため、セ メン ト原料 とし

てコンクリー ト中で材料保存する意義は大きい。

(2) 汎用型石灰石砕砂およびその粒形改善石灰石砕砂は骨材 としての品質 に優れ、将来的に完全 リ

サイ クル コ ンク リー トにお ける標準的な石灰 石砕砂 として位置 づ け られ る ものであ り、得 られ る

コンク リー トは構造 用 コンク リー トとして実 務的 な使用に耐えうる性能を導出できる。

(3) 完全 リサイクル コンクリー ト標準調合表は完全 リサイ クル コ ンク リー トの普 及 を図る こと を考

慮 して 作成 されて お り、構造用コンクリー トの計画調合を行う際の基礎資料 として実務的に使用

す る ことが 可能 であ る。

(4) セ メ ン ト回収 型-完 全 リサ イ クル コン クリー トを既存コンクリー トの順工程生産 システムの枠

組 み に導入 す る場合 、新 た に発 生す るマテ リアル フロー は、順工程生産 システム、逆工程付加型

-順 工程 生産 システ ム、および順逆工程統合生産 システムが混在する形とな り、資源循環を基調

とした建築生産システムに移行するまでの過渡的な状態を表す可能性がある。

(5) セ メ ン ト回収型-完 全 リサイ クル コンク リー トは完全 リサイクル住宅の構造材料 として国内初

の実施 工 を果 た した。 この ことは、材料保存を基調 としたコンクリー ト構造物のライフサイクル

設計 にお いて 、 レベルサイクルによるリサイクル設計が実務的に適用された ことを意味する。

既 存 コン ク リー トと完全 リサイ クル コンク リー トが 混在す るマテ リアル フロー
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第6章 で は、 「骨材 回収型-完 全 リサイ クル コ ンク リー トの実 証化 」 と題 して、 ペー ス ト界面 との

易分 解 を可能 にす る骨材 の開発 、骨 材 回収 型 リサイ クル指向 コ ンク リー トの基礎的 性質 、破 壊特性 、

リサ イ クル性 評価 につ いて検 討 し、以下 の知 見 を得 た。

(1) 易分解 性骨 材 は、骨材表面平滑化によ り骨材界面における物理的なかみ合わせに伴 う付着を低

減する物理処理法と、骨材界面の水和抑制化 により水和に伴 う付着を低減する化学処理法により

製造可能であ り、骨材界面剥離効果を発現する。

(2) 骨材界面付着力低減効果には水セ メン ト比依存性および骨材粒形依存性があり、骨材界面がマ

トリックスと骨材に対 して相対的に脆弱化する程度と、粒形に起 因する無処理の場合と比較 した

骨材界面の機械的かみ合わせ力低減の程度によ りその効果の発現性が変化する。

(3) 骨材界面付着力低減効果による骨材界面へのひび割れ回り込み作用 により、ひび割れ進展長さ

が増大 してコンクリー ト破壊が延性的になる可能性があり、その特性は粒形が角張った改質処理

骨 材 を使 用 した コンク リー トに顕 著に再現 され るため、今 後,実 務 的な使用 が拡大 する高 強度砕

石 コンク リー トは、骨材 回収型 リサイ クル指 向 コ ンク リー トとす るのに適 して いる。

(4) 骨 材 回収型 リサイ クル指 向 コン ク リー トは、骨材界面剥離効果によ り圧縮強度等の弾性限界に

おける力学特性が若干低下する特性があるが、水結合材比の低減および横補強筋の導入等の対策

によ り強度低減の抑制が可能である。

(5) 骨 材 回収型 リサイ クル指 向 コンク リー トは、簡便な破砕で高品質の再生骨材が製造できるため、

コンクリー ト構造物中で骨材の材料保存性を確保するための有効な方策 とな りうる。

易分解性骨材による改質処理効果

改質処理 骨材 によ るコ ンク リー トの ひび割 れ進 展機 構 (左: 無処理 右: 改質 処理)
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ー『

第7章では, ｢建築構造用コンクリートに関する需給環境の将来予測｣と題して､建築構造用コンク

リートの環境シミュレーションおよびlJCCO2削減の施策について検討し､以下の知見を得た｡

(1)将来のセメント製造量は,順工程生産システムにより製造されたコンクリートの場合､普通セメ

ントの使用はなくならない｡順逆工程統合生産システムを導く完全リサイクルコンクリートの場合､

100年程度で普通セメントの使用はなくなり再生セメントで需用を満たすことが可能となる｡

(2)将来のコンクリート製造量は､順工程生産システムにおいてダウンサイクルによる更新の場合､

普通コンクリートは引き続き製造され､レベルサイクルによる更新の場合､再生コンクリートの製

造量は拡大する｡順逆工程統合生産システムを導く完全リサイクルコンクリートの場合は,普通コ

ンクリートは速やかに製造されなくなり再生完全リサイクルコンクリートによる循環系が成立する｡

(3)将来の最終処分コンクリートは,順工程生産システムにおいてレベルサイクルによる更新をする

場合､最終処分量を大きく低減できる｡順逆工程統合生産システムを導く完全リサイクルコンクリ

ートの場合は､ 100年以内に最終処分コンクリートが発生しなくなる状況を導く｡

(4)将来のセメント製造起源の二酸化炭素排出量は､順逆工程統合生産システムを導く完全リサイク

ルコンクリートにおいて大幅に低減することが可能であり､コンクリートにおける材料保存性を可

能にすると同時に､地球温暖化を抑制するための一方策として位置づけることが可能となる｡

(5)順逆工程統合生産システムの実現を可能とするコンクリート構造物のライフサイクル設計手法

は､順工程生産システムの仕組みを根本的に見直して新たに想起したものであり､新たに得られ

るコンクリート構造物は､既存コンクリート構造物では成立し得なかった社会システムや地球環

境に対する適応性を検証することが可能性になる｡
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以上、本研究の結論を各章ごとに総括 して示した。

こ こ で1998年 冬 、カナダのオタワにて開催された Sustainable Development of  the Cement and Concrete

Industryに 関 す る 国 際 会 議 に て 、 友澤 により示された 「リサイクルの二大原則」を以下 に示す。

I  Recycling should be of high quality.

II  Recycling should be repeatable.

Iは 、 リサイクル製品は高品質であることが必要であるとする原則であり、 リサイクル製品の品質

に対する顧客満足度が得 られなければ市場性は育たないことを意味している。 IIは 、 リサイ クル製品

は繰 り返 し利用されることが必要で ある とす る原則 であ り、 リサイクル製品自体にリサイクルの可能

性がなく結果的に最終処分しなければならない場合は、それは次世代の廃棄物を生産して いる ことに

な り、循環型社会の原則 に対する矛盾が生じることを意味している。本研究の検討は、このリサイク

ルの原則に示される真 に求められるリサイ クル の意味 を、調査 、実験 、解析を通じて読み解 き、コン

クリー ト構造物 における資源循環を可能にする生産システムの将来像 を具体化するものであった とも

説明で きよ う。

以上、本研究は建設活動において生産段階での環境負荷が大きいとされ る コンク リー ト構造物 を対

象に、閉 じた系内での資源循環を可能にするライフサイクル設計手法を提示 した上で、セメントおよ

び骨材の材料保存を可能とする完全 リサイクルコンクリー トの基礎的物性と実務的な使用可能性につ

いて検討 し、最終的に順逆工程統合生産システムが導出される仕組みと地球環境時代に適したコンク

リー ト構 造物 のあ り方 を提 示 した。 本研究で得 られた方法論は、既存の建築生産システムを検証を主

とした哲学的思考によ り省みた上で成立 してお り、 「地球の安定」に必要 となる 「物質循環」保持に

貢献するための建設サイ ドから提示可能な一方策になると考えられる。

本研究が コンクリー ト構造物に最終的に求められる、資源循環システムの仕組みづくりに資すれば

幸 いで ある。
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Glossary

素材: 将来的に製品の部品になりうる物質で構成され、部品化とすることを目的 とした処理が施 される直前の物

質群。当該物質群 において、部品を構成する成分の含有率は高くある必要がある。

材料: 製品全ライフサイクル に渡 り使用可能な部品のことで、製品の部品とすることを目的とした処理が施され

た物質。製品に取 り込まれ部品化した状態においても、部品の品質は保持された上で製品の性能は確保される。

原材料: 特定製品に使用可能な部品のことで、特定製品の部品とすることを目的とした処理が施された物質。特

定製品に取 り込 まれ部品化 した状態 において、部品の品質の保持は考慮されず、特定製品の性能のみが確保され

る 。

材料保存性: 製品に適用された部品が、製品の解体分離後に品質 ・性能の低下を生 じないまま、同程度以上の性

能を有する製品の部品として使用可能な状態が保持されてお り、製品を媒体 として材料として循環 し続ける性質。

ダウンサイクル: 再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品として使用する場合、バージン材料を用いた製品 と比

較して、製品の品質 ・性能の低下が許容され、材料保存性が確保されない形で更新する形態。

ダウンサイクリング: 再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品として使用する場合、バージン材料を用いた製品

と比較して、製品の品質 ・性能の低下が許容され、材料保存性が確保されない形で更新している状態。

レベルサイクル: 再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品として使用する際、バージン材料を用いた製品 と比較

して、製品における品質 ・性能が保持 され、材料保存性が確保される形で更新する形態。

レベルサイクリング: 再生材料 (再生原材料) を再生製品の部品 として使用する際、バージン材料を用いた製品と

比較 して、製品における品質 ・性能が保持され、材料保存性が確保される形で更新している状態。

リサイクル: 廃棄工程を包含するダウンサイ クルおよびレベルサイクルによ り構成される更新形態の総称。

オープンループ: 製品が使用限度に到達し、製品もしくは部品の更新を行なう場合、廃棄要素もしくは新規投入要

素 が 発 生 し、循環領域が拡大する循環形態。

ク ロー ズ ドル ー プ:  製品が使用限度に到達し、製品もしくは部品の更新を行 なう場合、廃棄要素もしくは新規投

入要素が発生しないで循環領域が拡大 しない循環形態。

ゼロエミッション: 設計段階で廃棄物の発生抑制を可能にする材料選定手法を適用するか、解体処理段階で再資

源化処理を行 うことで別のループへの原料化 を果たすことで、当該ループで発生する物質系廃棄物をゼ ロに近づ

け る取 り組 み 。 前処理ゼロエミッションと後処理ゼ ロエミッションが存在す る。

ライフサイクル:  構造物に使用される構成材料の材料保存性を考慮し た 場 合 は 、構造物の設計、生産、供用およ

び処理 (再資源化) に関わる時期区分。

順工程生産システム: 製品および構成材料の易分解性を考慮せず、生産におけるコス ト低減および効率に重点を

置 い た シ ス テ ム 。

逆工程付加型-順 工程生産システム: 順工程生産システムの解体処理段階で、廃棄物の発生がないようにす るた

めに、再資源化処理を適用する生産 システム。設計段階で考慮 していない再資源化処理を検討することになるた

め一般的にエネルギー的な負荷は増大する。

順逆工程統合生産システム:  同一系統の組立性 ・分解性を保持した構成材料を使用 し、生産の順工程を合理化 しつ

つ逆工程が一貫させることで、資源循環性が確保される生産システム。

リデュース設計:  ライフサイクル設計の 4大 個別設計要素のひとつであり、構造物の本質的機能として、構造体お

よび構造体イ ンフィルに対し、耐久性を確保 して長寿命化につなげる機能、初期および更新時における資源投入量

低減を可能とする機能を有してお り、両者を設計目的として位置づける設計手法。

メンテナンス設計:  ライフサイクル設計の4大 個別設計要素の ひ とつ で あ り、構造物の本質的機能として、構造体

構成要素およびインフィル構成要素に対 し、 一定期間の性能を維持するための機能、定期的な更新により性能向上

を果たす機能を有してお り、両者を設計目的として位置づける設計手法。

リユース設計: ライフサイクル設計の 4大 個別設計要素のひとつであ り、構造物の本質的機能として、コ ン ク リー

ト部材に対 し、更新により品質が低下することなく再生部材として使用が可能になる機能、更新により品質が低下

したうえで再生部材として使用が可能になる機能を有 してお り、両者を設計目的として位置づける設計手法。
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リサイクル設計: ライフサイクル設計の4大 個別設計要素のひとつであり、構造物の本質的機能として、コンクリ

ー ト構成材料に対 し、更新により品質が低下することなく再生材料として使用が可能になる機能、更新によ り品質

が低下したうえで再生材料として使用が可能になる機能を有してお り、両者を設計目的として位置づける設計手法。

ライフサイクル設計: 構造物の資源循環を目的に複数の個別設計要素を階層化した総合的設計手法であり、コンク

リー ト構成材料を設計対象とした 「リサイクル設計」、コンクリー ト部材を設計の対象とした 「リユース設計」、

構造体構成要素およびインフィル構成要素を設計の対象とした 「メンテナンス設計」・構造体および対構造体イン

フィルを設計対象 とした 「リデュース設計」の4大 個別設計要素により構成される。

構造物の本質的機能: ライフサイクル設計における個別設計要素を具体化するために必要となる8つ の機能であり、

個別設計要素の 「設計目的」として位置づけることが可能である。個別設計要素の設計対象となる基本構成要素 (構

造体、対構造体イ ンフィルなど) を特定することが可能とする。

セメン ト回収型―完全 リサイクルコンクリー ト: セメントおよびセメント原料となる物質のみがコンクリー トの結

合材、混合材および骨材として用いられ、硬化後、再度全て の 材 料 が セ メ ン ト原 料 お よ ひ 再 生 骨 研 と し て利 用 可能

で あ る コ ンク リー ト。

成分調整不要型-完 全リサイクルコンクリー ト: コンクリー ト自身がセメン ト用クリンカーと同等の化学組成を持

つように、石灰石骨材および産業廃棄物起源材料を中心とした各種材料を使用して、再資源化段階で成分調整不要

な状態でその全量がセメン ト原料となるセメント回収型-完 全リサイクルコンクリー ト。

骨材回収型リサイクル指向コンクリー ト: コンクリー トの力学特性に過度な低下が生じない程度に原骨材表面に

改質処理を施 して、骨材-マ トリックス間の付着力を低減し、原骨材を容易に回収することを可能とするコンク

リー ト。 リサ イ ク ル 指 向 性 の意 味 は 、同 コ ン ク リー トが 骨 材 回収性の向上を前提としなが らも、構造用コンクリ
ー トとして適当な力学特性の確保が可能であるため、長期耐久性の確保を目的 とするコンクリー トとすることも

可能になるためである。

骨材回収型-完 全 リサイクルコンクリー ト: 石灰石骨材を使用することで、セメン ト回収型-完 全リサイクルコン

クリー トと同様に全量をセメン ト原料化する性質を保持しつつ、骨材回収型 リサイクル指向コンクリー トの性質を

兼 ね 備 え た コ ン ク リー ト。

完全 リサイクル住宅: 2000年 秋 に竣工した我が国初の完全 リサイクルコンクリー ト実構造物。その生産コンセ

プ トとして、住宅建築 を都市社会 システムの構成原単位 として位置づけ、住宅における構成材料の80%以 上を

リサイ クルすることが可能な設計施工システムを具体化した ものである。日本学術振興会の未来開拓学術研究推

進事業 における 「環境負荷の影響評価 と軽減」研究推進委員会に設置された 「低環境負荷 ・資源循環型居住 シス

テムの社会工学的実験研究」において検討された。

骨材改質処理効果: 改質処理骨材を対象に説明される効果であり、骨材の改質処理により骨材回収性の向上が期

待できる表面性状が確保される効果。

骨材付着力低減効果: 改質処理骨材 とマ トリックスを対象に説明 される効果であ り、骨材の改質処理によ り原骨

材 とマ トリックスの付着力が低減される効果。

骨材界面剥離効果: 改質処理骨材を使用 したコンクリー トを対象に説明される効果であ り、骨材の改質処理によ

り原骨材とマ トリックスの剥離が容易になる効果。この効果には、水セメン ト比依存性と骨材粒形依存性があり、

そのバランスを制御す ることで、ひび割れが合理的に骨材界面に回り込み、破壊が延性化するクラックディフレ

クション効果 を導 くことが考えられる。なおそのようなコンクリー トには、セメントマ トリックスが高強度で砕

石を使用 したコンクリー トが該当する。

設計哲学: 建築物の設計および生産過程に関して、現在既に一般化されている概念 ・方法論 ・プロセス ・全体の

仕組み等に内在する諸特性を 「補強」するのではなく、 「検 証 」 す る 施 行 を 行 う こ と。

経済活動余命期間: 地球の自浄能力が有効に機能しなくなり、その結果、地球温暖化問題さらには地球環境問題

が深刻化して経済活動を優先した生活ができなくなるまでの期間。

リサイ クルの二大原則:  I Recycline should be of high quality.  II Recycling should be repeatable.  に よ り示 され る 。

1998年 に カ ナ ダ ・オ タ ワ で 開 催 さ れ た Sustainable Development of Cement and Concrete Industryに 関 す る 国 際 会 議

にて友澤、野口、田村 により投稿された論文の発表に際し、友澤により示された。
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ー スマニ ュファクチ ャ リング研究の主導者である東京都立大学助教授梅田靖博士からは、製品生産戦略

に関わる貴重な ご提案を賜 りました。財団法人日本建築センターの新建築技術認証事業における高品質

再生骨材認証WG (主査: 友澤史紀当時東京大学教授) ならびに関連する研究活動において、東京理科
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大学助教授清水昭之博士、古賀康男氏 (宇部三菱セメント研究所)、米澤敏男博士 (竹中工務店)、山崎庸行

氏 (清水建設)、黒田泰弘氏 (清水建設) ならびに関係者各位より最新の研究情報に関する知見をお示 し頂け

ま し た 。 第5章 に関 しては、社 団法 人セ メン ト協会 ・研究所の建設副産物利用促進専門委員会に設けら

れた完全 リサイ クル コンク リー トの実用化に関する研究活動か ら貴重な知見が得られました。成分調整

不要型完全リサイ クル コンク リー トの実験 に関 して は、岡本享久博士 (太平洋セ メ ン ト)、山本幸雄氏 (当

時八洋 コンクリー トコンサルタ ン ト、現日本建築仕上学会)、栄井健二氏 (アクセ ンチ ュア)、大塩明博士 (当

時セ メ ン ト協会 ・研究 所所長)、 横山滋氏 (太平洋セメント)、五十畑達夫氏 (住友大阪セメント)、村田芳

樹氏 (セ メン ト協会 ・研究所)、 島崎泰 氏 (セ メン ト協 会 ・研究所)、 高橋茂氏 (セメン ト協会 ・研究所) なら

びに関係者各位よ りご助言とご協力を賜 りました。粒形改善型石灰石砕砂を用いたコンクリー トの実験

に際 しては、浅野研一氏 (八洋 コンク リー トコンサル タン ト)、金光俊典氏 (当時太 平洋セメ ン ト)、松山歩

氏 (当時東京大学学部生、現読売広告社)、遠藤和也氏 (丸工砂利販売) ならびに関係者各位にご協力を賜 り

ま し た 。 完全 リサイ クル コンクリー トの実構造物への施工に際 しては、早稲田大学教授尾島俊雄博士お

よび同大学講師中島裕輔博士ならび大学関係者各位より有意義な機会を与えて頂 くとともに、立屋敷久

志氏 (三菱 マテ リアル)、徳永政利氏 (曽根生 コンクリー ト) および施工関係者各位に実務的な段階で多くの

ご指導とご協力を賜 りました。第6章 における骨材回収型 リサイクル指向コンクリー トの実験に際 して

は 、 長谷川和男氏 (東洋薬化学工業)、土屋潤氏 (東京都立大学大学院生) に ご協力 を賜 りま した。第7章 に

おける生コン製造量に関する基礎情報の収集 に関 しては、大岡督尚博士 (東急建設) に ご配慮賜 りま した。

上記で示 され るよ うに、本論文は非常に多くの皆様の支えとご協力があって初めて取 りまとめることが

で きた ものといえます 。あらためて感謝申し上げます。

そ し て 、大学院学生時代か ら現在に至るまで、東京大学技官田村正道氏には研究生活を充実したもの

にするためのご助 言やご配慮を賜 りました。毎 日をともに過ごした大学院研究室の先輩である東義大学

助教授呉相均博士、同級生の東京大学助手兼松学氏、そして後輩の丸山一平氏 (東京大学大学院生)、 長

井宏憲氏 (東京大学大学院生)、辻大二郎氏 (竹中工務店) をはじめとする研究室の仲間との何気ない会話

や共に研究に励む生活は、研究をつらぬくための原動力になりました。東京都立大学助手着任時に研究

室に在籍 していた吉岡昌洋氏 (長 谷 工 コ ー ポ レ ー シ ョ ン)、 松山祐子氏 (東京都立大学大学院生) 始めとす

る卒業生および在学生、さらに三重大学助手三島直生博士を始めとする名古屋大学の同級生の皆様がく

ださった数々の応援の言葉はとても有 り難いものでありました。あらためて感謝申し上げます。

私が コンク リー トを初めて練 ったのは、ものづくりが好きな父親を中心に家族総出で小さな ガ レー ジ

を作 り上げた小学生の時分であ りますが、大学で本格的に建築を学び始めるまでに漠然と築かれていた

建築物に対する興味は、少年期の両親による体験の付与が大きく影響していると思われます。そ して現

在 も 、 様々な問題に対し積極的に検討 し、応援をしてくれる家族 に対 し、 この上ない感謝の気持ちを捧

げます。

最後 に、名古屋大学の学生時代より今 日に至 るまで、絶えず励ましの言葉 と安 らぎを与えて くれ 、時

には真剣に研究内容について議論を交わし、本論文の完成を満面の笑みで讃えてくれた妻 田村順子に心

から感謝の言葉を贈るとともに、今後の尽力を誓 うものであります。

2003年3月

田村 雅 紀
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