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1. はじめての方へ 

1.1. MiLCA の概要と注意点 

MiLCA（みるか）は、ライフサイクルアセスメント（LCA）1を実施するための支援システムです。インベ

ントリ分析、影響評価、統合化など、基本的な LCA に必要な計算機能が利用可能です。また、標準で

豊富なデータベースを搭載しています。 

MiLCA の開発コンセプトは、「ライフサイクルを通じた環境負荷の見える化」にあります。環境改善活動

を実施する場合、効果的な改善ポイントを抽出し、改善効果を定量的に把握する必要がありますが、そ

れはライフサイクル全体で考える必要があります。そこで MiLCA では「a. 信頼性の高い企業間データ授

受の支援」「b. 二次データの充実」を目標に開発をしました。 

 

a. 企業間でのデータ授受支援では、プロセス単位でのインポート/エクスポート機能を追加しました。また、

中間フローを秘匿化し、計算結果のみを簡単に作成・エクスポートする原単位化機能も搭載していま

す。 

 

b. 初期状態で登載されるインベントリデータベース（IDEA）は、3000 以上のプロセスデータと世界最

大級のものとなっています。 

 

このように、データベースには世界最大規模のデータが搭載されております。また、MiLCA で計算した

IDEA の算定結果（いわゆる原単位）を Excel 等の形式で提供することもしています。MiLCA のユー

ザインタフェースを用いずに、社内独自のシステム等へ転載することも可能です。原単位リスト等の入手方

法については産業環境管理協会までお問い合わせください。 

 

1.2. MiLCA の利用用途 

MiLCA の利用用途として、下記のようなケースを想定しています。 

 

a. 製品・サービスのライフサイクルを通じた潜在的な環境影響を把握し、改善ポイントを抽出する。 

b. 環境配慮設計のベンチマーク（新旧製品の比較） 

c. LCA もしくはカーボンフットプリント算定を実施し、公開する。 

d. 「カーボンフットオフセット製品（サービス）」として販売する際に、そもそもの排出量算定根拠として

利用する。 

e. 各種カーボンフットプリント基準（CFP コミュニケーションプログラム、GHG protocol, PAS2050 等）

に基づいた算定をする。 

f. 顧客等が上記目的で算定するため、自社データを提供する 

                                         
1 LCA の概要は、例えば LCA 概論（産業環境管理協会,2007）をご覧ください。 
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g. 研究目的で様々なケーススタディを実施したり、成果を公表したりする。（日本 LCA 学会をはじめ、

多くの学会研究発表論文で MiLCA および IDEA を利用して頂いています） 

 

一方で、下記の用途には現在利用できません。 

a. エコリーフの算定（エコリーフ共通原単位を利用する必要があります。現在、統一へ向けた検討を

進めています。） 

b. 初期登載データとの数値比較による優位性主張、もしくは初期登載データ間を比較することによる

素材間比較（IDEA はあくまで一般的な環境負荷値を統計・モデルなどから推計した結果です） 

 

1.3. 困ったときは 

 MiLCA の操作方法等で困ったことがありましたら、ぜひ MiLCA フォーラム

（http://milca-milca.net/forum/）をご使用ください。 

 

 

 

http://milca-milca.net/forum/
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2. セットアップとアンインストール 

2.1. セットアップ 

MiLCA にはスタンドアロン版と社内サーバ版（クライアントサーバタイプ）があります。それぞれセットアップ

方法が異なりますので、「MiLCA スタンドアロン版セットアップガイド」「MiLCA 社内サーバ版セットアップガ

イド」を参照してください。また、他に社内 LCA システム連携機能もありますが、本機能の利用については

お問い合わせください。 

 

2.2. アンインストール 

 MiLCA のアンインストールは、下記の手順で行います。 

1) Windows の[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除] 

2) プログラムの一覧から、MiLCA プログラムである「MiLCA client」を選択肢、アンインストールしてくだ

さい。 

3) 同様の手順でデータベースである「MiLCA database setup」をアンインストールしてください。 

4) 「Microsoft SQL server」は、下図のように複数プログラムがありますので、それらを全て削除してく

ださい。ただし、MiLCA 以外の他のプログラムで SQL server を利用している場合は、削除しない

でください。 

 
 

5) ハードディスクに解凍したデータベースが残るため、お手数ですが手動で削除してください。データベー

スは、下記の場所に保存されています。 

 

Windows Vista, 7 の例： 

C:\Users\（ユーザ名）\AppData\Roaming\Jemai\LCAClient 

 

※フォルダが隠しフォルダ（非表示）になっている場合は、下図の通り Windows の[フォルダオプシ

ョン]→[表示]→[ファイルとフォルダの表示]→[すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択し、フォ

ルダを表示させて下さい。 
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以上で終了です。 

3. クライアント設定 

ソフトウェアの言語、通貨、数値表記形式、プロキシを設定します。 

 

・言語・通貨 

標準ではそれぞれ「日本語」「円」となっているため、変更する必要がなければ特に操作する必要はあり

ません。なお、言語の設定機能では多くの言語が選択できますが、現在は日本語と英語のみ利用できま

す。他の言語を選択した場合は、OS の言語で表示されます。もし OSの言語が日本語、英語以外の場

合は、英語が選択されます。 

（言語表示の優先順位：クライアント設定で表示した言語＞OS の言語＞英語） 

 

・数値表示形式 

 指数表示（例：1.23E+01）と小数点表示（例：12.3）を選択します。標準では指数表示にな

っています。また表示する有効桁数を指定可能です。 

 

・プロキシ設定 

 社内セキュリティ確保のため、プロキシ認証を利用している場合は、プロキシ認証のタブで必要事項を設

定してください。詳細は、貴組織のネットワーク担当者にご相談ください。 
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4. プロセス管理 

4.1. 閲覧 

プロセスを検索し、任意のプロセスにおける入出力情報などを閲覧します。ここでは、例として ABS 樹

脂の製造プロセスを閲覧してみます。 

 

6) [プロセス管理]→[プロセスの検索] 

 

<<プロセス管理画面が開きます>> 

 

7) 検索語『ABS』を入力→[検索] 

 

<<『ABS』を含むプロセス名が表示されます>> 

 

8) 『ABS 樹脂の製造』を選択 

 
↓ 

<<『ABS 樹脂の製造』プロセスの入出力情報が表示されます>> 
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9) ABS 樹脂 1kg 製造に関わる入出力情報を閲覧します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊項目の解説： 

・川上側プロセス：製品を提供する川上側プロセスの名称 

・製品名：評価に利用した製品名 

・適合度：元のフローと製品名との適合性を 4 段階で評価 

・公開コメント：外部に公開されるメモです（自由記述） 

元のフロー 適合度 製品名 川上側プロセス 

前後に閲覧したプ

ロセスへ移動でき

ます。 

 

プロセスをコピー、または、プロセ

スを原単位化します。 

地域別構成比データ設定されている

場合は、ここで閲覧・編集します。 

プロセスを再読込します。 



4.プロセス管理 →4.1.閲覧 

12 

 

・元のフロー名：本来のフロー名称（メモとして利用してください） 

※用語の詳細は、「用語解説」をご参照下さい。 

 

＊データの解説 

出力基本フローとして「処理済水」しかありませんが、これは直接環境中へ排出される放流水を意味し

ています。その他の排出として、例えば CO2 などもありますが、これは入力中間フローにある「C 重油の燃

焼」などを通じて排出されますので、そこで算定されることになります。 

また、入力基本フローの欄に何もありませんが、これは本プロセスにおいて環境中から直接資源等を採

取していないことを意味しています。 

 

10) 『追加情報』タブを選択 

 

↓ 

<<『ABS 樹脂の製造』プロセスの追加情報が表示されます>> 

 

11) 追加情報タブを閲覧します。 

 

＊項目の解説：各項目は、原則として ISO TS 14048：データ記述書式に則っています。 

＊データの解説：初期搭載のデータや、他ユーザが作成したデータは原則として操作できません。コ

ピー機能を使ってプロセスを複製すると変更可能となります。なお、例外的に「チ

ーム」が同じである場合は、他ユーザのデータであっても編集可能です。チームの

概念については、チームの説明の欄をご覧ください。 
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12) 『テキストツリー』を選択 

 
↓ 

<<『ABS 樹脂の製造』プロセスのテキストツリーが表示されます>> 

 

13) テキストツリーを閲覧します。 

テキストツリーはプロセスの川上側の状態を閲覧できます。マウスで各接点をクリックすると、さらにその川

上側が展開されます。例えば「スチレンモノマー」をクリックすると、右図のようにスチレンモノマー製造時の入

力製品情報が表示されます。 

閲覧したいフローを選択した上で、「選択プロセスの表示」をクリックすると、当該フローを産出しているプ

ロセスが表示されます。 

＊地球アイコンの意味：地球アイコンのあるフローは、地域別構成比データを保有していることを意

味しています。 

 

14) 『インベントリ分析』を選択 

 

↓ 

<<『ABS 樹脂の製造』プロセスのインベントリ分析(cradle to gate)結果が表示されます>> 

 

15) インベントリ分析結果を閲覧します。 
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ABS 樹脂 1kg のインベントリ分析結果が表示されます。これは ABS 樹脂 1kg を製造するまでの影

響のみ評価したもので、廃棄処理の影響などは含まれていません。通称、「cradle to gate data」「原

単位」などと呼ばれたりするものです。 

 

＊項目の解説 

・「地域」の欄に「標準プロセス」とありますが、ここで各国・地域を選択すると、それらの国・地域におけ

る ABS 樹脂の環境負荷を推算した結果が表示されます。現在、標準プロセスの多くは日本の

データをそのまま利用しているため、標準プロセスはほぼ日本と同じ数値となります。 

・「計算対象の出力フロー」の欄では、ABS 樹脂しか選択できません。これは、複数製品を出力する

配分のあるプロセスにおいて、共製品の環境負荷を別々に閲覧するときに利用します。 

＊「内訳表示」ボタンをクリックすると、入力フロー別のインベントリ分析結果が表示されます。 

＊インベントリ分析結果のエクスポート（レギュラー版のみの機能） 

インベントリ分析の計算結果の画面で「エクスポートボタン」を操作すると、txt 形式のファイルで出

力されます。 

また、インベントリ分析結果をドラッグ＆コピー（Ctrl+C）し、エクセルファイル等にペースト

（Ctrl+V）することも可能です。なお、     ボタンを押すと、インベントリ結果が全選択されま

す。 

なお、本機能はレギュラー版のみの機能ですが、プロセス全体のエクスポートは無料版でも可能で

す（後述の「プロセスのエクスポート／インポート」を参照）。 

 

 

地域 

 

計算対象の

出力フロー 

 

内訳表示 

エクスポート 
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16) 『エキスパートレビュー』を選択 

 

↓ 

<<『ABS 樹脂の製造』プロセスのエキスパートレビューの内容が表示されます>> 

 

17) エキスパートレビューの内容を閲覧します。 

 
 

MiLCA では、自ら作成したプロセスデータを中央サーバに登録（アップロード）することができます（後

述）。この機能に対応し、中央サーバに登録されたプロセスデータについて、LCA エキスパートは、レビュア

ーキーを用いることで「エキスパートレビュー済」の印をつけることができます。プロセス情報には、同時にエキ

スパートの氏名、所属組織、メールアドレスが埋め込まれます。 

（初期搭載データは LCA エキスパートのレビュー対象となっていませんので、何も表示されません） 

 

4.2. 中央サーバのプロセス利用 

 「プロセス管理」→「プロセスの検索」として表示されるプロセス管理画面では、通常「ローカル」が選択さ

れています。ローカルは、お手元のパソコンを意味しています。インターネットに接続していただき、中央サー

バを検索対象にすると、中央サーバ内にあるデータも表示されます。 

 

 
 

 検索ボタンをクリックすると、下記のようにプロセス一覧が表示されます。中央サーバアイコンをクリックする

と、「インポートチェック」画面が開き、インポートするデータの確認ができます。問題がなければ、OK ボタン

をクリックし、インポートしてください。 
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インポート後、「ローカル」も範囲に含めて再検索を行うと下図のようにローカルのアイコンも表示されます。 

 

 当該プロセスの ボタン、もしくはダブルクリックをすると当該プロセスの詳細が表示されます。 

 

4.3. 原単位型プロセスの作成 

プロセスの  ボタンの「原単位型プロセスを作成」を選択することで、「入出力情報」を原単位化し

たプロセスを作成することができます。プロセスの原単位化により、詳細な入出力情報を秘匿することがで

きます。 

 

1) 原単位化したいプロセスの  ボタンから「原単位型プロセスを作成」を選択します。 

 

 

2) 作成の元となる地域を選択して OK ボタンを操作すると、原単位型プロセスが作成されます。 

 
 

 

 

3) プロセス名には原単位化されたことを意味する[CTG（cradle to gate）]と地域名が追記され、

「入出力情報」が原単位化されます。 

※原単位化される内容は「インベントリ分析」タブの計算結果と同様です。 



4.プロセス管理 →4.3.原単位型プロセスの作成 

17 

 

 

 

 全ての基本フローが入出力情報として登録されますので、必要に応じてフローを削除してください。 

 なお、元プロセスの「付属情報」はコピーされて残りますが、必要に応じて見直してください。下記のように

データを外部にお渡しする場合は、データ収集方法、時期など説明文を追記しておくことが推奨されま

す。 

 外部にデータをお渡しする場合は、「プロセス管理」→「プロセスのエクスポート」から当該プロセスをエクス

ポートしてください。 
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4.4. 新規作成 

4.4.1. 簡単なプロセスデータの作成 

プロセスデータを新たに作成する場合は、プロセス名等を決めて新規作成した後、必要な入出力フロー

を登録する手順となります。その後、必要に応じてデータ収集年など付属情報を入力します。 

（例） 

プラスチック（ポリプロピレン）を射出成形し、ポリプロピレン成型品を製造する簡単なプロセスデータを

作成してみます。 

 

1) [プロセス管理]→[プロセスの新規作成]→[新規製品を出力するプロセスの作成] 

 
↓ 

<<プロセス作成画面が開きます>> 

 

＊参考：「既存製品を出力するプロセスの作成」 

MiLCA では、製品とプロセスの概念を分けています。そのため、同じ性状の製品を産出するプロセスと

して、複数のプロセスを作成することができます。そのため、MiLCAに登録されている既存の製品を算出す

るプロセスとして、MiLCA に登録されている既存のプロセスとは異なるプロセスを登録する場合は、「既存

製品を出力するプロセスの作成」を選択します（下図参照）。 

データを利用する際は、まず製品を選択した後、次にそれを産出するプロセスを選択することになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

＊参考：「製品を出力しないプロセスの作成」 

出力製品を出力しないプロセスは、有用な機能を産出しないプロセスを意味します。（廃棄物処理プロ

セスにおいても、廃棄処理というサービスを機能として提供します）。そのため、本来では不要ですが、一

時的にデータを作成する可能性もあると考え、用意しています。 

  

【既存】 

プロセス A 

【既存】製品 X 

【新規】 

プロセス B 
「既存製品を出力するプ

ロセスの作成」から新規プ

ロセスを作成する場合 
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2) 画面右側『プロセス名』等の欄に必要事項を入力します。 

 

 

 

 
 （例） 

・『プロセス名』→「ポリプロピレンの射出成形（演習）」 

 ・『技術的特徴』→「型締力 350t 型」 

 ・『情報源』→「仮想値」 

 ・『タグ』→「演習,プラスチック,PP 成形」  ：プロセス検索時のキーワードになります。 

 など 

 

3) 画面左側『製品』等の欄に必要事項を入力します。 

 （例） 

・『名前』→「ポリプロピレン成形品（演習）」 

 ・『説明』→「演習のためのダミーデータ」 

 ・『主単位』→「kg」 

 ・『製品タイプ』→「材料・燃料」 

 など 

 

4) 画面右下『OK』→プロセス入出力画面が開きます。 

 

5) ポリプロピレン1kgを原料として投入し、また電力1kWhをエネルギーとして利用するとします。これら

のデータを入力します。まずはポリプロピレンのデータを入力します。 

  

3).『製品』の必要事

項を記入 

2).『プロセス情報』の 

必要事項を記入 
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6) 「入力中間フローの追加」 

 
 

↓ 

<<製品選択画面が開きます。>> 

 

7) 『ポリプロピレン』→「検索」 

 

↓ 

<<ポリプロピレンという文字を含んだ製品が表示されます>> 

＊「製品に含まれる文言で検索」にチェックを入れて検索をすると、タグや同義語などでも検索できま

す。 

 

8) 「ポリプロピレン」をダブルクリック 

 
↓ 

<<入力中間フローの新規追加画面にポリプロピレンが入力されます>> 

 

＊各製品の編集記号をクリックすると、製品の単価や単位換算情報などが参照できます。 

＊削除記号は、既にプロセス等で利用されている製品に対してクリックしても無効です。削除する場

合は、あらかじめ参照数が「0/0」（どのプロセスも参照がない）の状況にしてください。 
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9) 『流量：1 kg』→「OK」 

 
 

＊必要に応じて、適合性やコメントの欄に追記してください。 

・元のフロー名：本来の利用製品名を記述します。 

 ・適合度：「元のフロー」と、評価で用いる「製品」との適合度を定性的に評価します。 

  （計算結果には反映されません） 

 ・ローカルコメント：内部用のメモです。 

 ・公開コメント：外部に公開時に公開したいメモです（自由記述） 

 

10) 次は、電力データを入力します。→「入力中間フローの追加」 

11) 『系統電力』→「検索」 

 

 
 

 

12) 「電力,系統電力」をダブルクリック 

  

流量 

元のフロー名 
適合度 

ローカルコメント 

公開コメント 
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13) 『流量：1 kWh』→「OK」→データ入力が終了しました。 

 
＊本来であれば、画面下部にある追加情報タブをクリックし、プロセスデータの背景情報を文章化し

ておくことを推奨します。 

 

4.4.2. 輸送のあるプロセスの作成 

プロセスに投入される中間フローに輸送プロセスを設定します。 

輸送プロセスは、主に次の単位があり、入力するデータに違いがあります。 

 

(1) 距離と積載率を設定する 

トラック輸送、タンクローリー輸送がこれに該当します。積載率はデフォルト値が設定されていますが、自

由に変更できます。単位は全て[tkm]であるため、設定対象の中間フローは、「質量」の単位を持つもの

としてください。（例：kg, g, t, kt）。 

 

(2) 距離を設定するプロセス 

航空輸送、海上輸送、小型陸上輸送等がこれに該当します。一般的な積載率を前提に評価します。

単位は貨物輸送[tkm]、旅客輸送[人 km]などがあります。 

・貨物輸送[tkm]は設定対象の中間フローは、「質量」の単位を持つものとしてください。 

（例：kg, g, t, kt）。 

・旅客輸送[人 km]は設定対象の中間フローは、「人」の単位を持つものとしてください。 

 

＊輸送距離の設定 

輸送の追加において、「距離参照」ボタンを操作することで輸送方法別に輸送距離を設定することが

できます。 

 

＊復路の影響を追加 

往路は輸送対象製品を輸送しますが、復路に空車で戻る場合は復路の環境負荷を往路の積み荷

の責任として負担させます。その場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。復路は別の荷物を輸

送する場合（復路の環境負荷は負担しない場合）は、空欄のままにしてください。 
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4.4.3. 共製品のあるプロセスの作成（配分） 

複数の製品が１つのプロセスから生産されるプロセスを作成します。 

共製品のあるプロセスでは、各出力製品の取り扱い方法を指定した後、環境負荷の配分対象である

（共製品である）場合は、配分基準を指定する手順となります。出力中間フローを追加すると、デフォ

ルトでは配分対象製品とし、また配分基準を質量基準とします。 

 

（例） 

前節の「ポリプロピレンの射出成形（演習）」プロセスから端材が発生し、その端材を共製品とみなす

ケースを入力しています。仮に、1.3kgのポリプロピレンを原料とし、0.3kgの共製品が産出するとします。 

 

1) 前節で作成したプロセスにおいて、原料であるポリプロピレンの量を 1.3kg とします。 

 

 
↓ 

 
 

2) 出力中間フローとして、『端材』を入力 

 
↓ 

 
↓ 

 

「変更」をクリックしま

す。 

「新規追加」をクリッ

クします。 
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↓ 

 
 

 

↓ 

 
 

3) 端材の流量を「0.3」kg とします。 

 
 

4) 複数の出力中間フローが登録されたら、フローの「取扱方法」を変更するため、何れかのフローの編

集アイコンをクリック。（デフォルトで配分する設定になっています） 

 
 

 

5) 標準で質量基準の配分となっていることを確認します。 

＊「市場価格基準」は、各製品の単価を決めておくと、自動的に選択可能となります。単価は製品

情報を編集する画面で、換算値を入力することで設定できます。 

＊「その他の基準」は、自由に名称、配分比を入力することができます。 

新規追加する製品情報を入

力し、「OK」 

検索欄に「端材」と入力し、 

さきほどの製品をダブルクリック 
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4.4.4. 共製品のあるプロセスの作成（廃棄物処理プロセスの利用） 

プロセスからの廃棄物は、プロセスから出力されるものになります。その廃棄物が、直接環境中へ排出さ

れる（基本フロー）場合は、出力基本フローの欄に情報を入力します。 

一方、廃棄物を廃棄物処理業者に処理を委託している場合など、中間処理を経る場合は、事情が

複雑になります。廃棄物（もの）としては出力されますが、廃棄物処理サービスという「製品」をプロセス

は入力していることになります。（原材料を購入するのと同様、処理サービスを購入しています）。 

そのため、MiLCA では「処理対象物の出力」と「処理サービスの入力」という 2 つの情報をプロセスに登

録するコンセプトになっています。 

 

例えば、下図の例では製造プロセスで汚泥が発生しますが、その処理をするために「産廃中間処理

（汚泥）サービス」というサービスを入力しています。また、同様に「産廃処理（汚泥）」プロセスでは、

埋立廃棄物が発生するため、「埋立（産廃）サービス」を入力しています。 

なお、再生材として他の製品システムで利用されるものは、「汚泥,再生製品」としてリマインダフロー（！

マーク付き）としています。 

 
 

（例） 

射出成形プロセスから出る端材は、廃プラとして埋立処理プロセスに回る場合を想定します。 

 

産廃処理（汚泥）
プロセス

レンガの製
造プロセス

製造プロセス
（汚泥が廃棄物として
発生するプロセス）

埋立（産廃）
プロセス

産廃中間処理
（汚泥）サービス

原料など

実際の物「汚泥」の流れ

埋立（産廃）
サービス

汚泥, 再
生製品

製品システム①

製品システム②

リマインダフロー
（！マーク付き）となる

実際の「埋立処
理物」の流れ

ポリプロピレン製品
の製造プロセス①
（ポリプロピレン端材が廃棄物

として発生するプロセス）

埋立（産廃）
プロセス

ポリプロピ
レンなど

実際の物
「ポリプロピレン端材」

の流れ

埋立（産廃）
サービス

製品システム①
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1) 「ポリプロピレンの射出成形（演習）」プロセスを開きます。 

2) 配分設定画面「出力フロー取り扱い方法の設定」を開きます。 

 
 

3) ポリプロピレン端材の種別「配分」を「処理」に変更 

 
 

 

4) 「新規作成」 

5) 処理プロセスを選択します。ここでは、ポリプロピレン端材が製造プロセスから排出された後、中間処

理工程を経ずに直接埋め立てられる場合を想定します。 

6) 処理プロセスは「埋立処分（産廃）サービス」を選択します。 

7) 「変更」→検索語『埋立処分』→「埋立処分（産廃）サービス」をダブルクリック 

 
8) 流量が 0.3kg であることを確認します。→「OK」 

 

 
 

 

 



4.プロセス管理 →4.4.新規作成 

28 

 

9) 処理サービスが入力されます。→「OK」 

 

 
 

10) プロセスが完成します。 

 
＊出力側にあるポリプロピレン端材の取扱方法は「処理」となっています。一方、入力側には「埋立

処分（産廃）サービス」が入力されていることがわかります。 

  

 

4.4.5. 共製品のあるプロセスの作成（出力製品のカットオフ） 

対象出力製品の環境負荷をゼロとして評価する（リマインダフローとする）場合に利用します。IDEA

では、再生材として他の製品システムとして利用される場合などに利用しています。 

 

 

ポリプロピレンの
製造プロセス②

ポリプロピレン製品
の製造プロセス①

（ポリプロピレン端材が廃棄物と
して発生するプロセス）

ポリプロピ
レン端材, 
再生製品

製品システム①

製品システム②

リマインダフロー
（！マーク付き）となる

ポリプロピ
レンなど
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（例） 

1) 「ポリプロピレンの射出成形（演習）」プロセスを開きます。 

2) 配分設定画面「出力フロー取り扱い方法の設定」を開きます。 

3) ポリプロピレン端材の種別「配分」を「カットオフ」にします。 
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4.4.6. 共製品のあるプロセスの作成（代替製品システムの導入） 

複数の製品が１つのプロセスから出力されるプロセスを作成します。 

ただし、本節ではシステム境界の拡張をし、産出される製品と同等の製品システムの環境負荷を減算

する手順をとります。出力製品と代替製品を統一し、代替製品システムを設定します。以下に、端材をリ

サイクルすることで、新品のポリプロピレン樹脂を減算処理する手順を示します。 

 

 
 

（例） 

1) 「ポリプロピレンの射出成形（演習）」プロセスを開きます。 

 

2) ポリプロピレン端材から再生ポリプロピレンを製造するための電力を新たに追加します（再生ポリプロ

ピレンの製造にかかる電力は 0.8kWh とします）。 

「入力中間フローの追加」→『系統電力』→「検索」→「電力,系統電力」をダブルクリック 

 
 

3) 『流量：0.8 kWh』→「OK」 

 

 

再生ポリプロピレン
の製造プロセス

ポリプロピレン製品
の製造プロセス①

（ポリプロピレン端材が廃棄物とし
て発生するプロセス）

製品システム①

ポリプロピ
レンなど

製品システム全体の環境負荷 ＝ 製品システム① ー 製品システム②

再生ポリプ
ロピレン

ポリプロピ
レン端材, 
再生製品

ポリプロピ
レン

製品システム②

ポリプロピレンの製造
プロセス

＝
同等品・同等量

原料
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4) 配分設定画面「出力フロー取り扱い方法の設定」を開きます。 

 

 
 

 

5) ポリプロピレン端材の種別「配分」を「代替」にします。 

 
 

6) 「ポリプロピレン端材」の追加情報の選択ボタンで、代替する製品（ここでは「ポリプロピレン」）を設

定します。 

 
 

7) 「ポリプロピレン」に相当する製品製造プロセスとして、「ポリプロピレンの製造」プロセスを選択します。

また代替率は『100%』とします。 

 

 
＊代替率：共製品と代替製品の関係を示します。1 単位の共製品が 1 単位の代替製品が同等と

評価する場合は 100％とします。  
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8) プロセスが完成します。 

 
 

＊出力側にあるポリプロピレン端材の取扱方法は「代替」となっています。一方、入力側には再生ポリプロ

ピレンの製造にかかる電力 0.8kWh が追加されていることがわかります。 

 

4.4.7. 地域別データの作成 

① 解説 

新規にプロセスを作成すると、まずは「標準プロセス」として登録されます。 

その上で、必要に応じて「地域別プロセス」を登録することができます。 

ケーススタディ実施時に地域を選択できるようになりますが、その際に地域別プロセスが設定してあると、

その地域のプロセスで評価されることになります。 

地域別プロセスがない場合は、標準プロセスのデータを当該地域のデータとして利用し、計算します。こ

の場合も、川上側で地域別データが存在した場合は、当該製品は当該地域におけるプロセスデータが適

用されます。例えば電力データはほぼすべての地域に対して地域別プロセスが標準搭載されていますので、

少なくとも電力は当該国のデータに置換されて評価されます。 

 

＊地域別データを募集中です。標準プロセスから地域別データを推計したものや、個別調査研究事

例のデータがありましたら、ぜひご提供ください。現状は、電力のほか、一部のプロセスにおいてのみ地域別

データが収集できています。 

 

（例） 

綿花の生産プロセスでは、標準プロセスには世界最大の生産国である中国のデータを標準プロセスデ

ータとしつつ、日本、米国、中国のプロセスデータを搭載しています。 

（閲覧方法） 

1) 「プロセス管理」→「プロセスの検索」→『綿花』と入力→「検索」 
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2) 「綿花の生産」をダブルクリック 

 
 

② 地域別データの作成 

 新しく地域別データを作る場合は、「標準プロセス」タブの右側にある「＋」ボタンをクリックすることで、作

成できます。（ただし初期搭載データへは保護（ロック）がかかっているため追加できません）。また、各

入出力フローは自動的にコピーされますので、必要に応じて当該地域に沿うように変更してください。また、

情報源など付属情報は地域別データが個々に持つため、必要な情報を記入してください。 

 

4.5. BOM インポート機能（一括データ登録機能） 

4.5.1. 機能概要 

プロセスを一括で登録する機能です。Bill of materials (BOM)等で部品構成表が電子データであ

る場合や、同名のプロセスを頻繁に更新する際に便利な機能です。BOM インポートを行う前に、社内名

称と MiLCA 内の名称の関係を登録しておくことで、自動的にプロセスツリーを構築することもできます。ま

た、一括インポート時には製品化率（歩留まり）も考慮することが可能です。 

 

ここでは、下図のプロセス情報を例として取り込んでみます。 
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図 BOM 情報例 

4.5.2. BOM データ準備 

各プロセスへの入力を整理したデータを Excel 等で作成します。 

 先ほどの例では、下記のように情報を整理します。 

 

表 BOM 情報整理例 

product 

name 

amount of 

product 

unit of 

product 

component 

name 

amount of 

component 

unit of 

component 

yield 

rate 

製品 A 1 P 部品 B 2 P   

製品 A 1 P ABS-aaa 3 kg   

部品 B 1 P 電気銅 2 kg 0.9 

部品 B 1 P ブチルゴム 2.5 kg 0.9 

 

BOM フォーマットへのコピー＆ペースト 

 

 

注意：単位は単位マスタにある単位コード（A 列の code）を利用してください。利用できる単位および

単位コードは、下記 URL でダウンロードできます。 

http://www.milca-milca.net/data/unit.xls 

 

また、BOM インポート用フォーマット、例は下記でダウンロードできます。 

http://www.milca-milca.net/data/BOM_format.txt 

http://www.milca-milca.net/data/BOM_example.txt 

（インターネットエクスプローラの場合、「ファイル」→「名前を付けて保存」でダウンロードできます。 

 

*名称（component name）は、あらかじめ後述の社内名称登録してあるものか、独自の名称とする

ようにしてください。「鉄」「銅」など、基本フロー（資源や環境中への排出物）と名称が重なるものがある

と、エラーになります。 

 

*BOM ファイルは、.txt の拡張子を持つタブ区切りのテキスト形式としてください。また UTF-8 形式で保

存してください。 

製品A
1個

部品B
2個

ABS-aaa
3kg

電気銅
4kg

ブチルゴム
5kg

歩留
90%

＊難燃性のABS樹脂として評価予定

http://www.milca-milca.net/data/unit.xls
http://www.milca-milca.net/data/BOM_format.txt
http://www.milca-milca.net/data/BOM_example.txt
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4.5.3. 社内名称登録 

「社内名称」と MiLCA 内の「中間フロー」とを紐づける機能です。 

（なお、MiLCA 内で既に同名の製品が登録されており、かつその製品を産出するプロセスが一つしか

存在しない場合は、自動的に連鎖が完成します。） 

 

（例） 

社内名称「ABS-aaa」を、MiLCA 内にある「ABS 樹脂（難燃性）の製造」プロセスの「ABS 樹脂

（難燃性）」として定義します。 

 

1) 「プロセス管理」→「BOM 社内名称管理」 

 
 

2) 「新規作成」 

3) 社内名称『ABS-aaa』と入力 

4) 「選択」→『ABS』と入力し、「ABS 樹脂,難燃性」を検索し、ダブルクリック。 

5) プロセス選択「ABS 樹脂（難燃性）の製造」→OK 

 
 

以上で社内名称が登録されました。 
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4.5.4. BOM データからのプロセス構築 

 BOM ファイルを MiLCA で読み込みます。 

 

1) 「プロセス管理」→「BOM データからのプロセス構築」 

 
2) 「末端の投入製品が存在しない場合には、同名の製品とプロセスを自動的に生成します」にチェック

を入れ、「BOM ファイル読込」をクリック 

 

＊「末端の投入品が存在しない場合にはエラーとして処理をキャンセルする」 

 「末端の投入品が存在しない場合に無視して処理を継続します」 

 末端の投入品とは、BOM ファイル内における最も川上側の製品を意味します。例えば、前節の BOM

情報であれば、「ABS-aaa」「電気銅」「ブチルゴム」がそれに該当します。前節で既に「ABS-aaa」を社

内名称登録しましたが、それがされていないと「存在しない末端の投入品」となります。 
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＜BOM により一括登録されたプロセス＞ 

・製品 A 

 
・部品 B 
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4.6. プロセスのエクスポート/インポート 

プロセス単位のエクスポートおよびインポートができます（無料版ではエクスポートは可能ですが、インポー

トはできません。）エクスポートされるファイルは日時が自動的に付与されたファイル名となります。（必要

に応じてファイル名を変更してもインポートに支障はありません）。なお、IDEA データ（初期搭載プロセス）

のエクスポートはできません。 

 

＊データは、IDEA フォーマットと呼ばれるMiLCA独自のフォーマットとなります。IDEA フォーマットは ISO 

TS 14048 をベースにしつつ、ILCD フォーマット、ecospold2 フォーマットを参考にして作成したフォーマッ

トです。現在これらフォーマットとの互換性はありませんが、大きな違いはありませんので、今後フォーマット

変換をするための機能を開発したいと考えています。 

 

 
 

 

 

4.7. フローの置換機能 

プロセスにて利用している中間フローのつなぎ替えを行うための機能です。 

つなぎ替えは、一括ですべての関係フローをつなぎ替えることもできますし、特定のフローを選択してつなぎ

替えることもできます。 

例えば、下図のように素材 A の製造プロセスからの素材 A が、部品 A,部品 B の製造に利用されていた

とします。ここで、素材 B 製造のデータ入手できたため、部品 B の入力フローを素材 A から素材 B に置

換する作業を行います。 
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図 現状のプロセス連鎖状態 

 

 具体的には、下図にようにつなぎ替えを行います。 

 

 

図 つなぎ替えたプロセス連鎖状態 

（例） 

「ポリプロピレン射出成形」プロセスの入力フローである「ポリプロピレン」を、「再生プラスチック成形材料」に

つなぎ替え作業をします。 

 

1) 「プロセス管理」→「フローの置換」 

2) 製品「選択」→つなぎ替え元となる製品を検索し、指定（ここでは「ポリプロピレン」） 

 
 

3) 「ポリプロピレン」を出力するプロセス「ポリプロピレンの製造」を選択。 

 
→「ポリプロピレン射出成形」プロセスが一覧に表示されます。 

 （置換可能なプロセスは、自チームが作成したもののみです） 

 

4) 製品「選択」→置換先である製品を検索し、指定。（ここでは「再生プラスチック成形材料」） 

 
 

素材A素材Aの製造 部品Aの製造

部品Bの製造素材Bの製造 素材B

素材A素材Aの製造 部品Aの製造

部品Bの製造素材Bの製造 素材B
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5) 「再生プラスチック成形材料」を出力するプロセス「再生プラスチック成形材料の製造」を指定 

 
 

6) 置換するプロセスを指定。置換するプロセスにチェックを入れます。（ここでは「ポリプロピレンの射出

成形」） 

 

7) 画面右下の「OK」をクリックすると、一覧からチェックしたプロセスがなくなります。これで、置換作業は

終了しています。 

8) 「キャンセル」をクリックし、終了。 

 

  



5.ケーススタディ →5.1.ケーススタディの実施 

41 

 

5. ケーススタディ 

5.1. ケーススタディの実施 

新規に LCA ケーススタディを実施します。ここでは操作習熟のため簡単なケーススタディの実施手順に

ついて説明しますので、ソフトウェアを実際に操作しつつ読み進めて下さい。なお、機能の詳細は 5.2.以

降をご参照ください。 

 

1) [ケーススタディ]→[ケーススタディの新規作成] 

 

<<新規ケーススタディのプロジェクト情報画面が開きます>> 

 

2) 名称に『練習用』と入力します。 

 

 

3) [製品システム] 

 

<製品システム画面が開きます>> 

 

4) 画面中央の任意の場所で右クリック→[サブシステムの新規作成] 

 

<<新規サブシステムと新規製品が表示されます>> 
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※このボックスを『サブシステム』、丸を『製品』と呼称します。 

※『サブシステム』と『製品』はドラッグ＆ドロップで移動可能です。 

 
 

5) [新規サブシステム]をダブルクリック 

 

<<サブシステムの編集画面が表示されます>> 

 
6) サブシステム名称に『洗濯機の使用』と入力し、段階『使用』、地域『日本』を選択し、[OK]。 

7) 新規製品をダブルクリック→製品名に『使用済み洗濯機』と入力し、流量に『30』を入力し、[OK]。 

（ここでは洗濯機 1 台を 30kg とします。） 

 

<<変更後のサブシステム名と製品名が表示されます>> 

 

8)  [サブシステム:洗濯機の使用]を右クリック→[中間フロー（登録済の原料・エネルギー等来）の追

加] 

 

 

9) 製品名→[変更] 
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a. 検索語『系統電力』を入力→[検索] 

 

<<『系統電力』を含むプロセス名が表示されます>> 

 

10) [電力,系統電力]を選択→[OK] 

 

11) [流量]に『100』を入力→[OK] 

<<サブシステムの上流に製品『電力,系統電力;100kWh』が表示されます>> 

 
12) 別の任意の場所で右クリック→[サブシステムの新規作成] 

 

<<新規サブシステムと新規製品が表示されます>> 

 

13) [新規サブシステム]をダブルクリック 

 

<<サブシステムの編集画面が表示されます>> 

 

14) サブシステム名称に『洗濯機の製造』と入力し、段階『製造』、地域『日本』を選択し、[OK]。 

 

15) 新規製品をダブルクリック→製品名に『洗濯機』と入力し、流量に『30』を入力し、[OK]。 

 

16) サブシステム[洗濯機の製造]を右クリック→[中間フロー（登録済の原料・エネルギー等）の追加] 

 

17) 製品名→[変更] 

 

18) 検索語『洗濯機』を入力→[検索] 
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<<『洗濯機』を含むプロセス名が表示されます>> 

 

 

19) [電気洗濯機]を選択→[OK] 

 

20) [流量]が『1 台』となっていることを確認→[OK] 

 

<<サブシステムの上流に製品『電気洗濯機;1 台』が表示されます>> 

 
21) 別の任意の場所で右クリック→[サブシステムの新規作成] 

 

<<新規サブシステムと新規製品が表示されます>> 

 

22) [新規サブシステム]をダブルクリック 

 

<<サブシステムの編集画面が表示されます>> 

 

23) サブシステム名称に『洗濯機の廃棄』と入力し、段階『廃棄』、地域『日本』を選択し、[OK]。 

※段階を選択することで、インベントリ分析結果や影響評価結果を段階別に閲覧・分析できます。 

※地域を選択することで、地域別プロセスが登録されているプロセスについては自動的に当該地域のプロ

セスが適用されます。 

 

24) 新規製品を右クリック→[製品の削除] 

 
 

25) [サブシステム:洗濯機の廃棄]を右クリック→[中間フロー（登録済の原料・エネルギー等）の追加] 
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26) 製品名→[変更] 

 

27) 検索語『廃棄』を入力→[検索] 

 

<<『廃棄』を含むプロセス名が表示されます>> 

 
 

 

28) [廃棄・家電高度中間処理サービス]を選択→[OK] 

 

29) [流量]に『30』、単位に『kg』と入力→[OK] 

 

<<変更後の製品名、サブシステム名が表示されます>> 

 

 
 

30) 画面左上の[接続モード] 

 
 

31) 製品[洗濯機;30kg]からサブシステム[洗濯機の使用]へドラッグ＆ドロップ 

 

<< 製品[洗濯機;1 台]がサブシステム[洗濯機の使用]へ接続されました>> 
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※フロー上で右クリックをすると、「フローの切断」をすることができます。 

32) 画面左上の[接続モード] 

 

33) 製品[使用済み洗濯機;30kg]からサブシステム[洗濯機の廃棄]へドラッグ＆ドロップ 

 

<< 製品[使用済み洗濯機;30kg]がサブシステム[洗濯機の廃棄]へ接続されました>> 

  

 

34) [製品：洗濯機;30kg]を右クリック→[フローおよび製品の編集]→[輸送の追加] 

 

＜＜輸送の編集画面が開きます＞＞ 

 

 

35) 輸送手段『トラック輸送,4 トン車』、積載率『62%』、片道距離『100km』を選択→[OK]→

[OK]。 
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＜＜輸送モデルが設定され、輸送アイコンが表示されました＞＞ 

 
 

36)  [インベントリ分析]→[計算] 

 

<<インベントリ分析計算の画面が表示されます>> 

 

37) [OK]→プロジェクトが保存された後、インベントリ分析計算が実行されます。 

 

<<インベントリ分析計算結果が表示されます>> 

 
 

38) [影響評価]→影響領域「地球温暖化」の選択に『チェック』を入れます 

 

<<「地球温暖化」の特性化結果が表示されます>> 
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39) [グラフ表示] 

<<特性化結果のグラフが表示されます>> 

 
 

40) [閉じる] 

 

41) 影響領域[地球温暖化]の全体の数値をクリック 

 
 

<<地球温暖化への物質別寄与度の結果・グラフが表示されます>> 

 
  



5.ケーススタディ →5.1.ケーススタディの実施 

49 

 

 

42) [統合化]→[統合化手法で「LIME2」を選択]→ [評価実施] 

※「T-E2A」による統合化を行いたい場合は、別冊の「T-E2A 操作ガイドブック」をご参照下さい。 

（http://milca-milca.net/download-files/TE2A_manual.pdf） 

 

＜＜統合化のメニュー画面＞＞ 

 

 

43) [被害評価] 

<<被害評価結果が表示されます>> 

 

 

44) [グラフ表示] 

<<被害評価結果のグラフが表示されます>>

 

 

45) [閉じる]  

http://milca-milca.net/download-files/TE2A_manual.pdf
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46) 影響領域[生物多様性]の全体をクリック 

 
 

 

<<生物多様性への物質別寄与度の結果・グラフが表示されます>> 
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47) [統合化] 

 

<<LIME2 による統合化結果が表示されます>> 

 
 

48) 影響領域[全影響領域]の全体をクリック 

 

 

 

 

<<LIME2 による物質別の統合化結果が表示されます>> 

 
 

※タブ[解釈]では、あらためてインベントリ分析結果や影響評価結果を確認することが出来ます。 
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※タブ[報告]では、ISO14040（2006）に準拠した報告書で求められている項目について入力するこ

とができ、入力した内容はリッチテキスト形式で出力することが出来ます。 

 

簡単なケーススタディの実施手順について説明は以上です。 

 

5.2. ケーススタディの機能説明 

5.2.1. ケーススタディの基本画面 

 

ケーススタディでは、ISO14040(2006)の規格に基づいた LCA 調査を実施することができます。 

新規にケーススタディを実施する場合は[ケーススタディの新規作成]を、保存したケーススタディを読み

込むには[ケーススタディの検索]を、外部で作成されたケーススタディを読み込むには[ケーススタディのイン

ポート]を選択します。 

また、ケーススタディは『プロジェクト情報』『製品システム』『インベントリ分析』『影響評価』『解釈』『報

告』の 6 つのタブに分かれています。 

 

 

 
  

5.2.2. ケーススタディの保存 

ケーススタディの保存は、画面左上の ボタンを選択します。 

 

5.2.3. ケーススタディの別名保存 

ケーススタディの保存は、画面左上の ボタンを選択します。 

 

5.2.4. サブシステムをプロセスに変換 

 作成したサブシステムは、画面左上の ボタンでプロセスとして登録することができます。 

 

5.2.5. プロジェクト情報 

タブ[プロジェクト情報]では、LCA の目的や LCA の調査範囲について入力することができます。 
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「プロジェクト情報」の入力項目の説明は次の通りです。 

 

・名称： 任意 (ex.洗濯機の LCA 調査) 

・実施者：  自動入力（ディフォルトではログイン名） 

・バージョン：  今後実装予定 

・実施日：  自動入力 

・LCA の目的： 任意(ex.従来製品の重大な環境影響の特定。開発向けであり一般へは

開示しない) 

・機能単位： 任意(ex. 週 1 回、5 年間の衣類の洗濯) 

・備考：  任意 

・レビュー：  ケーススタディのレビューを行った場合 [追加]→レビューレベルから『自己レビ

ュー』『内部専門家レビュー』『外部専門家レビュー』を選択できます。 

・段階名：  初期は『素材』『製造』『使用』『廃棄』『輸送』が選択できます。空欄には任

意の段階名を記入できます。 

 

[編集を破棄]では、入力内容を保存した時点に戻すことができます。 

 

5.2.6. 製品システム 

製品システムは、『サブシステム』単位でのデータ入力／設定をします。各サブシステム間は『中間製品』

によって接続されます。 

画面の任意の場所で右クリックをすると、「新規サブシステム」を追加することができます。表示された新

規サブシステムを右クリックすると、さらに次のコマンドが表示されます。各コマンドの説明は次の通りです。 

 

 

 
 

・中間フロー（登録済の原料・エ

ネルギー等）の追加：  

データベースに搭載されているプロセスからの入力中間フローを追加

できます。 

・入力中間フロー（未登録）の

追加  

サブシステムへ入力される中間製品が表示されます。表示された

中間製品の上流にサブシステムを追加することができます。 

また、古紙など他の製品システムから環境負荷を負わずに製品シ
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ステムに入力される中間フロー（リマインダフロー）の入力に用いま

す。 

・出力中間フロー（未登録）の

追加  

サブシステムから出力される中間フローが表示されます。共製品が

生ずる際に用います。 

・入力基本フロー（資源）の追

加 

環境中から直接サブシステムへ入力される資源フロー（入力基本

フロー）について追加することができます。 

・出力基本フロー（排出物）の

追加 

サブシステムから環境中へ直接排出される排出物のフロー（出力

基本フロー）について追加することができます。例えば、サブシステ

ムから河川への放流水に含まれる全りん排出等が該当します。 

・サブシステムの編集：  サブシステムの詳細設定ができます（詳細は後述）。 

・サブシステムの削除：  サブシステムを削除することができます 

 

 製品システムは、『サブシステム』単位でのデータ入力／設定をします。各サブシステム間は『中間製品』

によって接続されます。 

 画面の任意の場所で右クリックをすると、「新規サブシステム」を追加することができます。表示された新

規サブシステムを右クリックすると、さらに次のコマンドが表示されます。各コマンドの説明は次の通りです。 

 

 

5.2.6.1. サブシステムの編集 

[サブシステム]をダブルクリックすると、サブシステムの編集画面が開きます。サブシステムの編集画面では、

サブシステムの詳細設定ができます。 

 ・サブシステム名称：任意(ex.洗濯機の製造) 

 ・段階：任意の段階を選択 

 ・地域：任意の地域を選択 

 

※段階を選択することで、インベントリ分析結果や影響評価結果を段階別に閲覧・分析できます。 

※地域を選択することで、地域別プロセスが登録されているプロセスについては自動的に当該地域のプロ

セスが適用されます。 

 

 [その他のプロパティ]から、より詳細な設定ができます。また、[拡張情報を表示]にチェックをすると、さら

に詳細な設定ができます。必要に応じて入力下さい。各項目の説明については、プロセスのタブ[追加情

報]と同じですので、第 4 章を参照下さい。 

 

5.2.6.2. フローおよび製品の編集 

[中間製品]をダブルクリックするとフローおよび製品が編集できます。 

輸送：[輸送の追加]から輸送モデルを入力できます。 
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 ・輸送手段：トラック、鉄道、コンテナ船、航空輸送等を選択することができます。 

 ・積載率：トラック輸送については積載率を設定できます。デフォルトでは 62%が指定されます。 

 ・片道距離：片道の輸送距離を入力します。 

 ・復路の影響を追加：片道のみ積載し、復路は空荷で帰ってくることも評価したい場合にチェックを入

れます。 

 

5.2.6.3. 製品の輸送距離の設定（拠点間距離データベースの参照） 

輸送の追加において、「距離参照」ボタンを操作することで輸送方法別に輸送距離を設定することが

できます。 

1)輸送手段を選択し、片道距離の「距離参照」ボタンを操作します。 

 

 

2)出発地域、出発拠点、到着地域、到着拠点を設定し、表示された拠点間距離を選択します。 

（ここでは日本の東京(海港)から米国のニューヨーク(海港)までの海上輸送距離 18707km を選択） 
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3)選択した拠点間距離が輸送距離として設定されます。 

 

 

 

 

※輸送モデルは[輸送の追加]から、複数入力することができます。 

 

＜＜輸送モデル入力サンプル＞＞ 
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※輸送手段と単位が合致していない場合、異常値を示す場合がありますのでご注意ください。例えば、ト

ラック輸送やコンテナ船輸送では単位「t」「kg」「g」を持つ中間フローを対象に設定してください。 

 

・荷姿：個包装の有無、輸送時梱包の有無を選択できます。 

 

・適合性：元のフロー名には本来評価したいフローの名称を入力できます。必要に応じて適合度を選択

できます。 

 

・フローコメント：ローカルコメントや公開コメントを入力できます。 

 

5.2.6.4. フローの代替システムの設定 

ケーススタディにおけるフローの代替システムの設定手順を示します。 

ここでは、「4.4.6 共製品のあるプロセスの作成（代替製品システムの導入）」と同様のケース（ポリ

プロピレン端材をリサイクルすることで、新品のポリプロピレン樹脂を代替（減算処理）する）を想定しま

す。 

 

1)ポリプロピレン端材の下流に再生材を製造するサブシステムを作ります。ポリプロピレン端材の他、再生

材製造に必要なエネルギー（電力 0.8kWh）等を入力させます。出力フローは再生材となります。 

 

 
2)出力フローの「再生材」の編集画面を開きます。 

3)編集画面の下側に、「このフローの代替システムを設定する」という欄がありますので、そこにチェックを入

れます。 

4)再生材で代替する製品（ここではポリプロピレン）を選択し、それを製造するプロセスを定義します。

（再生材と代替品は、同じ単位を利用するよう注意してください。kg であれば、kg） 

5)必要に応じて代替率を決定してください。再生材とここで定義した代替製品が同等の品質とみなせる

のであれば、100%とします。 

 1.3kg 
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5.2.6.5. 作成した製品システムを画像として保存 

ボタンを操作することで、作成した製品システムを画像として保存、または画像をクリップボードにコ

ピーすることができます。 
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5.2.7. インベントリ分析 

インベントリ分析は、設定された LCA 調査の目的及び調査範囲に基づいて、製品システムへの入出

力量の明細を作成する段階です。 

[計算]ボタンを押すと、インベントリ分析計算のウィンドウが開き、「プロジェクトを保存した後、計算を実

施します」と聞かれますので、[OK]ボタンを押します。すると、自動的にインベントリ分析計算が開始され

ます。 

＜＜インベントリ分析のメニュー画面＞＞ 

 
 

ラジオボタンを操作することで、インベントリ分析結果を様々な視点から閲覧することができます。 

・グルーピング：「サブシステム別」「段階別」「国・地域別（現在未実装）」に切り替えて閲覧できます。 

・輸送の取り扱い：「輸送を別に表示」又は「輸送を下流に含める」に切り替えて閲覧できます。 

・表示形式：「数値」又は「パーセント」表示に切り替えて閲覧できます。 

 

[エクスポート]ボタンを押すと、表示されているインベントリ分析結果をテキスト形式で保存できます。 

※行を指定後、「Ctrl + C」でクリップボードにコピーができます。（レギュラー版のみの機能） 

※画面左上の ボタンを押すと、表全体を指定することができ、「Ctrl + C」でクリップボードにコピーが

できます。 

※数値は指数表示されます。(ex. 1.00E-03=1.00×10-3=0.001、

1.00E+02=1.00×102=100) 

※ マークのついたフローはリマインダフローです。 

 

5.2.8. 影響評価 

影響評価は、インベントリ分析結果に基づいて、潜在的な環境影響を定量的に評価する段階で、

「特性化」および「統合化」の評価を行うことができます。 

なお、統合化手法は今までの「日本版被害算定型環境影響評価手法（LIME2）」に加えて、

2012 年 6 月より「東レ版エコ効率分析（T-E2A：Toray Eco-Efficiency Analysis）」の評価を

行うことができるようになりました。 

※T-E2A の概要と操作方法については、別冊の「T-E2A の概要」と「T-E2A 操作ガイドブック」をご参

照下さい。 

・T-E2A の概要       http://milca-milca.net/download-files/TE2A_outline.pdf 

・T-E2A 操作ガイドブック  http://milca-milca.net/download-files/TE2A_manual.pdf 

  

http://milca-milca.net/download-files/TE2A_outline.pdf
http://milca-milca.net/download-files/TE2A_manual.pdf
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5.2.8.1. 特性化 

LIME2 が推奨する特性化モデルが搭載されており、影響領域指標を算出することができます。 

 

＜＜特性化のメニュー画面＞＞ 

 
  

画面上部のラジオボタンを操作することで、特性化結果を様々な視点から閲覧することができます。 

・グルーピング：「サブシステム別」「段階別」「国・地域別（現在未実装）」に切り替えて閲覧できます。 

・輸送の取り扱い：「輸送を別に表示」又は「輸送を下流に含める」に切り替えて閲覧できます。 

・表示形式：「数値」又は「パーセント」表示に切り替えて閲覧できます。 

 

＜＜影響領域と特性化モデルの選択画面＞＞ 

 

 

影響領域の「選択」にチェックをすると、画面の下表に選択した影響領域が追加されます。地球温暖

化等は複数の特性化モデルから選択することができます。 

 

[グラフ表示]をクリックすると、選択した影響領域についての特性化結果のグラフが表示されます。 

 

表の各数値をクリックすると、そのカテゴリにおける物質別の特性化結果が表示されます。 

 

[結果をエクスポート]ボタンを押すと、表示されている形式でのインベントリ分析結果をテキスト形式で

保存できます。 

※行を指定後、「Ctrl + C」でクリップボードにコピーができます（レギュラー版のみの機能）。 
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＜＜段階別の特性化結果＞＞ 

 
 

※各特性化モデルについては、2010年発行予定の書籍「LIME2-意思決定を支援する環境影響

評価手法-」をご参照ください。 
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5.2.8.2. 統合化 

 [統合化]タブ→[評価実施]をクリックすると、LIME2 による統合化計算が実施され、結果が画面下

の表に表示されます。 

 

＜＜統合化のメニュー画面＞＞ 

 

 

・被害評価：「人間健康」「社会資産」「一次生産」「生物多様性」の 4 つの保護対象に対して、影

響評価の結果が表示されます。 

 

                                         
 

[グラフ表示]をクリックすると、選択した影響領域についての被害評価結果のグラフが表示されます。 

＜＜被害評価結果のグラフ＞＞ 

 

表の各数値をクリックすると、そのカテゴリにおける物質別の被害評価結果が表示されます。 

 

[結果をエクスポート]ボタンを押すと、表示されている形式でのインベントリ分析結果をテキスト形式で

保存できます。 

※行を指定後、「Ctrl + C」でクリップボードにコピーができます（レギュラー版のみの機能）。 
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＜＜物質別の被害評価結果＞＞ 

 

 

 

・統合化：[被害評価]と[統合化]はタブで切り替えできます。[統合化]タブをクリックすると、統合化

結果が表示されます。統合化では、各影響領域および全影響領域合計の統合化結

果を閲覧できます。 

※統合化も被害評価と同様に結果をエクスポートすることが可能です。 

（レギュラー版のみの機能） 

 

表の各数値をクリックすると、そのカテゴリにおける物質別の統合化結果が表示されます。 

 

＜＜物質別の統合化結果＞＞ 
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5.2.9. 解釈 

解釈は、対象となるインベントリ分析又は影響評価について、結果の分析を行い、結論、限界を説明

し、提言をする段階です。 

 

・最も重要な環境影響の特定：先程計算した、「インベントリ分析結果」や、「影響評価結果」を再

確認出来ます。 

・品質評価：「信頼性」「完全性」「時間面」「地理面」「技術面」の各評価項目について、インベントリ

分析結果の評価を確認することが出来ます。 

 

※サブシステムの品質評価を行っていない場合は、評価結果は全て「ゼロ」となります。 

 

 

5.2.10. 報告 

ISO14040（2006）に準拠した報告書作成のための入力項目が用意されています。これらの項目

に入力することで、ISO14040（2006）に基づいた報告書を作成し、RTF 形式で保存できます。 

 

＜＜報告用情報入力画面＞＞ 

 

 

5.3. カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム形式でのエクスポ

ート 

 カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム（CFP プログラム、事務局：産業環境管理協会）で

は、CFP 申請書形式でのエクスポートが可能です。以下の手順で実施してください。 

 

1) CFP-PCR に基づきケーススタディ機能を用いて製品システムをモデル化します。 

・段階名を必要に応じて変更してください。 

・一度作成したケーススタディは、「ひな形」として再利用可能です。 
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＜例：ハム・ソーセージ類の PCR＞ 

 
 

2) 必要な入出力情報を設定します。 

(ア) 概要 

 基本的には MiLCA の通常の操作と同じです。 

 

(イ) 輸送を設定する場合 

下図の画面に示すように、 「製品」には複数の輸送を設定することができますが、CFP 申請時は 1

製品につき１つのみ設定するようにしてください。 

 
複数設定する必要がある場合は当該サブシステムの入力中間フローの追加にて輸送プロセスを適

宜追加してください。 

 

 

3) 算定根拠を記載します 

それぞれの入力中間フロー（青丸）のフローをダブルクリックし、編集画面を開きます。下部にフロー

コメントを記載する場所がありますので、「元のフロー名」「ローカルコメント（生データ所在地等）」お

よび「公開コメント（データ入手・加工方法等）」に数値の算定手順等をそれぞれ記載してください。

CFP プログラムでは、上記 3 つの情報の記載は必須です。 
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4) インベントリ分析を行います 

 「インベントリ分析」タブにて計算を行います。 

 

5) CFP 形式でエクスポートします 

「報告」タブにて「CFP プログラム申請書形式で出力」ボタンをクリックし、データを出力します。 

 
 

6) Excel で開き、コピーします 

必要な部分を選択し、コピーします。 

 
 

7) CFP 申請書を開き、右クリックして「形式を選択して貼り付け」をへ貼り付けます 

 
↓ 
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↓ 

 
8) 同様にして、「(5)データの根拠」の情報もコピーし、CFP 申請書へ貼り付けます。 

 

5.4. プロジェクトのエクスポート/インポート 

作成したケーススタディプロジェクトをエクスポート/インポートできます。 

 

・ケーススタディプロジェクトのエクスポート 

1) プロジェクトを保存します 

2) [ケーススタディ]→[ケーススタディの検索]→（エクスポートしたいプロジェクト名）の左にある『このプ

ロジェクトを出力』   ボタンをクリック 

 
 

＜＜プロジェクト出力画面が表示されます＞＞ 

 
3) 出力先フォルダを選択→[選択したプロジェクトをエクスポート]→プロジェクトがXML形式で出力され

ます 

 

※エクスポートした XML ファイルはメール添付等で送付できます。XML ファイルに機密情報を含む場

合は取り扱いにご注意ください。 

 

・ケーススタディのインポート 

1) [ケーススタディ]→[ケーススタディのインポート] 

 

＜＜ケーススタディのインポート画面が表示されます＞＞ 
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2) 入力ファイルを選択→[選択したデータをインポート]→プロジェクトがインポートされます。 

 

 

5.5. サブシステムのプロセス化 

作成したサブシステムは、画面左上の ボタンでプロセスとして登録することができます。  
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6. インベントリデータベース：IDEA 

 MiLCA に標準搭載しているインベントリデータベースとして、IDEA があります。IDEA は「Inventory 

Database for Environmental Analysis」の略で、2008 年度から（独）産業技術総合研究所と

（社）産業環境管理協会で共同開発してきました。 

 

（IDEA の概要） 

・名称：IDEA 

・作成：（独）産業技術総合研究所、（社）産業環境管理協会 

・データ数：3000 以上 

・基本フロー：地球温暖化、酸性化、資源消費を評価。 

努力目標として、水資源消費、富栄養化、固形廃棄物の排出を評価。 

・データ形式：gate to gate 形式。MiLCA では cradle to gate 形式でも閲覧・利用可能。 

 

6.1. IDEA 構築概念 

我が国の全ての事業所における経済活動は日本標準産業分類(Japan Standard Industrial 

Classification)により分類されます。上記産業分類に従った業種別分類、品目別分類等に基づき、 

製造業では工業統計表や生産動態統計が、非製造業についても各種統計が整備されています。そこで、

インベントリデータベースを効率的に管理するために、日本標準産業分類に従った業種別分類、品目別

分類等に基づいて すべての製品をコード化したデータベース分類を作成しました。中分類、小分類、細

分類、詳細分類と階層構造を有しており、詳細分類は約 1700 分類存在します。さらに、データベース

詳細分類の中に分類される個々の製品のデータは個別データとして収録しています。 
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図 データ階層構造の概念（食料品の例） 

 

6.1.1. データベースの網羅性 

IDEA で対象としているデータは、農林水産業、鉱業、建築・土木などの非製造業、飲食料品、繊維、

化学工業、窯業・建材、金属、機械などの製造業、電力・都市ガス、上下水道などで、すべての製品に

関わる内容を対象としています。一方、サービスや加工に関しても一部データを作成していますが、これら

については、現段階では網羅性を担保していません。 

詳細分類の製品のデータをすべて作成することで網羅性を担保する。具体的には、本データベース詳

細分類はバターやチーズなどを指し、詳細分類のデータがすべて作成されていることにより、我が国で製造

されている製品（群）は網羅されていることになります。しかし、実際のインベントリ分析には、詳細分類

の肉製品より詳細な個別データのハムやソーセージが必要なことが多いです。これらのデータは、ヒアリング

や文献調査によるプロセスデータ収集、および既存データを活用してデータ作成しています。データは小分

類もしくは細分類の大きな分類でのデータと詳細分類のデータ（基本データ：多くの場合こちらを利用）

により網羅性を確保して、多くのケーススタディで利用するデータに関しては従来通りプロセスデータを収集

した階層構造のデータベースです。これら個別データはすべての製品を網羅していないことにご留意くださ

い。 

 

6.1.2. データベースの有効範囲 

 IDEA が設定する有効範囲は、地理的有効範囲については日本全体としています。また、時間的有

効範囲（データベースの基準年）は2010年と考えています。しかし、定義した条件通りのインベントリデ

ータを全てについて作成することは困難です。そのため実際には可能な限り直近のデータを用いてデータ作

成を行っていますが、中には 1990 年代のデータもあり、その場合はインベントリデータの品質評価におい

小、細分類
3、4桁

(XXXX00-000)

詳細分類
6桁

(XXXXXX-000)

09食料品

0911 肉製品

部分肉、冷凍肉
（ブロイラーを除く）

肉缶詰・瓶詰・つぼ詰

肉製品

0912 乳製品

バター

チーズ

処理牛乳

クリーム

アイスクリーム

乳飲料、乳酸菌飲料

ハム
ソーセージ
ベーコン

中分類
2桁

(XX0000-000)

個別データ
9桁

(XXXXXX-XXX)

必要な時に使用

1700程度の
基本データ

日本標準産業分類、工業統計調査用商品分類をベース

網羅性を担保 網羅性なし
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て、時間的有効範囲の品質が劣るという判断をしています（基準年に対する差に応じて品質ランクが付

与される）。 

 

6.2. データ作成方法の概略 

 データベースの開発は大きく分けて以下の3つの方法を採用しました。それぞれ、MiLCA内における「情

報源分類」に明示されています。 

 

(1) 統計によるデータ作成 

我が国には、全国におけるエネルギーの消費実態を各産業、民生などに分類した「石油等消費構造

統計（平成 13 年以前）」および「エネルギー消費統計（平成 20 年以降）」をはじめ、指定生産品

目を生産する業種のエネルギー消費量を網羅している「石油等消費動態統計」が公表されています。さ

らに、特定の産業における物量（およびエネルギー）統計として、「鉄鋼統計年報」「機械統計年報」

「資源・エネルギー統計年報」などの生産動態統計が毎年発行されています。これらの物量、エネルギー

消費等に関する統計などに基づいて、素材やエネルギーさらには各種組立工程における排出量を推算す

ることでインベントリデータを作成しました。なお、エネルギー消費量が公表されていない非製造業について

は種々の統計資料から推算し、業務部門（商業・サービス）については一部を除いてデータ作成対象

外としています。 

 

(2) モデル化によるデータ作成 

 化学品などは製造方法から反応式を特定し、使用する原料、エネルギー量の算定を行い、作成してい

るものがあります。これらはロス率や熱源などの情報が不足しているケースが多々ありますが、可能な限り

文献などから製造方法を調査し、データを作成しました。 

 

(3) 文献・調査報告書からのデータ作成 

 研究者、業界団体等がヒアリングやアンケート等により調査した報告書・文献よりデータ収集したものが

あります。 

 

 

6.2.1. IDEA分類表に基づくインベントリデータの管理 

 作成されたインベントリデータは、IDEA 分類に基づいて属性が決められ、一つ一つに固有のコード番号

（以下、「IDEA コード」とする）を付与して管理しています。IDEA では、大別して 2 種類の属性のデー

タを作成しています。一つは、IDEA 分類の項目に則って作成された「基本データ」です。基本データによっ

て網羅性が担保されています。また、IDEA 分類の項目には則らず、必要性が高いために作成された「個

別データ」があります。 

基本データは、原則として小分類、細分類、細々分類レベルのデータを作成しています。具体的には、

9 桁のコードを、小分類は ”???000000”、 細分類は ”????00000”、 細々分類は ”??????000” 

の形で作成しています。また、個別データは、コードの下3桁に、”??????101” 、”??????102” などの
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ように数字を付与することで管理しています。ただし、データそのものは 6 桁レベルと 4 桁レベルが全く同じ

となった場合は、重複データであるため 4 桁のデータを削除しています。 

 

6.2.2. 配分（アロケーション）に関する考え方 

 作成されるプロセスデータの中には、そのプロセスで同時に複数の製品が生産される場合がああります。

本データベースでは配分を極力回避するため、プロセスの細分化を図っていますが、それでも配分が必要

となる場合があります。 

その場合、共製品に環境負荷を配分するかどうかの判断は、有価で販売されているかどうかを一つの

目安にしています。また、そのプロセスでエネルギーや熱が副産される場合がありますが、これらについては、

明らかに市場性を持って販売されていることが確認されている場合のみ配分対象とすることとしています。 

配分方法は、基本的に物量（主として質量）での配分を採用しています。ただし、エネルギー関係は

熱量、一部の金属（銅鉱石からの金・銀・銅の生産など）は純分の質量で配分しています。 

なお、本データベースでは、配分が必要な場合、対象となる生産物に対して配分係数を付与する形で

それぞれの生産物に割り振られる環境負荷を算出できるようにしています。 

 

6.2.3. リマインダフロー（スクラップ等）に関する考え方 

 鉄スクラップなどのように、あるプロセスで副産物として発生し、配分の対象外となる項目が出てくることが

あります。これらは場合により、他のプロセスの投入物となることがあります。例えば、建物解体で発生した

鉄くずは、次のライフサイクルとして鉄筋製造のインプットとして利用されます。こうした製品システム間を移

動する中間フロー（製品フロー）を、「リマインダフロー」とし、負荷を持たないフローとして項目を設定して

います。リマインダフローは主として廃棄物関係の項目が多く、木くず、繊維くず、金属くずなどがあります。

MiLCA 内では、「！」マーク付きでインベントリ分析結果に現れます。 

 

6.2.4. データのカットオフに関する考え方 

 インフラ等の資本財、研究開発や販売などサービスのデータは、原則として含まれておらず、カットオフさ

れています。また、データの作成方法によっては、インプットデータが十分に収集できない場合があります。

特に、主原料でないものについては、何が投入されているかどうかも分からない場合があります。例えば統

計分類上やむを得ず作成した「その他の●●」などがそれにあたります。こうしたことから、やむを得ず主要

原材料・エネルギー以外はカットオフとなるデータもありますが、意図的なカットオフは上記のように資本財、

サービス以外は行っていません。 
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6.2.5. データの命名法 

 インベントリデータ作成に当たっては、データの命名法について下記のようにルールを定めました。 

 

(1) 基本方針 

・データ（プロセスおよび中間フロー）名は、その内容が容易にわかるように命名する。 

・製品（サービス）名を基本とし、属性、適用性などの補足説明は「，（半角）」で区切って付ける。 

(2) 共通 

・当用漢字、ひらがな、カタカナを使用する。 

・外来語はカタカナを原則とする。 

・( )は、化合物名、略号等を補足する場合を除き、できるだけ使用しない。 

・和名の場合、半角カタカナは使用しない。英数字は半角。 

(3) 物質名 

・IUPAC あるいは化合物命名法（日本化学会標準化専門委員会・化合物命名小委員会）による

名称を基本とする。 

・英名は ChemFinder（free のデータベース、ネット検索可）による。 

・同義語辞書（CAS No.あり）で検索を容易にする。 

・基本フロー（資源、排出物等）にも適用する。 

・中間フロー定義？（原材料、製品）名にも適用できる。 

(4) プロセスおよび中間フロー名 

・名称は主製品となるアウトプットの製品名を基本とする。 

・一般的な名称を用いる 

・製品の属性、製造法、地域などは、製品名の後に「,」で区切って記載する。 

- 属性（濃度、性質等） 

 - 製造方法（特定する場合） 

 - 適用（地域等、限定する場合）  日本平均の場合は不要 

 - 特記すべき条件、商品名等 

- kg 以外の単位 

例 塩酸,35%換算,MDI 副生  電力,東北電力,kWh 

(5) プロセス名（(4)以外のもの） 

・配分の対象となる製造プロセスは、「○○の製造」とする。 

例 石油精製、電気銅の製造  

＊ただし配分後の中間フロー名については(4)に従う。 

・加工（運用）プロセスは「○○の加工（運用）」とする。 

例 熱感圧延加工,鉄鋼 

・廃棄物処理プロセスは、「○○の処理」とする。 

例 都市ごみの焼却処理 

・燃焼プロセスは、「○○の燃焼」とする。 

例 一般炭の燃焼,ボイラー 

・プロセスの属性等の記述は (4)プロセスおよび中間フロー名に同じ。 
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6.3. IDEA データ作成に関わる事項 

6.3.1. 平均単価データ 

統計から作成されるデータの多くは金額ベースですが、詳細分類レベルのデータについては、出来る限

り物量ベースでのデータ提供を目指しました。 

その際、数量ベースのインベントリとするには単価に関するデータが必要となります。そこで、各製品の平

均単価を調査しました。単価データは、インベントリデータを作成する際に用いた統計と同じ統計の中に

生産量や生産額データが記載されていれば、それを用いるのが望ましいです。IDEA でも、原則としては

同じ統計内で生産量・生産額データを用いていますが、データが掲載されていない場合も少なくなく、その

場合には、以下の情報源を中心に単価データを整備しました。 

 

(1) 工業統計表の数量データ 

 工業統計表 1)の品目別出荷統計（第 1 部 1.（シート番号 1100））には出荷数量のデータのあ

るものがあり、詳細分類レベルの単価を算出することができます。参考までに、産業別出荷における品目

別出荷統計（第1部6.（シート番号1600））を用いることにより、細分類レベルの平均単価も算出

できます。 

 

(2) 生産動態統計のデータ 

 機械統計、紙・パルプ統計、化学工業統計、鉄鋼統計など生産動態統計には、それぞれの製品の数

量、出荷額などのデータがあり、単価を算出できます。ただし、品目が必ずしも工業統計と対応していな

いため、品目によっては工業統計産業別品目別出荷統計（第1部6.（シート番号1600））を用い

て産業別平均単価を算出し、品目別産業別出荷統計（第 1 部 5.（シート番号 1500））を用いて

品目別の平均単価を算出しました。 

(3) 産業連関表の単価表 

産業連関表 2)の部門別品目別生産額表に数量・単価データがあります。品目が必ずしも工業統計

と対応していなおものがありますが、工業統計による平均単価がない場合にはこれらの情報も活用しまし

た。 

 

(4) その他の統計データ 

主として非製造業に該当する分類では、(1)～(3)以外の統計データも活用しました。 

農業においては、農業経営統計による収穫量（1 戸当たり、作付面積当たりなど）および農業所得

から算出しました。なお、農業経営統計では、作況の影響を少なくするため、過去 5 年間の収量に対し

て 20%以内のデータを集計の対象としています。漁業についても同様に扱うことができました。 

鉱業では、本邦鉱業の趨勢に生産数量および金額データがあり、これを用いて単価情報を整備しまし

た。建築・土木は、建物の LCA 指針 5)に記載の単価情報を適用しました。 

 



6.インベントリデータベース：IDEA →6.3.IDEA データ作成に関わる事項 

75 

 

 以上のような情報源を用いて、単価データを作成しました。なお、インベントリデータの単位については、

多くの製品（品目）は質量（kg、t など）が用いられていますが、製品の形態によって容量、面積、個、

台、あるいは産業特有の単位をそのまま用いています。利用する際には、適当と思われる単位を適宜選

んでください。 

 

6.3.2. 温室効果ガスの排出データ 

温室効果ガスには、化石燃料の燃焼に伴う排出、石灰石等の消費（使用）に伴うもの、バイオマス

起因の燃料等の燃焼によるもの等があります。なお、バイオマス起因の温暖化ガスは、カーボンニュートラ

ルの観点から環境負荷ゼロとみなされることがあります。このため IDEA では、CO2（化石燃料起因）、

CO2（バイオマス起因）などのように分けて考えられるようにしています。 

また、一時的な炭素固定に関する考え方もある。また、一時的な炭素固定の考え方は(4)で記述し

ました。 

 

(1) 化石燃料起因の排出物の考え方 

化石燃料の燃焼に伴って発生する排出物は、環境省・経済産業省の温室効果ガス排出量算定・報

告マニュアルを利用しました。 

 

(2) 石灰石等の製品消費（使用）に伴う排出物の考え方 

 炭酸塩である石灰石、ドロマイトおよびソーダ灰(炭酸ナトリウム)を原料として消費(使用)すると、反

応・分解により CO2 を排出します。温室効果ガス排出量算定マニュアルでは、これらは非エネルギー起

源二酸化炭素(CO2)として、対象物質、使用形態ごとに排出係数が求められています。このうち、原料

として広く使用される石灰石、ドロマイトおよびソーダ灰について、便宜的に、排出係数のみをデータとする

次のプロセスを設定しています。 

 

・石灰石の消費(CO2 排出) 0.440 kg-CO2/kg 

・ドロマイトの消費(CO2 排出) 0.471 kg-CO2/kg 

・ソーダ灰の使用(CO2 排出)  0.415 kg-CO2/kg 

 

データベースでは、対象となるプロセスにおいて、これら原料の投入量に応じてこのプロセスを加えています。

基本データの窯業、鉄鋼業については、この方法を採用していますが、化学工業については必ずしも

CO2 が系外に排出されているとは限らないため、データベースではこの方法は適用していません。また、デ

ータの作成過程で、これらの CO2 が計上されている場合には、二重計上を避けるため適用していません。

なお、生石灰の製造プロセスについては、別途排出係数が設定されているため、その排出係数（0.428 

kg-CO2/kg）により算出して CO2 を計上しています。 

 

(3) バイオマス起因の排出物の考え方 

 バイオマス起因の排出物については、温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルに記載がないため、以

下の内容に基づいて CO2 排出量を設定しました。 
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① 木の排出原単位 

a) 基本的な考え方 

 木材重量（水分を含まない）における炭素の含有量は、下表に示すように、樹種によらずほぼ 0.5 で

す。そこで、木材重量に対する炭素含有量を 0.5 として考えました。 

 

表 木材の炭素含有量 

 
出典：The Chemistry of Wood, INTERSCIENCE PUBLISHES, 196315) 

 

 木材が完全燃焼したと仮定すると、次のようになります。 

 

 CO2 排出量 [kg-CO2/kg(木材重量)] ＝ 0.5 [kg-C/kg(木材重量)] × 44/12 

                           ＝ 1.83 [kg-CO2/kg(木材重量)] 

  ＊完全燃焼しなかった場合には、この値に完全燃焼した割合を乗じる。 

 

b) 含水率との関係 

・含水率を考慮した CO2 原単位 

 通常木関連では、含水率を次のように表現します。 

  μ ＝ 100 (W-W0) / W0 

μ：含水率[%] W：ある水分状態での質量 W0：木材重量 

 たとえば、木材重量(W0)が 500g で水分質量が 250g で湿重量が 750g なら、含水率(μ)は 50% 

 

 このことから、含水率がμ[%]のときの木（水分を含む湿重量 W[kg]）を燃焼させたときの CO2排出

量は、次のように表わされます。 

 CO2 排出量 [kg-CO2/kg(湿重量)] ＝ 1.83 × W0 

                          ＝ 1.83 × ( 100W / (100+μ) ) 

 

・含水率の目安 

 立木時：概ね 40～70%（時には 200％も） …自由水あり →生材（なまざい） 

 繊維飽和時：25～35% …自由水なし、結合水飽和状態 

 気乾時：15％前後 …結合水平衡状態 →気乾材 
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 木材中の水分は、細胞内部の空隙にある自由水と細胞壁中にある結合水に分けらます。立木時の

含水率は樹種・部位によって異なりますが、概ね 40～70%程度で、時には 200%近くに達するものも

あります。これを大気中に放置しておくと自由水が蒸発を始め、自由水が蒸発しきった時を繊維飽和点

（25～35%）と呼びます。このあと、結合水の蒸発が始まり、やがてある水分状態になって安定します。

この状態を気乾状態と呼び、このときの含水率を並行含水率と呼びます。平衡含水率は温度と湿度の

条件によって異なり、標準地としては日本では 15%がよく用いられます。さらに木材を強制的に乾燥させ

ると、結合水も大気中に放出され、含水率 0%の状態に到達します。これを全乾（絶乾）状態といい

ます。（以上、三橋ら、建築材料学、共立出版より一部抜粋） 

 

 以上のことを踏まえて概算すると、次のようになります。 

立木時（50%と仮定）： CO2 排出量＝ 1.22 [kg-CO2/kg(湿重量)] 

繊維飽和時（30%と仮定）： CO2 排出量 ＝ 1.41 [kg-CO2/kg(湿重量)] 

気乾時（15%と仮定）： CO2 排出量 ＝ 1.59 [kg-CO2/kg(湿重量)] 

 

② 紙の原単位 

 紙の主成分はセルロースです。厳密には紙の種類等によって組成が異なると考えられますが、ここでは、

紙は全てセルロースによってできていると考え、以下のような CO2 原単位を作成しました。 

 

セルロース：(C6H10O5)n 

C6H10O5 = 12×6+1×10+16×5 

= 162g/mol  …C6H10O5 は 1mol で 162g 

 1kg の紙の炭素含有量は、 

1000g÷162g/mol = 6.2mol/kg 

6.2mol×6（炭素数） = 37.2mol/kg 

 従って燃焼時の CO2 原単位は、 

44g-C/mol×37.2mol = 1636.8g-CO2/kg  (1.64kg-CO2/kg) 

 

 以上のことから、紙の燃焼時の CO2 原単位は、1.64kg-CO2/kg としました。 

 

③ 天然繊維の原単位 

 天然繊維（植物繊維）には、綿や麻など様々な原料があります。主な成分はセルロースですが、それ

ぞれの原料によって含有成分が異なります。下表の原料別セルロース含有量（新版ダンボール製造・包

装技術実務編, p.362（著者: 五十嵐清一））をみると、綿花はほぼ全てがセルロースです。一方で、

麻（大麻草）は 77%がセルロースです。 
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表 原料別セルロース含有量 

 

 

 以上のことから、植物繊維も基本的にセルロースが成分であると考えて、CO2 排出原単位を整備しま

した。 

 植物繊維の燃焼時の CO2 排出原単位 

1636.8g-CO2/kg  (1.64kg-CO2/kg)  …計算方法は②とおなじ 

 

④ その他の CO2 原単位 

a) 木炭 

木炭の燃焼におけるバイオマス起因の CO2 は、以下のようになります。 

・炭素排出係数 33.2 ton-C/TJ（総合エネルギー統計 2006 p.361。もとは IPCC 試算値） 

・発熱量 30.5 MJ/kg（温室効果ガス算定マニュアル） 

 

 このことから、以下の式より CO2 排出量を求めることができます。 

  33.2*10
-3

 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C ＝ 1.22*10
-1

 kg-CO2/MJ 

  33.2*10
-3

 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C × 30.5 MJ/kg ＝ 3.71 kg-CO2/kg 

 

＊注記 

 古い温室効果ガスマニュアルには、木炭の発熱量が 15.3 MJ/kg と記載されているものがあります。し

かし、近年のものは全て 30.5 MJ/kg なので、この値を用いて計算しました。 

 

b) 黒液 

製紙工業の過程で発生する回収黒液の燃焼における CO2 データを整理すると以下のようになりま

す。 

・炭素排出係数 33.2 ton-C/TJ（総合エネルギー統計 2006 p.361。もとは IPCC 試算値） 

・発熱量 13.9 MJ/kg（温室効果ガス算定マニュアル） 

 

 このことから、以下の式より CO2 排出量を求めることができます。 

33.2*10
-3

 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C ＝ 1.22*10
-1

 kg-CO2/MJ 
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33.2*10
-3

 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C × 13.9 MJ/kg ＝ 1.69 kg-CO2/kg 

 

＊ここでの発熱量データは、「木材パルプの製造の際に生ずる廃液」としました。参考として、総合エネル

ギー統計では、2000 年度が 12.6 MJ/乾燥-kg、2005 年度が 13.2 MJ/乾燥-kg となっています。 

 

c) 豆炭 

豆炭には、木質起因のものもありますが、石炭起因のものとの割合が不明なため、ここでは、すべて石炭

起因のものと考えました。 

 

温室効果ガス算定マニュアルより、関連するデータを整理すると以下のようになります。 

・炭素排出係数 0.0294ton-C/GJ（一般炭と同じと考えた） 

・発熱量 35.6 MJ/kg（練炭・豆炭） 

 

 このことから、以下の式より CO2 排出量を求めることができます。 

  0.0294 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C ＝ 1.08*10
-1

 kg-CO2/MJ 

  0.0294 kg-C/MJ × 44/12 kg-CO2/kg-C × 35.6 MJ/kg ＝ 3.84 kg-CO2/kg 

 

 (4) 一時的な炭素の固定に関する考え方 

 木材の利用による炭素固定など、一時的な炭素の固定を考慮した評価が行われる場合があります。

直近では、COP15 に向け、炭素固定の枠組みの評価方法に向けた議論が行われました。ただしその枠

組みは、現段階で合意が得られているわけではありません。こうした背景もあり、IDEA では、炭素固定に

関する内容は考慮していません。 
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7. 公開 

7.1.  概要 

作成したプロセスデータ、ケーススタディとして作成したプロジェクトを公開する際に利用する機能です。

公開されたデータは MiLCA を通じて誰でもダウンロード可能となります。中央サーバに公開したデータは、

改変・削除することが可能です。ただし、他ユーザがダウンロードしている場合は、強制的に他ユーザ内の

PC のデータを削除することはできません。そのため、通常のインターネット上に情報を公開することと同義で

す。 

また、公開は誰でもできます。データの精度等は問いませんが、最低限の情報（データ作成方法、作

成者情報等）は記載してください。未記載の場合は、管理者（産業環境管理協会）にて中央サーバ

から削除することがあります。 

なお、実際にデータを公開する際は、入力したデータを秘匿する作業が必要になることが多いと考えら

れます。そのような場合は、公開するプロセスデータを原単位化してから公開してください。また、非意図的

にデータがアップロードされないよう、MiLCA の「管理者」の権限を持つユーザのみ公開ボタンが有効になり

ます。一般ユーザには公開ボタンは表示されません。また、公開対象として選択できるプロセス/ケーススタ

ディは自チームが作成したものだけに制限しています。 

 *非常に有用なデータを公開してくださった方へは、レギュラーライセンスを進呈致します。 

 

7.2.  プロセスの公開 

7.2.1. 公開手順 

自 PC（ローカル）で作成したプロセスデータを中央サーバに公開します。 

 

1) 公開→データの公開→プロセスの公開 

 
 

2) 公開プロセスを検索して表示し、 ボタンをクリックします。 

 

3) 公開の確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、公開されます。 

 

7.2.2. 公開プロセスの削除 

1) プロセス管理→プロセスの検索 

2) 検索する場所にて、中央サーバを選択し、削除したいプロセスを検索する。 

3) 削除したいプロセスにて「右クリック」し、「この公開プロセスを中央サーバから削除する」を選択します 
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4) 確認メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。 

 
以上でプロセスは中央サーバから削除されます。 

注意：操作（上記図の左側）にある ボタン、およびリスト（このプロセスを削除）にある ボ

タンは、ローカル PC から削除するためのボタンです。ローカルから削除しても中央サーバにデータは残ります

ので、ご注意ください。 

 

注意：独自に作ったプロセスが川上側に連鎖している場合は、それら川上側のプロセスも公開しないと

ユーザ側は利用できません。原単位化して計算済みデータとして公開するか、関係する独自プロセスを全

て公開するか、ご配慮ください。ただし、あえて連鎖しなくても（リマインダフローのまま）としておき、各ユー

ザへ川上側の評価を一任する方法もありえます。 

 

7.3.  ケーススタディの公開 

7.3.1. 公開手順 

自 PC（ローカル）で作成したプロセスデータを中央サーバに公開します。 

 

1) 公開→データの公開→ケーススタディの公開 

 

 

2) 公開ケーススタディを検索して表示し、 ボタンをクリックします。 

3) 公開の確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、公開されます。 

 

7.3.2. 公開ケーススタディの削除 

1) ケーススタディ→ケーススタディの検索 

2) 検索する場所にて、中央サーバを選択し、削除したいケーススタディを検索する。 

3) 削除したいケーススタディにて「右クリック」し、「この公開ケーススタディを中央サーバから削除する」を

選択します 

4) 確認メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。 
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以上でプロセスは中央サーバから削除されます。 

 
 

注意：操作（上記図の左側）にある ボタン、およびリスト（このケーススタディを削除）にある

ボタンは、ローカル PC から削除するためのボタンです。ローカルから削除しても中央サーバにデータは

残りますので、ご注意ください。 

 

注意：独自に作ったプロセスが川上側に連鎖している場合は、それら川上側のプロセスも公開しないと

ユーザ側は利用できません。原単位化して計算済みデータとして公開するか、関係する独自プロセスを全

て公開するか、ご配慮ください。ただし、あえて連鎖しなくても（リマインダフローのまま）としておき、各ユー

ザへ川上側の評価を一任する方法もありえます。 
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8. 共同作業 

8.1. チームの設定（プロセスデータ変更権限の管理） 

8.1.1. 概要 

作成したデータは、第三者が勝手に削除・改変されないように保護（ロック）しています。一方、社内

でデータ管理する場合などは、複数のユーザが同じデータを操作することもあります。 

そこで、MiLCA では「チーム」という概念を新たに作りました。 

同じチームに登録されたユーザは、そのチーム内で作られたデータを自由に削除・改変ができるようにし

ています。チームへの参加は、社内・社外関係なく、管理者が対象ユーザを招待することで実施できます。

ただし、2 チーム以上に同時に参加することはできません。新しいチームに参加すると、自動的に現在のチ

ームからは脱退します。 

なお、初期状態でチーム名は空欄となっています。空欄は「public」を意味しており、空欄同士では同

じチームと見なされますので、一般公開時にデータを操作されたくない場合は必ず何らかのチームを作成し、

参加してください。また、無償版ではチーム作成・参加はできませんので、仮にデータを一般公開すると、そ

れを他の無償版ユーザが自由に改変できる状態になります。 

なお、特定チームのデータであっても、データを入手したユーザは誰でもコピーできます。コピーしたデータ

はコピーしたチームの所属となり、編集可能となります。データを公開される際には、十分に注意してくださ

い。 

 

＊チームの操作をする際には、必ずインターネットに接続してください。 

 

8.1.2. チーム作成（レギュラー版機能） 

 データを共有するためのチームを作成します。1 人でデータ管理をする場合も、チームを作成しておくこと

でデータ公開時に自データであることを特定することができます。 

 

1) メニュー「MiLCA」→「チーム参加」 
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2) 「新規チームを作成して参加」 

 

 

3) 「新規チーム作成/参加」画面に必要事項を入力します。→「OK」 

・チーム ID：チーム名の略号（他のユーザをチームに招待する際に利用しま

す） 

・チーム名：チームの正式名称 

・代表者/部門名：チーム責任者の情報 

・メールアドレス：チーム責任者のメールアドレス 

・住所：チーム責任者の住所 

・電話番号：チーム責任社の電話番号 

・パスワード：チーム参加に必要なパスワード（他のユーザをチームに招待す

る際に利用します。 

 

 ＊上記情報は、中央サーバに登録されます。 

 

 

 

4) 「新規チームを作成して参加しました」と表示されたら成功です。 

 

8.1.3. チームへの招待（レギュラー版機能） 

チームには、他のユーザを招待することができます。前節で設定した「チーム ID」と「パスワード」を連絡して

ください。 
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8.1.4. チームへの参加（レギュラー版機能） 

「チーム ID」「パスワード」を入手したユーザは、そのチームに参加することができます。 

 

1) メニュー「MiLCA」→「チーム参加」 

 

 

2) 入手した 「チーム ID」「パスワード」を入力し、「新規チーム参加」をクリック 

 
 

3) 「新規チームに参加しました」と表示されたら成功です。 
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9. その他のデータベース 

9.1. 影響評価 

 代表的な影響評価手法を登載しています。登載している各種モデルは下記の通りです。 

影響領域 モデル名 

地球温暖化 

100 年指数(IPCC, 1995) 

20 年指数(IPCC, 1995) 

500 年指数(IPCC, 1995) 

100 年指数(IPCC, 2001) 

20 年指数(IPCC, 2001) 

500 年指数(IPCC, 2001) 

100 年指数(IPCC, 2007) 

20 年指数(IPCC, 2007) 

500 年指数(IPCC, 2007) 

資源消費 

1/R(Sb eq.)(LIME,2006) 

ADP(Guinee&Heijungs,1995) 

CML 2002 model(van Oers et al 

2002) 

TMR(Harada,2011) 

酸性化 

DAP(LIME,2006) 

Accumulated Exceedance 

model(Seppala et al 2006; Posch 

et al 2008) 

AP(Heijungs,1992) 

廃棄物 
埋立体積(LIME,2006) 

重量 

光化学オキシダント 

OECF(LIME,2006) 

POCP(UNECE,1990) 

LOTOS-EUROS model(Van Zelm 

et al, 2008 as applied in ReCiPe) 

オゾン層破壊 

ODP(WMO,1998) 

ODP(WMO,1999) 

ODP(Montreal Protocol) 

富栄養化 

EPMC(LIME,2006) 

EP(Heijungs,1992,2000) 

Terrestrial-Accumulated 

Exceedance model(Seppala et al 

2006; Posch et al 2008) 
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Aquatic-Fresh 

water-Accumulated Exceedance 

model(Struijs et al 2009 as 

implemented in ReCiPe) 

Aquatic-Marine-Accumulated 

Exceedance model(Struijs et al 

2009 as implemented in ReCiPe) 

人間毒性(発癌性) 

HTP 発癌性（LIME,2006) 

USEtox model（人間・発癌）

(Rosenbaum et al., 2008) 

人間毒性(慢性疾患) 

HTP 慢性疾患(LIME,2006) 

USEtox model (人間・癌以外) 

(Rosenbaum et al., 2008) 

Ionising Radiation-Human Health 

effect model(Dreicer et al 1995) 

生態毒性(水生) 

AETP(LIME,2006) 

USEtox model（生態・水生）

(Rosenbaum et al., 2008) 

生態毒性(陸生) 

TETP(LIME,2006) 

Ionizing radiation, 

ecosystems(Dreicer et al 1995) 

土地利用(維持) m2year(LIME,2006) 

土地利用(改変) 

m2(LIME,2006) 

Soil Organic Matter (SOM) 

model(Mila I Canals et al 2007) 

騒音 騒音(LIME,2006) 

室内空気汚染 TVOC(LIME,2006) 

都市域大気汚染 

UAF(LIME, 2006) 

RiskPoll model(PM/Respiratory 

Inorganics)(Humbert, 2009) 

水資源消費 

水資源使用（淡水） 

Swiss Ecoscarcity 

model(Frischknecht et al 2008) 

（エネルギー消費） 

高位発熱量（全量） 

高位発熱量（化石燃料） 

高位発熱量（枯渇性燃料） 

 

参考：LCA 日本フォーラム：インパクト係数概要 

http://www.jemai.or.jp/lcaforum/db/01_06.cfm 
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9.2. 基本フロー 

欧州共同研究センター（EU-JRC）が整理した基本フローリスト（ILCD 基本フロー）を採用してい

ます。将来的に、海外で開発されたデータとのインポート/エクスポートをする際、互換性を確保するためで

す。また、同様に海外で開発された各種影響評価モデルの搭載も容易になります。 

ただし、LIME2 において必要となる土地利用の変化や、特殊な資源消費の評価をするため、また室内

空気汚染の影響を評価するため、一部基本フローを追加しています。 

 

9.3. 地域別構成比 

 各製品の輸入状況を整理したデータベースです。例えば製紙クラフトパルプの場合、日本は 55%を輸

入にしており、その輸入元は米国やカナダであることが整理されています。このようなデータは、約 200 カ

国・地域を起点とし、約 1700 製品に対して搭載されています。 

 MiLCA 内においては、地域別構成比データがあるフローには地球アイコンが表示されます。 

 

9.4. 拠点名 

 217 の国・地域における代表的な拠点を搭載し、地域別構成比の算定に利用しています。将来的に

1 国であっても複数の海港や空港を管理できるようなデータ構造にしていますが、現在それらのデータまで

整備されておらず、各国・地域は単一の拠点情報のみ保有しています。今後情報を追加予定です。 

 

9.5. 拠点間距離 

9.5.1. 概要 

MiLCA では、海運距離、空運距離、陸運距離の 3 種類をデータベース化しています。 

 

9.5.2. 海運距離 

 海運距離は、パナマ・スエズ運河を経由した距離と運河を経由しない距離の 2 つを持ちます。なお、日

本－韓国間のようにパナマ・スエズ運河を経由することが現実的でない場合は、これを考慮していません。

海上距離は、国ごとに代表港を設定し、Lloyd's Register Fairplay「Ports & Terminals Guide 

2003-2004」等の距離データを参考にし、実際の運行距離を想定した距離を設定しました。 

なお、内陸国と一部の国土面積の小さい島国については、当該文献にデータが搭載されていません。

そのため、内陸国は隣接国の港からの海上距離を整備しています。 

 

9.5.3. 空運距離 
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 空運距離は、国際航空運送協会(International Air Transport Association: IATA)の発行す

る「The Ticketed Point Mileage (TPM) Manual」の運行している空港間の区間マイルデータを用い

る方法を検討しましたが、運行していない空港間の距離データが搭載されていないことから、首都間の大

圏距離を用いることとしました。なお、地球上の 2 地点間の大圏距離は、地球の緯度と経度から下記の

計算公式で求めました。 

 

A to B = Ｄ × (40075/360) 

Cos D = (Sin L1×Sin L2)＋(Cos L1×Cos L2×Cos DLO) 

 

L1：A 地点の緯度 

L2：B 地点の緯度 

DLO：A 地点と B 地点の経度差 

D：A 地点と B 地点の角度差 

 

9.5.4. 陸運距離 

海外については道路・鉄道に関するネットワークデータがほとんど存在しなかったため、道路距離と鉄道

距離は同じとみなしました。道路距離は、ヨーロッパの実道路距離データと大圏距離との差から、換算係

数を求めることとしました。ヨーロッパにおける実道路距離と大圏距離の関係は下図に示すとおり、係数は

1.286 でした。しかしながら、他の地域はヨーロッパほど道路ネットワークが発達していないと考えられること

から、換算係数を 1.3 として、大圏距離に乗じました。 

 
図 ヨーロッパにおける大圏距離と実道路距離の関係 

 

 

9.6. 単位換算 

MiLCA には、2 タイプの単位換算が標準搭載されています。 

 

a) 一般的な単位の換算 

y = 1.2856x
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kg から g への換算など、全製品共通の換算です。SI 単位系を中心に一般的な単位換算リストを登

載しています。数値入力画面で、プルダウンメニューから選択できる単位間では自動的に単位換算されま

す。 

 

b) 製品固有の換算 

 製品の特徴を複数の単位系で表現するための単位換算です。主となる単位に対して、他の単位系で

表現した場合の換算を示します。例えば軽油の燃焼によるエネルギーの場合、主単位を MJ（熱量）と

しつつ、L、kg へも換算できるように係数が用意されています。新たに製品を登録した場合はこのような単

位換算を自由に追加できます。 
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10. MiLCAシステム 

10.1. メンテナンス 

10.1.1. データのバックアップ 

データベース全体をバックアップする機能があります。ある程度の作業をされた場合は、バックアップを取って

おくことを推奨します。 

バックアップは、システムデータ全体をバックアップする方法と、プロセス、ケーススタディを個別にエクスポー

トして保管しておく方法があります。 

 

表 バックアップ方法の違い 

 データベース全体のバックアップ(*) プロセス、ケーススタディの個別エクスポ

ート 

操作手順 1 回で可能。ただし、セキュリティ権限を変更

し、出力先フォルダに「network service」

ユーザに書き込み権限を与える操作が必

要。 

1～数プロセス単位で出力。多くのデ

ータを出力する場合は何度も操作が

必要。 

ファイル容量 約 1GB 約 100KB/プロセス・ケーススタディ 

*データベースのバックアップは SQL Server Express 2008 R2 のバックアップ/リストア機能を使います。 

 

＜データベース全体のバックアップ＞ 

MiLCA データベース内の全てをバックアップすることができます。また、バックアップしたデータは、他のパソコ

ンに送り復元をすることも可能です。 

 

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「MiLCA Database Admin Tool」→「MiLCA Server 

Admin Tool」でサーバ管理ツールを立ち上げます。 

 

*社内サーバ版の場合は、サーバ機能を持つ PC からバックアップの操作を行ってください。 

 

管理ツールのバックアップを選択します。出力先フォルダを選択し、「バックアップをとる」のボタンを押すと、

指定フォルダにデータベースが保存されます。容量は約 1GB です。 
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【データベース移行の際の注意事項】 

バックアップした MiLCA の DB を、異なる端末の異なるライセンスで使用する場合 

（例：端末 A の MiLCA-DB を端末 B へ移行、端末 A と端末 B では異なるライセンスを使用） 

 

1.端末 A のライセンスを解除 

2.端末 A の DB をバックアップ 

3.端末 A のライセンスを再登録 

4.端末 B のライセンスを解除 

5.端末 B でバックアップした DB をリストア 

6.端末 B でライセンスを再登録 

 

バックアップした DB にはライセンス情報も紐づいています。そのため、異なるライセンスの元で同じ DB を使

う場合には、事前にライセンス情報を解除しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

※出力フォルダが Network Service に対する書き込み権限が設定されていない場合は、以下の手順

で設定して下さい。 

 

＜手順＞ 

①出力先のフォルダを右クリック→②プロパティを選択→③セキュリティのタブを選択→④グループ名または

ユーザー名の「追加」を選択→⑤選択するオブジェクト名の欄に「NETWORK SERVICE」を入力→⑥

「名前の確認ボタン」を押す（「NETWORK SERVICE」が存在する名前であり、正しければ下線付き
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の文字表示になります）→⑦OK を選択→⑧「NETWORK SERVICE」のアクセス許可の選択欄のう

ち「書き込み」にチェック→⑨OK を選択 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

10.1.2. データの復元 

「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「MiLCA Database Admin Tool」→「MiLCA Server 

Admin Tool」でサーバ管理ツールを立ち上げます。ファイルを指定して復元します。 

データベースを復元した場合、全て上書きになります。復元前のデータベースで保存したいものがある場

合は、ご注意下さい。 
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10.1.3. クライアントのバージョンアップ 

クライアントアプリケーションについてはインターネットに接続してあると自動バージョンアップされます。アプリ

ケーションのファイル容量は約 20MB です。更新情報については、下記 URL をご覧ください。 

http://milca-milca.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7&sid=3ea99c46b3803b5fb2d

278c62c17c0f9 

 

10.2. システム概要 

 MiLCA には、スタンドアロン版と社内サーバ版があり、それによりシステム構成が異なります。 

 

＜スタンドアロン版＞ 

1 台の PC で MiLCA を利用することができます。全ての情報がお手元の PC に保存されます。（勝手

に PC の情報が中央サーバに流れることはありません）。クライアントインストール時、ライセンス登録時にイ

ンターネットに必ず接続する必要がありますが、それ以降は不要です。ただし、更新プログラムの配布や、

中央サーバ検索機能など拡張機能を利用するためにもインターネットへの接続を推奨しています。 

 

 

 

 

 

 

http://milca-milca.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7&sid=3ea99c46b3803b5fb2d278c62c17c0f9
http://milca-milca.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7&sid=3ea99c46b3803b5fb2d278c62c17c0f9
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＜社内サーバ版＞ 

複数の PC で同じデータベースを利用することができます。原則2として全ての情報がユーザの社内サー

バに保存されます。データベースに改訂がある場合（マイグレーションという動作が始まります）は、社内サ

ーバにて実施します。ただし、クライアントのバージョンアップは各クライアントで実施する必要がありますので、

各クライアントもインターネットに接続することを推奨します。 

社内サーバからは、当該データベースに接続可能なクライアントを管理することが可能です。 

 
 

  

                                         
2 表示言語、数値表示形式、国名表示順など細かな設定は個々のクライアント PC に情報が保存され

ます。 
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表 スタンドアロン版と社内サーバ版の比較 

 スタンドアロン版  社内サーバ版  

基本操作  計算に要する基本操作に違いはありません。 

インストール形態  

 

クライアント、データベース

（Microsoft SQL server を含む）

の両方をインストール  

社内サーバへは左記同様。各クライアントは

クライアントソフトのみインストール。  

必要 HDD 空き容量  最低 5GB 

推奨 12GB 以上 

社内サーバ：推奨 15GB 以上 

クライアント：最低数百 MB 

推奨 15GB 以上  

プロセス、ケーススタ

ディデータ保管場所  

PC 本体（持ち出し可能）  社内サーバ（データベースの一括管理、共有

が可能。ただし、クライアントは常に社内サ

ーバにオンライン接続されてないと使用不

可。）  

ユーザ管理  各 PC で実施  社内サーバにて一括実施。（各ユーザの操作

権限*を限定可能）  

長所  外出先などオフラインでも使用可

能。  

データを社内関係者で一括管理することに

より、データの散逸、不整合を予防可能。  

*操作権限：ユーザ管理、ライセンス管理、データ公開、チーム変更  

 

 

10.2.1. バージョンアップ 

バージョンアップは、おおよそ年 1 回程度を予定しています。その際には、計算結果も変化します。また、

計算結果の変更を伴わない、バグ修正、使い勝手の向上など軽微な改訂（リビジョン）は、随時実施

します。MiLCA 起動時にインターネットに接続してあると、自動的にリビジョン情報の有無を確認し、必要

に応じて改訂プログラムを自動的にダウンロード・インストールします。 
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10.2.2. 外部サーバとの通信概要 

 MiLCA はインターネットを介し、以下の外部サーバ対してバックグラウンドアクセスを行います。外部サー

バの通信内容については下記の通りです。 

 

a) 中央サーバ( milcas.net ) 

通信に使用するポート 443（HTTPS のデフォルトポート） 

アクセスを行うタイミング 

 

 ライセンス画面（注２） 

 ライセンス認証 

 ライセンス解除 

 ライセンス一覧のリフレッシュ 

 チーム参加画面 

 チーム新規作成 

 チーム参加 

 チーム解除 

 IDEA データのインベントリ計算結果表示（注３） 

 IDEA データを上流に含むプロセスやケーススタディの計算時（注３） 

 データ公開画面（注４） 

 プロセス公開 

 ケーススタディ公開 

 プロセス管理画面（注５） 

 ケーススタディ管理画面（注５） 

暗号化 この通信はすべて SSL で暗号化されます 

暗黙的にサーバに保管される内容（注

1） 

 その PC の MAC アドレス（ライセンスに紐付いたもの） 

 MAC アドレスが関連付いた IP アドレス 

 ノード UUID（MiLCA が付与したライセンス管理主体ごとに降られる

ユニークキー） 

注１：明示的にはその行為に応じた内容が送信されます（たとえば、ライセンス追加であればライセン

スキー、チーム参加であればチーム UUID、チーム新規作成であれば入力内容すべて、などです）。プロ

セス公開、ケーススタディ公開では、基本的には指定したプロセスやケーススタディの全情報が送信されま

すが、オプションで内部情報を除外することも出来ます。 

注２：ソフトウェア起動時に自動でライセンスの有効確認の通信などは行っていません。一度ライセン

ス認証が通れば、ずっとライセンスは有効になります。したがって、初回にライセンス認証をした後は、上述

の機能を使わないのであれば、オフラインにされていても問題ありません（ただし、下記のクライアントソフト

ウェアの更新についても行われないため、オフラインにされる場合は定期的に接続をしてクライアントのバー

ジョンアップをされることをオススメします） 

注３：設定で「IDEAデータの計算結果がローカルに存在しないときに、中央サーバから取得する」とい

う設定にしていた場合で、かつ、参照しようとしている IDEAデータのプロセスの計算結果がローカルに存在

しないときに通信を行います。 

注４：MiLCA ユーザ管理でシステム管理者ロールを与えたユーザのみこの操作が可能になります。 

注５：検索対象に公開サーバを含めた場合のみ。 
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b) ソフトウェア更新通知サーバ（ milca-milca.net ） 

通信に使用するポート 80（HTTP のデフォルトポート） 

アクセスを行うタイミング 

 

 インストール時 

 MiLCA 起動時（更新チェックを行い、更新があれば自動でソフトウェ

アをダウンロードします） 

暗号化 この通信は暗号化されません 

暗黙的にサーバに保管される内容 なし。こちらの通信ではなんの情報も取得・保存していません。 

 

10.3. 計算構造 

10.3.1. 計算手法について 

 LCA の計算手法として、積み上げ法とマトリックス法の２つがよく知られています。MiLCA ではこのうち

「積み上げ法」を採用しています。MiLCA では地域別構成比を導入しており、輸送プロセスのリファレンス

フローが、地域間ごとに必要となるためマトリックス法を用いると、メモリ使用量および計算時間が膨大にな

ってしまい、現実的ではないことが分かったためです。 

 なお、積み上げ法であっても木構造をそのまま反映して計算すると、マトリックス法同様計算時間がかか

ってしまうため、積み上げ中にいくつか計算の省略を行うことで、現実的な時間内で計算が終わるようにし

ています（省略内容は後述） 

10.3.2. 地域別データの扱い 

プロセス管理画面、ケーススタディ管理画面のいずれにおいても、「標準プロセス」と「地域別プロセス」の

計算結果が表示できます。 

標準プロセスにおいては、川上側製品が全て標準プロセスから産出されたとして評価します。そのため、

地域間輸送の影響は含まれません。 

地域別プロセスにおいては、各々の出力中間フローについて、可能な限り当該地域における環境負荷

を推算した結果が表示されます。 

表 標準プロセスと地域別プロセスの特徴 

計算対象プロセス 特徴 

標準プロセス 川上側製品は、全て標準プロセスからの製品として評価。地域の特

徴、地域間輸送の影響は含まれません。 

 

＊現状ほとんどの標準プロセスは日本のデータであるため、輸送を除外

した日本の計算結果に近くなります。 

地域別プロセス 当該地域における環境負荷を推算。 

 

＊現状は「系統電力」など一部のプロセスのみ地域別プロセスデータが

搭載されているため、事実上、各製品・地域の電力、輸入に伴う影響

が考慮されることになります。 
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なお、ある地域の出力フローの環境負荷の計算は、下記のフローチャートに基づいて実施しています。

つまり、地域を特定しても、実際の地域別プロセスデータがない場合は標準プロセスを代用して計算した

結果を表示させます。 

 

図 特定地域における中間フロー（製品）の環境負荷計算方法 

 

ただし、完全に上図のとおり計算すると計算時間が非常に長くなるため、現在は下記の省力化をして

計算結果を出力しています。 

 

・被引用数の多い出力中間フローの算定を優先して実施 

・川上側プロセスが地域を考慮して既に計算されている場合は、その計算結果を利用 

・川上側プロセスの地域別データが未計算の場合は、標準プロセスの結果を利用。ただし、地域間輸

送は計算に含める。 

・地域別プロセスの川上側は標準プロセスの計算結果を利用する。ただし、地域間輸送は計算に含

める。 

・地域別構成比のうち、上位 3 カ国以外は標準プロセスの結果を利用する。 

 

当該中間フロー（製品）は
当該地域において

地域別構成比データを保有しているか？

Yes

No

当該製品は
環境負荷の配分対象

出力フローになっているか？

開始

各輸入元地域から、

当該地域までの輸送手段・距離に応
じた環境負荷を追加

地域別プロセスを
利用して計算

当該プロセスに入力
中間フローがある

標準プロセスを
利用して計算

No

Yes

終了

Yes

当該地域の
地域別プロセスは存在するか？

No

No

入力側の中間フロー、
地域、プロセスを、それ
ぞれ当該中間フロー、
地域、プロセスに変更
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10.3.3. 製品フロー（リマインダフロー） 

「評価対象外の製品システムから入力される製品、もしくは評価対象外の製品システムへ出力される

製品」と定義されています。 

ISO14044(2006)では、「product flow（製品フロー）」という名称です。 

例えば、鉄スクラップや古紙を環境負荷ゼロとして評価対象の製品システムに投入して評価する場合

や、逆にそれらを環境負荷ゼロとしてシステム境界外に出す場合に利用します。 

 

インベントリ分析結果の画面で「！マーク」付きで表示されるのがリマインダフローです。 

 

（本来であれば ISO用語に統一したいのですが、製品フローというとどうも直感的でないため、このような

用語を作りました。ご意見を伺いながら、場合によっては用語も統一致します） 

 

 

 

10.3.4. エンドレスループ（発散型）の場合の注意 

エンドレスループとは、プロセスデータの上流に同様の製品が繰り返し入力されているプロセスを意味し

ます。具体的には、製品 A の入力フローに製品 B が、製品 B の入力フローに製品 A が含まれている

場合があります。 

 

エンドレスループの発散型とは、製品 A と製品 B の入力フローを上流に遡ると、入力フローが無限大

に増えていく場合を指します。 

・例：製品 A を 1kg 製造→そのためには製品 B が 1kg 必要→そのためには製品 A が 2kg 必要

→そのためには製品 B が 2kg 必要・・・ 

 

＜エンドレスループ（発散型）の場合の注意＞ 

インベントリ分析の上流計算の際にエンドレスループ（発散型）がある場合は、理論上はオーバーフ

ローが生じるはずです。しかし、現状機能においては、インベントリ分析の計算時間が通常より長くなる

ものの、計算エラーは発生せずに計算結果が表示されてしまいます。プロセスの入力フローを設定する

際に、エンドレスループ（発散型）となっていないかを確認する必要があります。 

※今後、エンドレスループ（発散型）の場合の計算時には、何らかのエラーが出るように改善したい

と考えています。 



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

101 

 

11. 資料編 

11.1. IDEA データベース作成方法 

11.1.1. 概要 

 データベースを構築する上で必要な情報は、ひとつの統計等から得られるわけではない。このため、複数

の情報源のデータをもとに作成した。主として利用した統計を、下表に示す。 

インベントリデータを作成する際に必要になる情報は、原材料、エネルギー、水データ、生産量データ

（原単位作成時の分母となる値）であり、それぞれに活用できる統計データがある。また、製造業（09

食品～32 その他の製造業）と非製造業（01 農業～08 土木）で活用できる統計が大別できる。 

 

表 主として使用した統計のまとめ（分野別） 

 

 

  

分類 分類（名称） 原材料 エネルギー 水
01 農業
02 林業
03 水産業
05 鉱業 生産動態統計
06 建築
07 土木
09 食料品
10 飲料・たばこ・飼料
11 繊維工業製品
12 衣類・その他の繊維製品
13 木材・木製品
14 家具・装備品
15 パルプ・紙・紙加工品
16 印刷・同関連
17 化学工業
18 石油製品・石炭製品
19 プラスチック製品
20 ゴム製品
21 なめし革・同製品・毛皮
22 窯業・土石製品
23 鉄鋼
24 非鉄金属
25 金属製品
26 一般機械器具
27 電気機械器具
28 情報通信機械器具
29 電子部品・デバイス
30 輸送用機械器具
31 精密機械器具
32 その他の製品

建設部門分析用産業連関表

工業統計表
用地・用水編

石油等消費構造
統計表

①生産動態統計
（各種）、②受給統
計（各種）、③産業

連関表
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11.1.2. 製造業におけるデータ作成概要 

(1) 原材料データ・生産量データ 

投入原材料データは、複数の作成方法で作成を試み、最も品質が高いと判断されるデータを採用し

た。 

① 生産動態統計・需給統計等 

a) 生産動態統計・需給統計 

 生産動態統計には、機械統計 1)、窯業・建材統計 2)、繊維統計 3)などがあり、各種製品の生産額や

生産量が掲載されている（原単位算出時の分母に利用できる）。 

 原材料データは、一部に原材料消費量が記載されているが、殆どの場合データがない。原材料データ

がない場合は、出荷先数量データなどを用いて生産された製品（原料・中間製品等）データを、サプラ

イチェーンの次のプロセスに生産額（または生産量）で割り振る形で投入原材料データを作成した。 

b) 他の統計・業界等の関連資料からのデータ作成 

 生産動態統計だけでは、得られる情報に限りがあるため、他の統計や業界団体等が出す関連資料を

用いてデータを補完した。たとえば、鉱物資源マテリアルフロー（鉱物資源）4)、合成樹脂のマクロフロー

に関する調査（プラスチック）5)などがあり、これらのデータを用いて製品ごとの投入原材料データを作成

した。 

 

② 産業連関表 

 ①で示した方法は、物量ベースでデータを得ることができるが、データが掲載されていなければインベント

リデータを作成できない欠点がある。一方、産業連関表 6)を用いれば、産連表が網羅的に作成されてい

る性質上、これらの欠点をカバーできる。このため、産連表をベースに、工業統計表を用いて 1600 分類

に展開したインベントリデータの作成を行った。 

 

③ 既存データ・既存文献の活用 

 基本データを作成する際には、JEMAI-LCA Pro.（AIST-LCA Ver.4）7)に収録されているデータや、

既存の研究論文・報告書に記載されている報告書などの情報も活用した。 

特に、17 化学工業製品は、統計から十分にデータを得られない場合も多い。JEMAI-LCA Pro.のオプ

ションデータパックにプロセスシミュレータを用いて化学反応式に基づいて作成されたインベントリデータがあ

る。これらのデータは、基本データの有効範囲が一致あるいはほぼ一致していると考えられるものが少なく

ない。このことから、一部のデータはオプションデータパックのデータを利用した。 

 

④ 複数作成されたデータの選択とブラッシュアップ 

前項 a)～c)で示した方法により、複数のインベントリデータが構築される。これらの中で、最も適切と考え

られるインベントリデータを、小林ら 8)による簡易品質評価の判断基準などを参考に、最も適切と考えられ

るデータを判断し、IDEA のデータとして採用することとした。ただし、選択されたデータでも十分に原材料

データが収集できてない場合も多かった。その場合は、データごとに、参考文献・参考データ等を用いてブ

ラッシュアップした。 
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(2) エネルギーデータ 

 製造業におけるエネルギーデータは、主として石油等消費構造統計表（平成 12 年）および工業統

計表（品目編）を用いた。石油等消費構造統計表は産業分類ごと（IDEA の 4 桁レベル）のガソリ

ン・軽油・重油等の年間の消費量が掲載されている。また、工業統計表（品目編）には、品目ごとに産

業別製品出荷額が記載されており、各品目がどの産業でどれだけ製造されているかがわかる。出荷額ベ

ースの比率を用いて、基本データ（詳細分類）の品目ごとの石油等の消費量を算出した。平成 12 年

としたのは、平成 13 年までで同統計表が発刊中止となっており、直近の詳細なエネルギー消費データが

得られないためである。 

 

(3) 水データ 

 水のデータも同様に、工業統計表 用地・用水編 9 を用いて、原料用水の投入原単位を作成した。 

 

11.1.3. 非製造業におけるデータ作成概要 

 農林水産業、建設業などの非製造業にかかわるデータは、その分野に特化した統計資料等を基に作

成した。これらは後述する 5.3 で作成方法を記述した。たとえば、建築分野では、日本建築学会で作成

されている建物の LCA 指針をもとに、建設部門産業連関表 10)統計年報 11)用いて作成した。 

 

本節の参考文献 

1) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 窯業・建材統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

3) 繊維統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

4) 鉱物資源マテリアルフロー、金属資源情報センター（JOGMEC） 

 参照先 http://www.jogmec.go.jp/mric_web/jouhou/material_flow_frame.html 

5) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：産業情報研究センタ

ー）、2003.3 

 参照先 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

6) 平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004.3 

7) （独）産業技術総合研究所、AIST-LCA Ver.4、2005（JEMAI-LCA Pro.として販売、（社）

産業環境管理協会（2005）、JEMAI-LCA Pro.） 

8) 小林謙介、尾上俊雄、田原聖隆：既存データを対象としたバックグラウンドデータの品質評価手法、

日本 LCA 学会誌、2009.10 

9) 平成 12 年 工業統計表 用地・用水編、経済産業省経済産業政策局調査統計部編、2002.3 

10) 平成 12 年 建設部門分析用産業連関表、財団法人建設物価調査会、2004.12 

11) 建築統計年報 平成 12 年度版、財団法人建設物価調査会 

  



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

104 

 

 

11.1.4. 各論：農業部門 

(1) 概要 

 農作物の場合、小麦、裸麦、六条大麦、ビール大麦の各インベントリデータを作成し、上記 4 種のイン

ベントリデータを生産量で重み付けしたものを麦類のインベントリデータとしている。野菜、花き・花木類に

ついては、栽培方法によってインプット/アウトプットに差異が生じるため（例えば、施設栽培作物は露地

栽培作物よりも、生産数量当たりの重油投入量が多い）、一部の製品分類（野菜のうち、果菜類、き

ゅうり、すいか、トマト、なす、ピーマン、花き花木類のうち、切花、鉢物・花壇用苗もの）において「露地」

と「施設（ガラス室、ビニールハウス等）」それぞれについてインベントリデータを作成した。また、LCA 実施

者が栽培方法を把握できない場合に備え、「露地」と「施設」のインベントリデータを各生産量で加重平

均した「露地・施設混合」という製品分類を作成した。 

 

表 統計からインベントリデータを作成した農産物 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)インプット/アウトプット項目 

インプット/アウトプットの項目は、農産物栽培過程で排出される環境負荷量のうち多くを占めるものにつ

いて、重点的にデータを作成するようにした。ただし、トラック、作業小屋、ハウスの骨材、ガラス室等の設

備については、産業連関表で確認すると、投入額に占める構成比は高いものの、その算定に多くの仮定

が入るため、今回はインベントリデータの導入は見送った。農作業用の衣服や軍手は、本データベースの

製造業において含めていないため、農業でも同様に導入しなかった。下表に、農業分野にて作成したイン

プット/アウトプット項目を示す。 

 

表 インプット/アウトプット項目 

大分類 中分類 小分類 詳細分類 コード 大分類 中分類 小分類 詳細分類 コード

農産物 011000000 農産物 011000000
穀物 011100000 しいたけ・きのこ（栽培） 011400000

米 011111000 しいたけ（栽培） 011411000
麦類 011121000 原木生しいたけ 011411200

小麦 011121200 菌床生しいたけ 011411201
裸麦 011121201 原木乾燥しいたけ 011411202

六条大麦 011121202 きのこ（栽培） 011421000
ビール大麦 011121203 えのきだけ 011421200

豆類 011131000 ぶなしめじ 011421201
大豆 011131200 まいたけ 011421202

小豆 011131201 なめこ 011421203
らっかせい 011131202 果実 011500000

いんげん 011131203 仁果果実 011511000
雑穀 011141000 りんご 011511200

とうもろこし 011141200 日本なし 011511201

そば（田作） びわ 011511202
そば（畑作） かんきつ類果実 011521000

そば（田作・畑作混合） みかん 011521200
いも類 011200000 いよかん 011521201

いも類 011211000 なつみかん 011521202
原料用かんしょ 011211200 はっさく 011521203

原料用ばれいしょ 011211201 ネーブルオレンジ 011521204
野菜 011300000 核果果実 011531000

果菜類（露地） 011311100 もも 011531200
果菜類（施設） 011311110 すもも 011531201

果菜類（露地・施設混合） 011311000 うめ 011531202
きゅうり（露地） 011311200 おうとう（さくらんぼ） 011531203

きゅうり（施設） 011311201 熱帯産果実 011541000
きゅうり（露地・施設混合） 011311202 キウイフルーツ 011541200

すいか（露地） 011311203 パインアップル 011541201
すいか（施設） 011311204 その他の果実 011591000
すいか（露地・施設混合） 011311205 かき 011591200

いちご（施設） 011311206 くり 011591201
メロン（施設） 011311207 ぶどう 011591202

トマト（露地） 飼料作物 011600000
トマト（施設） 飼料作物 011611000

トマト（露地・施設混合） 花き・花木類 011700000
大玉トマト（露地） 切花（露地・施設） 011711000

大玉トマト（施設） 切花（露地） 011711200
大玉トマト（露地・施設混合） 切花（施設） 011711201

ミニトマト（露地） 鉢物・花壇用苗もの（露地・施設） 011721000
ミニトマト（施設） 鉢物・花壇用苗もの（露地） 011721200

ミニトマト（露地・施設混合） 鉢物・花壇用苗もの（施設） 011721201
ピーマン（露地） 球根（露地・施設） 011731000

ピーマン（施設） 球根（露地） 011731200
ピーマン（露地・施設混合） 球根（施設） 011731201
なす（露地） その他の耕種作物 011900000

なす（施設） その他の食用耕種作物 011911000
なす（露地・施設混合） てんさい 011911200

ししとう（露地） さとうきび 011911201
ししとう（施設） こんにゃくいも

ししとう（露地・施設混合） 飲料用作物（茶） 011911202
葉茎菜類 011321000 なたね 011911203

キャベツ（露地） 011321200 その他の非食用耕種作物 011921000

ほうれんそう（露地） 011321201 綿花 011921201

レタス（露地） 011321202 い
はくさい（露地） 011321203 特用林産物（含狩猟業） 021200000

たまねぎ ↑

根菜類 011331000

だいこん（露地） 011331200
にんじん（露地） 011331201

さといも（露地） 011331202
にんにく

コードの記述がない作物は、インベントリデータは計算済みであるが、

データベースには導入されていないもの。
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ガソリン

軽油 施肥起因
灯油 すきこみ起因
A重油 金属くず

電気 廃プラスチック類
都市ガス
液化石油ガス

殺虫剤
殺菌剤
その他の農薬（混合剤・除草剤）

N成分
P2O5成分
K2O成分
塩化ビニルフィルム

ポリエチレンフィルム
その他のプラスチックフィルム
割繊維

長繊維
寒冷紗
化繊ネット
その他のべたがけ用資材

今後、導入予定

農業用ビニール

べたがけ資材

農薬

肥料

水

廃棄物

アウトプット

N2O

CH4（水田起因）
インプット

エネルギー

 
 

(3) インベントリデータを参照する統計 

インベントリデータを作成するためには、作物種ごとのインプット/アウトプット情報を取得する必要がある。

インプット/アウトプット情報は、日本の平均的な値である必要がある。 

そこで、継続的に全国規模で農作物ごとに農家 1 戸当たりの生産費を調査している農業経営統計調

査を参照することにした。農業経営統計調査には、都道府県別規模別のデータの他に、それらを生産量

で加重平均した国内平均値が掲載されており、それを引用することにした。各農作物の農業経営統計

調査はそれぞれ異なる統計名であり、米・小麦については「米及び麦類の生産費」、豆類・花き・花木類

については「農業経営部門別統計」、原料用かんしょ・原料用ばれいしょ・てんさい等は「工芸農作物の

生産費」、野菜・果実は「品目別経営統計」を用いた。 
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表 農業のインベントリ作成時に参照した統計調査 
IDEAコード IDEA分類名 投入額を把握した統計 作成機関 対象年

011111 米
011121200 小麦

- 六条大麦・裸麦・ビール大麦 品目別経営統計（年産） 農林水産省 1993-2007
011131200 大豆 農業経営部門別統計（第1分冊） 農林水産省 2004-2007

- 小豆・らっかせい・いんげん 品目別経営統計（年産） 農林水産省 2004-2007
011141 雑穀 産業連関表 総務省 2000

011141200 とうもろこし 産業連関表 総務省 2000
- そば 品目別経営統計（年産） 農林水産省 2004-2007

011200 いも類 産業連関表 総務省 2000
- 原料用かんしょ・原料用ばれいしょ 工芸農作物等の生産費（年産） 農林水産省 1993-2007

011300 野菜
011311 果菜類
011321 葉茎菜類
011331 根菜類
011400 しいたけ・きのこ（栽培）
011411 しいたけ（栽培）
011421 きのこ（栽培）
011500 果実

011511 仁果果実
011521 かんきつ類果実
011531 核果果実
011541 熱帯産果実
011591 その他の果実
011600 飼料作物 産業連関表 総務省 2000
011700 花き・花木類
011711 切花
011721 鉢物・花壇用苗もの
011731 球根
011900 その他の耕種作物 - - -
011911 その他の食用耕種作物 産業連関表 総務省 2000

- てんさい・さとうきび 工芸農作物等の生産費（年産） 農林水産省 1993-2007
- こんにゃくいも・飲料用作物（茶） 品目別経営統計（年産） 農林水産省 2004-2007

011911203 なたね 産業連関表 総務省 2000
011921 その他の非食用耕種作物 産業連関表 総務省 2000

011921201 綿花 産業連関表 総務省 2000
- い 品目別経営統計（年産） 農林水産省 2004-2007

1993-2007

2004-2007

2004-2007

2004-2007

2004-2007

米及び麦類の生産費 農林水産省

品目別経営統計（年産） 農林水産省

農業経営部門別統計（第2分冊） 農林水産省

林業経営統計調査 農林水産省

品目別経営統計（年産） 農林水産省

 
 

 

本データベース用原単位の算出対象年は、米、麦類、原料用かんしょ、原料用ばれいしょ、てんさい、

さとうきびは 1993～2007 年とし、豆類、そば、野菜類、果実類、花き・花木類、そば、こんにゃくいもは

2004～2007 年の複数年を対象とした。本データベースは原則として、2000 年時の技術を前提として

インベントリデータを作成しているが、農作物は各年による豊作不作があるため、複数年の平均値を算出

することにした。そのため、米、麦類、いも類、てんさい、さとうきびは 2000 年を中心に前後 7 年間の

1993～2007 年をインベントリデータ作成の対象年に設定した。豆類、野菜類、果実類、花き・花木

類、そば、こんにゃくいもは、2003年以前と2004年以降では農業経営統計調査の調査体系が異なる

ため接続できず、2004 年以降が露地/施設の区分で生産費が計上されているため、2004～2007 年

を採用した。ただし、範囲内のすべての年が原単位算出のための対象年となるわけではなく、1993～

2007 年及び 2004～2007 年の範囲ごとに、作物ごとの作付面積あたりの平均年間収量を算出し、

中央値の0.9～1.1 倍におさまる年を採用した。農業経営統計調査は調査対象数が少ないという問題

点があることに留意が必要であるが、既存の統計調査と比較し、その時間的な継続性、調査項目の一

貫性、作物種の豊富さから採用した。さらに、農業経営統計調査は、各地域における慣行栽培をしてい
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る農家を対象としているため、一般的な農法によるインベントリデータの作成に適している。また、前年の

収率と本年の収率の間に差の少ない農家を調査対象としている（例えば、米農家の場合には、過去 5

カ年の 10a 当たり収量のうち、最高及び最低の年を除いた 3 年間の 10a 当たり平均収量[統計上で

は「平年作]という]に対する調査年の収量の増減が 20％以内の農家を対象とする）ため、平年作の生

産費を把握できるという利点がある。下表に、調査対象年の選定過程及びその結果を示す。 

 

下表 小麦のインベントリデータ作成のための対象年の選定 
農家1戸当

たりの生産
量[kg]

農家1戸当たり

の作付面積
[m2]

1993～2007年

の収率の中央
値との比

1993年 5,445 14,330 0.380 （=5445kg　÷　14330m2） 0.95
1994年 6,440 16,180 0.398 （=6440kg　÷　16180m2） 1.00
1995年 5,975 17,120 0.349 （=5975kg　÷　17120m2） 0.87 ←中央値の0.9倍より小さい

1996年 6,405 18,300 0.350 （=6405kg　÷　18300m2） 0.88 ←中央値の0.9倍より小さい
1997年 7,258 18,190 0.399 （=7258kg　÷　18190m2） 1.00

1998年 7,819 20,100 0.389 （=7819kg　÷　20100m2） 0.97
1999年 7,446 19,290 0.386 （=7446kg　÷　19290m2） 0.97

2000年 8,590 20,800 0.413 （=8590kg　÷　20800m2） 1.04
2001年 8,256 21,170 0.390 （=8256kg　÷　21170m2） 0.98
2002年 9,531 21,810 0.437 （=9531kg　÷　21810m2） 1.10

2003年 10,125 23,170 0.437 （=10125kg　÷　23170m2） 1.10
2004年 10,725 24,430 0.439 （=10725kg　÷　24430m2） 1.1003 ←中央値の1.1倍より大きい

2005年 11,651 26,420 0.441 （=11651kg　÷　26420m2） 1.11 ←中央値の1.1倍より大きい
2006年 11,493 27,560 0.417 （=11493kg　÷　27560m2） 1.05

2007年 30,917 64,680 0.478 （=30917kg　÷　64680m2） 1.20 ←中央値の1.1倍より大きい
合計 148,076 353,550 - - -

中央値 8,256 20,800 0.399 （=8256kg　÷　20800m2） -

単純平均 9,872 23,570 0.407 （=9872kg　÷　23570m2） -

農家1戸当たりの収率[kg/m2]

 

「米及び麦類の生産費」から各年の農家 1 戸当たりの生産量及び作付面積を引用し、各年の作付

面積当たりの収穫量（「収率」）を算定した。次いで、1993 年～2007 年の各年の収率の中央値

（0.399kg/m2）と、各年の収率の比を算定したところ、1995 年、1996 年が中央値の 0.9 倍より

小さく、2004年、2005年、2007年が中央値の1.1倍よりも大きかったため、インベントリデータ作成の

ための対象年には 1993、1994、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2006 年を

選定した。 

 

(4)インプットデータの作成方法 

(4)-1-1 エネルギー・水 

[農業経営統計調査を用いる作物の場合] 

 手順 1：光熱動力費を算定する年の設定 

“農業経営統計調査”で確認できる「農家 1 戸当たりの生産量」を「農家 1 戸当たりの作付面積」で除

すことによって、対象年（2004～2007 年）の各年の「収率」を算定する。次いで、豊作不作により生

産量当たりの光熱動力費に差が生じる可能性があるため、対象年（2004～2007 年）の収率の中

央値から 0.9 倍以上 1.1 倍以下の年の光熱動力費を採用し平均的な収率の年の光熱動力費を今

後の計算に引用することにした。大豆の対象年の決定方法を下表に示す。 

 

表 大豆の対象年の決定方法 
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1戸当たり

の生産量

[kg/戸]

1戸当たり

の作付面

積[m2/戸]

2004年 1,485 10,680 0.14 0.80

2005年 2,119 11,970 0.18 1.02

2006年 2,373 13,880 0.17 0.98

2007年 5,268 28,020 0.19 1.08

中央値 2,246 12,925 0.17 -

収率
[kg/m2]

中央値
との比

収率算出用

 
 

大豆の対象年（2004～2007 年）の収率を見ると、中央値が 0.17kg/m2 であり、一方 2004

年の収率は 0.14kg/m2 で、中央値の 0.80 倍であるため光熱動力費の算定対象から除いた。したが

って、「大豆」の光熱動力に関するインベントリデータの算出には、2005 年、2006 年、2007 年の光熱

動力費を参照することになる。 

 

手順 2： 

抽出年（2005、2006、2007 年）の“農業経営統計調査”で確認できる「1 戸当たりの光熱動力費」

を「1 戸当たりの生産量」で除すことによって、「生産量当たりの光熱動力費」を算定する。その結果を下

表に示す。 

表 生産量当たりの光熱動力費 
1戸当たりの
光熱動力費
[円/戸]

1戸当たりの
生産量
[kg/戸]

生産量当たりの
光熱動力費[円/kg]

2005年 18,039 2,119 8.51

2006年 21,736 2,373 9.16

2007年 48,895 5,268 9.28  
 

生産量当たりの光熱動力費は、大豆栽培に投入したエネルギーと水の料金の合計金額であるため、

何らかの方法によってエネルギーと水に配分する必要がある。 

 

手順 3： 

“農業経営統計調査”では各エネルギーと水の投入額または投入物量を確認することができないため、産

業連関表の投入表を用いることにする。産業連関表には、それ独自の分類ごとにエネルギーと水の投入

額が把握できる。“農業経営統計調査”に記載されている光熱動力費は、農家が使用したエネルギー及

び水の金額が記載されている。これは、産業連関表の麦類への各エネルギー及び水の各投入と、農家が

自己で所有している輸送手段（産業連関表では「自家輸送」と言う）への投入の合算値である。まず、

産業連関表における各産業への直接投入額を、下図に示す。 
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図 産業連関表の分類ごとのエネルギー及び水の投入額 

 

 次いで、自家輸送に起因する各エネルギー及び水の投入額を、下図に示す。 

 

 
図 自家輸送起因のエネルギー及び水の投入額 

 

農業経営統計調査の光熱動力費のうちエネルギーには、各農家が農機具やトラックに使用したエネル

ギーが含まれる。それに該当するのは、“産業連関表”の各列への投入項目のうちの「エネルギー（ガソリ

ン、軽油、灯油、A 重油、事業用電力、都市ガス、液化石油ガス）」、「上水道」、「自家輸送（各農

家が所有する輸送手段への投入額）」である。自家輸送投入額については、自家輸送投入額当たり

のエネルギー投入を確認し、それを利用することにした。産業連関表の各列の「エネルギー（ガソリン、軽

油、灯油、A 重油、事業用電力、都市ガス、液化石油ガス）」、「上水道」、「自家輸送（各農家が所

有する輸送手段への投入額）」起因「エネルギー（ガソリン、軽油、灯油、A 重油、事業用電力、都市

ガス、液化石油ガス）」の投入額構成比を下図に示す。 
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図 産業連関表の列別の投入額構成比 

 

 

上図に示す投入額構成比に応じて、光熱動力費を配分した。結果を下表に示す。 

 

表  生産量当たりのエネルギー及び水の投入額 

[円/kg]
ガソリン 軽油 灯油 Ａ重油 事業用電力 上水道 都市ガス 液化石油ガス 合計

2005年 2.24.E+00 6.13.E+00 9.17.E-02 1.02.E-02 2.90.E-02 2.76.E-03 2.76.E-03 5.79.E-03 8.51
2006年 2.41.E+00 6.60.E+00 9.87.E-02 1.09.E-02 3.12.E-02 2.97.E-03 2.97.E-03 6.22.E-03 9.16
2007年 2.44.E+00 6.68.E+00 1.00.E-01 1.11.E-02 3.17.E-02 3.01.E-03 3.01.E-03 6.31.E-03 9.28

 

ここでは、産業連関表で同一列に属している作物は、同一の金額構成比を用いていることに注意が

必要である。例えば、豆類に属する大豆、小豆、いんげん、らっかせいは、産連表の豆類の金額構成比

を用いるため、上記 4 種類の個々の活動を反映していない可能性がある。 

 上表の各エネルギー及び水投入額を、各エネルギー及び水の単価で除すことによって、生産量当たりの

投入物量を算出することができる。ただし、年によって各エネルギー及び上水道の単価が異なるため、各

年のエネルギー及び水投入額を各年の単価で除すことにする。下表に各年のエネルギー単価を示す。 

 

表 各年のエネルギー及び上水道の単価 
ガソリン 軽油 灯油 Ａ重油 事業用電力 上水道 都市ガス 液化石油ガス

単価の単位 円/L 円/L 円/L 円/L 円/kWh 円/m3 円/m3 円/kg
2005年 127 101 69 58 14 154 146 39
2006年 137 113 77 71 14 154 146 39
2007年 148 124 88 81 14 154 146 39  
 

各エネルギー及び水投入額を、各エネルギー及び水の単価で除すことによって算定した大豆生産量当

たりの各エネルギー及び水投入物量を下表に示す。 

 

表 生産量当たりのエネルギー及び水の投入物量 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

米

麦
類

い
も

類

豆
類

野
菜

（
露

地
）

野
菜

（
施

設
）

果
実

砂
糖

原
料

作
物

飲
料

用
作

物

そ
の

他
の

食
用

耕
種

作
物

飼
料

作
物

花
き

・
花

木
類

そ
の

他
の

非
食

用
耕

種
作

物

液化石油ガス

都市ガス

上水道

事業用電力

Ａ重油

灯油

軽油

ガソリン



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

111 

 

ガソリン 軽油 灯油 Ａ重油 事業用電力 上水道 都市ガス 液化石油ガス

単位 円/L 円/L 円/L 円/L 円/kWh 円/m3 円/m3 円/kg

2005年 1.77.E-02 6.10.E-02 1.33.E-03 1.75.E-04 2.07.E-03 1.80.E-05 1.89.E-05 1.48.E-04

2006年 1.76.E-02 5.83.E-02 1.28.E-03 1.54.E-04 2.21.E-03 1.93.E-05 2.03.E-05 1.59.E-04

2007年 1.65.E-02 5.38.E-02 1.13.E-03 1.36.E-04 2.24.E-03 1.96.E-05 2.06.E-05 1.62.E-04

2005-2007年の

単純平均
1.75.E-02 5.88.E-02 1.35.E-03 1.63.E-04 2.07.E-03 1.80.E-05 1.90.E-05 1.49.E-04

 

インベントリデータには、2005 年、2006 年、2007 年の生産量当たりの投入物量の単純平均を採用

する。 

 

[産業連関表を用いる作物の場合] 

産業連関表の投入表から水投入額を引用し、物量表からエネルギーを引用した。例えば本データベース

における飼料作物は、産業連関表の分類では「飼料作物」に該当するので、飼料作物への投入を、飼

料作物の生産量で除すことによって作成する。 

 

表  飼料作物への投入（直接投入+自家輸送起因） 
ガソリン 軽油 灯油 Ａ重油 事業用電力 上水道 都市ガス 液化石油ガス

単位 ｋL ｋL ｋL ｋL 千kWh 千m3 千m3 t
直接投入 1,297 4,216 4,892 448 20,778 0 0 0
自家輸送 4,547 14,454 3 0 466 12 4 34
合計 5,844 18,669 4,895 448 21,244 12 4 34  

 

 次いで、飼料作物の生産量について、産業連関表の部門別品目別国内生産額表を確認し、飼料

作物の生産量を算定する。その結果を下表に示す。 

 

表  飼料作物の生産量 

生産量[t] 生産額[百万円]
まめ科 283,000 1,002
いね科 10,833,000 38,370
まめ科といね科のまぜまき 20,879,000 97,630
青刈りとうもろこし 5,287,000 31,970
ソルゴー 1,625,000 7,176
青刈りえん麦 249,600 2,095
家畜用ビート 356 1
飼料用かぶ 19,200 62
れんげ 8,100 38
青刈りライ麦 49,100 230
青刈りその他麦 12,000 56

39,245,356 178,630合計

牧草

その他の飼料作物

飼料作物の分類

 
 

 飼料作物の国内総生産量は 39,245 千 t だった。各エネルギー投入量を、飼料作物の国内総生

産量で除すことによって、生産量当たりの投入量を算定する。その結果を下表に示す。 

 

表 飼料作物の生産量当たりの投入量 
ガソリン 軽油 灯油 Ａ重油 事業用電力 上水道 都市ガス 液化石油ガス

単位 L/kg L/kg L/kg L/kg kWh/kg m3/kg m3/kg kg/kg
直接投入 1.5.E+01 6.3.E+01 1.8.E+02 1.82.E+01 1.45.E+03
自家輸送 5.1.E+01 2.1.E+02 1.2.E-01 3.25.E+01 8.29.E-02 2.97.E-02 8.72.E-01
合計 6.59.E+01 2.77.E+02 1.83.E+02 1.82.E+01 1.48.E+03 8.29.E-02 2.97.E-02 8.72.E-01
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(4)-1-2 委託輸送分のエネルギー 

“産業連関表”から、各列への道路貨物輸送の投入額を確認し、道路貨物輸送の金額当たりのエネル

ギー投入量を考慮した。 

 ただし、エネルギー及び上水道データ作成と同じく、産業連関表で同一列に属している作物は、同一の

金額構成比を用いていることに注意が必要である。 

 産業連関表の委託輸送額は、本データベースの各農作物の生産額に応じて配分し、本データベース

の各農作物の生産量で除すことによって、生産量当たりの委託輸送起因のエネルギー投入量を算出し

た。したがって、単価の高い製品の委託輸送起因の燃料投入量は多くなることに注意が必要である。 

 

(4)-1-3 肥料 

[農業経営統計調査を用いる作物の場合] 

“農業経営統計調査”から作物別・露地/施設別の「肥料費」を参照し、生産物量当たりの投入額を算

定した。次に、“産業連関表”の「化学肥料」と「有機質肥料」の投入額構成比に応じて配分した。 

 

表 産業連関表による肥料の投入額 

有機質肥料

（除別掲）
化学肥料

その他の無機

化学工業製品

米 27.5% 72.3% 0.3%

麦類 13.1% 86.6% 0.2%
いも類 12.1% 87.2% 0.7%

豆類 14.7% 83.8% 1.5%

野菜（露地） 30.8% 69.1% 0.1%

野菜（施設） 36.8% 63.1% 0.1%
果実 36.2% 63.1% 0.7%

砂糖原料作物 18.2% 81.3% 0.4%

飲料用作物 20.2% 79.5% 0.2%

その他の食用耕種作物 22.9% 55.8% 21.3%
飼料作物 14.0% 84.7% 1.3%

種苗 13.7% 86.1% 0.2%

花き・花木類 64.6% 35.0% 0.4%

その他の非食用耕種作物 20.7% 78.3% 1.0%

肥料の投入額構成比[%]

 
 

[産業連関表を用いる作物の場合] 

産業連関表の投入表及び物量表の肥料該当項目を用いた。 

 

[今後の予定] 

中央農業総合研究センター作成の「都道府県の施肥基準値及び施肥の施用基準値のデータベース」

を用いて、N、P2O5、K2O、たい肥の都道府県別投入量を都道府県別生産量で加重平均した値を

導入予定。 

 

(4)-1-4 農薬 

農薬工業会公開の“農薬年度出荷実績表”から「水稲」、「野菜畑作」、「果樹」、「その他」の分類ごと

に、「殺虫剤」、「殺菌剤」、「その他の農薬」の年間投入量（2000-2007 年の単純平均）を把握し

た。次に、それらを“産業連関表”の列ごとの「農薬」投入金額に応じて各列に配分し、最後に農水省作
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成の“農業経営統計調査”の「農業薬剤費」に応じて本データベース製品分類ごとに配分した。殺虫剤

の配分結果を表に示す。 

  

表  農薬工業会で確認した殺虫剤の量を、農業経営統計調査の農薬投入額に応じて本データベー

スの各製品に配分した結果 

 

農薬工業会 産業連関表 IDEA

水稲 米 011111000 米 14.27 27,604 27,604 27,604
011121200 小麦 9.19 31,335 2,864 2,284
011121201 裸麦 8.12 46
011121202 六条大麦 4.66 65
011121203 ビール大麦 8.66 469
011211200 かんしょ 1.47 1,481 80
011211201 ばれいしょ 1.52 425

原料用以外のかんしょ 1.47 294
原料用以外のばれいしょ 1.52 682

011131200 大豆 20.05 1,715 1,150
011131201 小豆 18.05 367
011131202 らっかせい 10.67 59
011131203 いんげん 21.80 139
011311200 きゅうり（露地） 7.12 10,822 684
011311203 すいか（露地） 5.25 796

大玉トマト（露地） 5.15 560
ミニトマト（露地） 11.47 148

011321200 キャベツ（露地） 4.13 1,960
011321201 ほうれんそう（露地） 9.49 928
011321202 レタス（露地） 5.21 1,069
011321203 はくさい（露地） 3.68 1,055

たまねぎ 3.25 1,355
011331200 だいこん（露地） 2.50 1,288
011331201 にんじん（露地） 3.13 709
011331202 さといも（露地） 6.20 271
011311201 きゅうり（施設） 7.48 8,793 1,958
011311204 すいか（施設） 7.66 43
011311206 いちご（施設） 29.03 4,219
011311207 メロン（施設） 12.09 259

大玉トマト（施設） 6.47 1,649
ミニトマト（施設） 14.15 666

011911200 てんさい 1.58 1,088 962
011911201 さとうきび 0.55 125

飲料用作物 011911202 飲料用作物（茶葉） 25.97 2,765 2,765
011141000 雑穀 11.35 435 24
011911000 その他の食用耕種作物 11.35 412

飼料作物 011611000 飼料作物 0.02 237 237
その他の非食用耕種作物 011921000 その他の非食用耕種作物 33.55 1,135 1,135

↑
IDEAの製品分類ごとの農薬投入量（上記の各農薬投入量を、生産量で除すことによって原単位を算出する）

野菜
畑作

麦類

殺虫剤[t]

野菜（施設）

いも類

豆類

野菜（露地）

砂糖原料作物

その他の食用耕種作物

生産費統計
の農薬投入
額[円/kg]

農薬
工業
会

産業連関表 IDEA番号 IDEA分類

 
 

(4)-2 アウトプットデータの作成方法 

(4)-2-1 米起因 CH4 

温室効果ガスインベントリオフィス作成の“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”内の排出源別の排

出係数を参照した。 

CH4 算定対象：水田に水を張ることによって嫌気条件下で微生物の働きによって発生し、大気中に排

出されるメタンの量。なお、水を張らない田（陸稲栽培、休耕）は算定対象外。 

CH4 算定方法：CH4 排出量[kg-CH4]=米生産量[kg]×米生産量当たりの CH4 排出原単位

[kg-CH4/kg] 
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生産量当たりの CH4 排出原単位作成方法（概要）：米生産量当たりの CH4 排出原単位の作成

方法[概要]を、下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 米生産量当たりの CH4 排出原単位の作成方法（概要版） 

 

生産量当たりの CH4 排出原単位作成方法（詳細）：下記の①～⑦は、上図の番号と対応してい

る。 

①水田種ごとの作付面積当たりの CH4 排出量を温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度及びイン

ベントリオフィスから引用する。両者の排出係数は同値。水稲の水田種ごと（間欠灌漑水田・常時湛水

田）の作付面積当たりの CH4 排出係数作成方法は、温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室

効果ガスインベントリ報告書 2009 年 4 月版」page6-22 を参照のこと。 

 

表 水田種ごとの作付面積当たりの CH4 排出量 

作付面積当たりのCH4排出量[ｔCH4/ｍ2]

間欠灌漑水田 0.000016

常時湛水田 0.000028

参考：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

現在公開中の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度マニュアルでは、0.000037だが、上記は古いデー

タ。最新は0.000028であり、インベントリオフィスは0.000028を使用。GHG算定・報告・公表制度担当者に問い

合わせたところ、次回の改訂で0.000028に訂正するとのこと。  
 

間欠灌漑水田の概要を下図に示す。 

水稲 陸稲 

・間欠灌漑水田 

・常時湛水田 

の作付面積当たりの CH4排出量[kg-CH4/m2]① 

水稲の作付面積当たりのCH4排出量[kg-CH4/m2]③ 

水稲と陸稲の生産量構成比[%]⑥ 

陸稲の作付面積当たりの CH4排出量[kg-CH4/m2] 

→ゼロ 

米生産量当たりの CH4排出量[kg-CH4/kg]⑦

⑦ 

・間欠灌漑水田 

・常時湛水田 

の作付面積構成比[%]② 

水稲の作付面積当た

りの収量 [kg/m2]④ 

水稲の生産量当たりの CH4排出量[kg-CH4/kg]⑤ 
陸稲の生産量当たりの CH4排出量[kg-CH4/kg] 

→ゼロ 
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参照：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度Ⅱ-104 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/santei_k/17_03/mat02-5_4.pdf#search='間欠灌漑' 

図 日本の一般的な間欠灌漑水田 

 

②水田種ごとの面積構成比を確認する。 

 

表 水田種ごとの作付面積 

水稲作付面積における構成比[%]
間欠灌漑水田 98%
常時湛水田 2%

水稲合計 100%
参考：温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2009年4月版」page6-22
出典：八木一行「温室効果ガスの排出削減型モデルの構築」  

 

③上記②の水田種ごとの面積によって、上記①の水田種ごとの作付面積当たりの排出量を重み付けし、

日本平均値を算出する。 

 

水稲の作付面積当たりの CH4 排出量の算出式 

0.000016[t-CH4/m2]×98%+0.000028[t-CH4/m2]×2%＝0.0000162[tCH4/ｍ2] 

 

④水稲の作付面積当たりの米生産量（5 年平均）を算出する。 

 

表 水稲の作付面積当たりの米生産量 

2000-2005
年平均

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

米収穫量[t] 8,885,667 9,132,000 8,799,000 8,785,000 8,703,000 8,918,000 8,977,000
作付面積 1,700,833 1,763,000 1,700,000 1,683,000 1,660,000 1,697,000 1,702,000
収穫率[kg/m2] 0.522 0.518 0.518 0.522 0.524 0.526 0.527
参照：作物統計（農水省作成）_2009年9月3日時点で2006年以降の収穫量及び作付面積は未公開。  
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⑤上記④の水稲の作付面積当たりの米生産量を用いて、水稲 1kg 生産当たりのメタン排出量を算出

する。 

 

水稲生産量当たりの CH4 排出量の算出式 

0.0000162[tCH4/ｍ2]×10＾3÷0.522[kg/m2]＝0.03109[kgCH4/kg] 

 

⑥水稲と陸稲の生産量構成比（5 年平均値）を確認する。 

 

表 水稲と陸稲の生産量 
構成比[%]

2000-2005年

平均

2000-2005年

平均[t]
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

水稲 99.9% 8,885,667 9,132,000 8,799,000 8,785,000 8,703,000 8,918,000 8,977,000

陸稲 0.1% 12,262 18,100 9,170 12,500 12,500 9,400 11,900

合計 100.0% 8,897,928 9,150,100 8,808,170 8,797,500 8,715,500 8,927,400 8,988,900

参照：作物統計（農水省作成）_2009年9月3日時点で2006年以降の収穫量及び作付面積は未公開。

生産量[t]

 
 

⑦上記の水稲 1kg 生産当たりのメタン排出量 0.0310kgCH4/kg と、陸稲 1kg 生産当たりの CH4

排出量 0kgCH4/kg とを生産量で加重平均する。 

 

水稲と陸稲の 1kg 生産当たりのメタン排出量の算出式 

0.03109[kgCH4/kg]×99.9%＋0×0.1%＝0.03104[kgCH4/kg] 

 

以上より、生産量当たりの CH4 排出原単位をまとめると下表のようになる。 

 

表 生産量当たりの CH4 排出原単位 
生産量当たりのCH4原単位[kg-CH4/kg] 参照先

0.03104 ⑦
水稲 0.03109 ⑤

陸稲 ゼロ -

米（水稲+陸稲）

 
 

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度と温室効果ガスインベントリ 2009 年 4 月版報告書は、水

田種ごとの CH4 排出係数が同じなので、水田起因 CH4 日本総量に差異はないことを確認した。 

 

(4)-2-2 肥料起因 N2O 

温室効果ガスインベントリオフィス作成の“日本国温室効果ガスインベントリ報告書”内の排出源別の排

出係数を参照した。なお、各作物への N 量については、農水省とりまとめの“都道府県別施肥基準”を

参照し、各都道府県の生産量で加重平均した数値を国内平均値として利用した。 

 米の生産量当たりの N2O 排出量の算出方法を以下に示す。 

目的：農作物生産量当たりの N2O 排出量の算出 

算定対象：畑や水田で使用する窒素を含んだ肥料の化学変化によって一酸化二窒素として大気へ排

出される量のうち、直接的な排出のみを対象とする。 



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

117 

 

間接的な排出…アンモニア等として揮発したものが大気沈降により発生した量、及び硝酸 

として溶脱・流出した窒素から微生物の作用により発生した量 

算出方法：入手可能なデータを用いて以下の式を考えた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各データの参照先 

①の参照先：温室効果ガスインベントリ報告書（2009 年 4 月版、page6-24） 

インベントリオフィスの N2O 排出係数は日本各地で測定したデータを解析し設定している。 

 

表 N 投入量当たりの N2O 排出量 

作物種
GHGインベントリオフィス報
告書（2009年4月版）

水稲 0.005
茶樹 0.046

麦・豆類・ばれいしょ・かん
しょ・野菜・果実・そば・桑・た

ばこ・工芸農作物・飼料作物

0.010

kg-N当たりのN2O排出量[kgN2O/kgN]

※参照先：①Akiyama、H、Yagi,K,andYan、X.(2006)：Direct　N2O　emissions and estimate of N2O emission factors

from Japaniese agricultural soils .In programs and Abstracts of the International Workshop on Monsoon Asia
Agricultural Greenhouse Gas Emissions,March 7-9,2006,Tsukuba,Japan,pp27
②Akiyama,H,Yagi,KandYan,X(2006):Direct N2O emissions and estimate of N2O emission factors from agricultural
soils in Japan:summary of avairable data.original paper under preparation.  
 

   

作付面積当たりの N2O 排出量

（2）［kg-N2O/m2］ ÷ 
作付面積当たりの生産量

（3） 

［kg /m2］ 

生産量当たりのN2O 排出量（1）

［kg-N2O/kg］ 
＝ 

（2） 
kg-N 当たりの N2O 排出量① 

［kg-N2O/m2］ × 
作付面積当たりの N 量②

［N/m2］ 

 

＝ 

（3） 
生産量③ 

［kg］ ÷ 
作付面積④ 

［m2］ 

 

＝ 

1m 

1m 

Ｎ2

Ｏ 

Ｎ2

Ｏ 

1kg 
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②の参照先：農水省がとりまとめている都道府県施肥基準（以下のアドレス参照） 

http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html 

※米・麦・豆・いも類は生産量が過半数を超えるまでの生産量上位都道府県の施肥基準を参照し、生

産量による加重平均を算出。野菜、果樹、飼料作物は、生産量上位 3 都道府県を参照し、生産量に

よる加重平均を算出。 

 

 

 

表 作付面積当たりの N 量（例：米） 

作付面積当たりのN量②
［kg-N/10s］

生産量
［t］

生産量構成比
［%］

生産量構成比累計
［%］

全国 7.7 9,472,000 100% 100%

新潟県 5.4 659,000 7% 7%

秋田県 9.9 549,700 6% 13%
北海道 5.4 729,100 8% 20%
山形県 6.7 450,300 5% 25%
福島県 7.3 447,700 5% 30%
茨城県 6.5 428,800 5% 34%
栃木県 6.5 378,100 4% 38%
千葉県 6.0 347600 4% 42%
宮城県 5.6 458600 5% 47%
岩手県 7.2 349100 4% 51%

参照：都道府県別施肥基準

米

 
 

③と④の参照先：作物統計、野菜生産出荷統計、果樹生産出荷統計等 

※作付面積当たりの収量は、天候等に左右されるため、5 年平均値を採用した。 

 

表 生産量及び作付面積（例：米） 

生産量③
［t］

作付面積
④

全国 9,472,000 1,763,000

新潟県 659,000 120,700

秋田県 549,700 95,600
北海道 729,100 134,900
山形県 450,300 73,100
福島県 447,700 82,300
茨城県 428,800 80,600
栃木県 378,100 69,000
千葉県 347600 63,200
宮城県 458600 84,300
岩手県 349100 62,900

参照：作物統計

米

 
 

結果： 

上記①～④の数値を用いて算出した「生産量当たりの N2O 排出量（1）」を以下に示す。 

 

表 生産量当たりの N2O 排出量（例：米） 

http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html
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作付面積当たりの
N2O排出量（2）
[kg-N2O/m2]

作付面積当たりの
収量（3）
[kg/m2]

生産量当たりの
N2O排出量（1）
[kg-N2O/kg]

全国 8.42.E-05 0.537 6.94.E-05

新潟県 5.96.E-05 0.546 4.83.E-05

秋田県 1.09.E-04 0.575 8.39.E-05
北海道 5.96.E-05 0.540 4.88.E-05
山形県 7.35.E-05 0.616 5.29.E-05
福島県 8.07.E-05 0.544 6.57.E-05
茨城県 7.15.E-05 0.532 5.95.E-05
栃木県 7.15.E-05 0.548 5.78.E-05
千葉県 6.65.E-05 0.550 5.35.E-05
宮城県 6.14.E-05 0.544 5.00.E-05
岩手県 7.91.E-05 0.555 6.31.E-05

米

 

 

図 玄米の肥料に含まれる窒素起源 N2O 排出原単位 

 

 

(4)-3 今後、原単位を導入したい項目（すでに原単位は算出済） 

(4)-3-1 農業用ビニール・べたがけ資材 

農水省作成の園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査から、用途別及び作物別の年間ビニール

排出量を参照した。毎年の排出量分だけ投入されると仮定し「年間排出量＝年間投入量」とみなした。

なお、農業用ビニール及びべたがけ資材のほとんどが野菜及び果実から排出され、かつ上記作物は農業

経営統計調査の 2004～2007 年を対象としているため、年間排出量は農業経営統計調査の近辺の

2003 年、2005 年、2007 年（園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況は 1 年おきに実施される）の

平均値を用いた。「ほうれんそう」等の作物種ごとに、排出量が把握できるものについてはそのままの排出

量を利用し、「その他の野菜」、「その他の果樹」、「畑作」については、各作物の作付面積で、農業用ビ

ニール及びべたがけ資材を配分した。 

 

参考文献 

 米・麦類の生産費：農林水産省,“平成 3 年～平成 19 年産米及び麦類の生産費”,

（1993-2009） 

 豆類（大豆を除く）・野菜・果実・花き・花木類の生産費：農林水産省,“平成 16 年～平成 19 年

産品目別経営統計”,（2006-2009） 
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 大豆・原料用かんしょ・原料用ばれいしょ・てんさい・さとうきびの生産費：農林水産省,“平成 3 年～平

成 19 年産工芸農作物等の生産費”,（1993-2009） 

 雑穀・とうもろこし・いも類・飼料作物・その他の耕種作物・その他の食用耕種作物・飲料用作物・なた

ね・その他の非食用耕種作物の生産費、光熱水費等の配分基準：総務省,“平成 12 年（2000 年）

産業連関表” の“投入表”、“物量表”、“部門別品目別国内生産額表”, (2004) 

 しいたけ・きのこの生産費：農林水産省,“平成 16 年～平成 19 年林業経営統計調査”,

（2006-2009） 

 農薬投入量：農薬工業会,“平成 12 農薬年度出荷実績表”,入手先

<http://www.jcpa.or.jp/data/index.html>,（2000) 

 肥料投入量：農林水産省,“都道府県施肥基準”,入手先

<http://www.maff.go.jp/sehikijun/top.html>,（2007) 

 農業用ビニール及びべたがけ資材（割繊維不織布、長繊維不織布、寒冷紗、化繊ネット［防風ネット、

遮光ネット］）投入量：農林水産省,“平成 15・平成 17 年・平成 19 年園芸用ガラス室・ハウス等の

設置状況調査”,(2005)(2007)(2009） 

 CH4 及び N2O 排出量：温室効果ガスインベントリオフィス,“日本国温室効果ガスインベントリ報告

書”,(2009)(2010) 

 

11.1.5. 各論：林業部門 

(1) 主たる情報源 

「林業」は、大きくは丸太と特用林産物に分かれる。 

「丸太」に関しては、ガソリン、石油（含灯油）、潤滑油、混合油等のエネルギー、肥料、その他配合

飼料、農薬等の原材料投入量及び投入額は、林家経済調査報告育林費調査報告 1)において、「す

ぎ」、「ひのき」、「あかまつ・くろまつ」、「からまつ」の樹種別に記載されており、それを参照した。上記以外

の投入については、産業連関表 2)の投入表を用いて、「育林」と「素材」への投入額を合算し、それを投

入額と考えた。 

「特用林産物」については、すべての投入について、産業連関表の投入表を参照した。 

 

(2) データの作成方法 

① 林業における分類 

 「原木」のうち生産費が把握できる「すぎ」、「ひのき」、「あかまつ・くろまつ」、「からまつ」については個別

作成データとして収録した。「特用林産物」については、竹材、生うるし、薪、木炭、狩猟による動物原皮

等それぞれの生産費が把握できなかったため、「特用林産物」に統合した。 

 

② 機能単位 

「原木」の機能単位は、立米（m3）とし、特用林産物は様々な製品が混在しているため金額（円）

とした。 

 

③ 「原木」のインベントリデータ作成方法 

③-1 エネルギー、肥料、その他配合飼料、農薬のインベントリデータの作成方法 



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

121 

 

すぎ、ひのき、あかまつ・くろまつ、からまつ等の各樹種へのエネルギー、肥料、その他配合飼料、農薬の投

入量（投入額）は、林家経済調査報告育林費調査報告では、下表のように記載されている。したがっ

て、ライフサイクル全体の投入量（投入額）を算出する場合には、林齢 1～50 年の投入量（投入額）

を合算することになる。 

 

表 経営土地当たりのライフサイクル全体投入量算出方法 

すぎ（実） すぎ（さし木） 苗木 苗木計
すぎ ライフサイクル全体 1 ha・年 1,528 875 4 2,407

1年生 1 ha・年 1,468 836 0 2,304

2 1 ha・年 3 13 0 16
3 1 ha・年 0 5 0 5
4 1 ha・年 4 0 0 4
5 1 ha・年 0 5 0 5

6～10 1 ha・5年 0 15 3 18
11～20 1 ha・10年 53 0 0 53
21～30 1 ha・10年 0 0 0 0

31～50 1 ha・20年 0 1 1 2

樹種 林齢 統計単位 数量[本/統計単位]
苗木

 
 

 木材全体への投入量（投入額）は、すぎ、ひのき、あかまつ・くろまつ、からまつの各樹種の林地面積

で加重平均して算出した。上表の経営土地当たりの投入原単位を、「伐採面積当たりの生産数量

[m3/m2]」で除すことによって、「生産数量当たりの投入数量」を算出することができる。「伐採面積当

たりの生産数量[m3/m2]」は、まず2000年の樹種別国内総生産量を樹種別国内総林地面積で除

すことによって林地面積当たりの生産数量を算出する。しかし林地面積には、成長中の木の植栽面積も

含まれる。そのため、次に、国内の樹種別齢級別樹林面積（人工林）において、齢級 46-50 年の総

面積を齢級で除し、齢級1年当たりの植栽面積、すなわち伐採面積を算出する。齢級51年以上の林

地面積（人工林）を確認すると、平成 12 年 512a、平成 13 年 528a であるため、毎年の伐採面積

は一定と考えた。 

 

③-2 エネルギー、肥料、その他配合飼料、農薬以外のインベントリデータの作成方法 

 エネルギー、肥料、その他配合飼料、農薬以外のインベントリデータは、産業連関表の投入表を参照

した。 

 

④ 「特用林産物」のインベントリデータ作成方法 

 特用林産物については、生産者に生産費を尋ねる形式の統計が存在しなかったため、すべての投入

物について産業連関表の投入表及び物量表を参照することにした。 

 特用林産物は、そこに含まれる製品が、自生するきのこ・生うるし・木ろう・木炭の生産量はトン表記で

あり、竹材は束表記であり、薪は層積立米表記であるため、物量単位を統一することができなかった。こ

のため、生産額で、投入物量あるいは投入金額を除すことによって、インベントリデータを作成した。 

 

(3) まとめ 

 「林業」にかかわるインベントリデータ作成では、農林水産省がとりまとめた生産費統計を用い、ライフサ

イクル全体の入力項目別（「光熱動力費」、「肥料」、「農業薬剤」等）の投入量（投入額）を参照

「林家経済調査報告育林

費調査報告」での表記 
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した。入力項目のうち産業連関表の投入表に記載されている投入額によってその項目を細分化できるも

のは、詳細な分類ごとに投入額を算出した。 

 

参考文献 

1) 林家経済調査報告育林費調査報告、農林水産省 

2) 平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004 年 7 月 

 

11.1.6. 各論：漁業部門 

(1) 主たる情報源 

 漁業の原単位に用いたエネルギー及び原材料の数量（金額）は、国内の漁業活動を網羅している

産業連関表（2000 年）1)の投入表及び物量表を参照した。産業連関表のエネルギー及び原材料の

数量（金額）は、製品別生産量に応じて配分し、製品別生産量は農水省管轄の漁業・養殖業生産

統計年報（2000 年）を用いた。なお、漁業・養殖業生産統計年報の漁法別生産量（額）と、産

業連関表の列別国内生産量（額）との整合性は確認済である。 

 

(2) 漁業における分類 

日本標準産業分類には、「03 漁業」、「04 水産養殖業」がある。本データベースでは、この 2 つの

分類を統合し、「03 漁業」を設定した。この統合に伴って、本データベースでは「04」を欠番とした。 

漁業のインベントリデータ作成に用いたエネルギー及び原材料の数量（金額）は、国内の漁業活動

を網羅している産業連関表（2000 年）の投入表及び物量表を参照した。産業連関表には、海面漁

業（遠洋・沖合・沿岸）、海面養殖業、内水面漁業、内水面養殖業のそれぞれに原材料を供給して

いる産業名、数量、金額、が記載されている。IDEAで用いる分類は製品分類であるため、産業連関表

の上記の投入量（額）を、漁法及び製品生産量に応じて配分し、製品別投入量（額）に変換した。

産業連関表では詳細な製品別生産量が把握できなかったため、農水省管轄の漁業・養殖業生産統

計年報（2000 年）を用いた。なお、漁業・養殖業生産統計年報の漁法別生産量（額）と、産業

連関表の列別国内生産量（額）との整合性は確認済である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「海面漁業・海面養殖業、内水面漁業、内水面養殖業」別のエネルギー及び原材料投入量（額） 

海面養殖業・内水

面漁業・内水面養

殖業の製品生産

量 

製品別エネルギー及び 

原材料投入量（額） 

 

海面養殖業・内水面漁業・内水面養殖業 

漁法別製品生産量 

沿岸・沖合・遠洋の漁法別 

生産量 

漁法別エネルギー及び 

原材料投入量（額） 

 

製品別エネルギー及び 

原材料投入量（額） 

 

海面漁業 
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図 漁業の製品別原単位の作成方法 

 

(3) データの作成方法 

手順 1：産業連関表の列ごとにエネルギー及び原材料投入量（投入額）を把握する 

原材料投入量は産業連関表の物量表で確認でき、原材料投入額は産業連関表の投入表で確認で

きる。 

 

下表に、物量表で確認できたエネルギー及び原材料投入量を示す。 

 

表 「海面漁業・海面養殖業、内水面漁業、内水面養殖業」別のエネルギー及び原材料投入量 

 

手順 2：エネルギー及び原材料を製品生産量に応じて配分する 

「海面養殖業」、「内水面漁業」、「内水面養殖業」の場合 

 漁業・養殖業生産統計年報で「海面養殖業」、「内水面漁業」、「内水面養殖業」それぞれの製品生

産量（下表）を確認し、それに応じて上表表の「海面養殖業」、「内水面漁業」、「内水面養殖業」の

エネルギー及び原材料投入量を各製品に配分する。 

 

製品別エネルギー及び原材料投入量（額） 

 

製品生産量 

製品別の生産量当たり 

エネルギー及び原材料投入量（額） 

製品生産額 

製品別の生産額当たり 

エネルギー及び原材料投入量（額） 

各エネルギー及び原材料の数量[固有単位]

沿岸漁業 沖合漁業 遠洋漁業

2111011 ガソリン 238,567 238,567 31,053 18,638 15,853 304,111 kl
2111013 灯油 4,369 2,613 1,868 8,850 7,732 1,532 710 18,824 kl
2111014 軽油 21,887 445 5,276 27,608 487 1,523 662 30,280 kl

2111015 Ａ重油 46,851 1,239,657 523,516 1,810,024 250,161 3,094 7,572 2,070,851 kl
2111016 Ｂ重油・Ｃ重油 263,531 123,965 346,778 734,274 71,203 1,237 190 806,904 kl

2111018 液化石油ガス 3,050 282 224 3,556 3,614 735 7,905 ｔ
2121011 コークス 0 288 288 ｔ
5121011 都市ガス 96 96 96 千㎥

5111001 事業用電力 8 7 4 19 243 9 322 593 百万kwh
1129031 製氷 440,128 577,854 224,618 1,242,600 26,672 10,687 3,160 1,283,119 ｔ
1131011 飼料 0 174,613 69,629 244,242 ｔ

2029032 塩 847 2,386 1,001 4,234 5,081 2,540 11,855 ｔ
2623021 めっき鋼材 380 1,128 196 1,704 875 2,579 ｔ

2631031 鋳鉄品 0 1,160 1,160 ｔ

海面・

内水面計

沿岸漁業にのみ、ガソリンが投入されているのは、3t未満の船外機付き漁船の燃料として使用されているため。

エ

ネ
ル
ギ

ー

原

材
料

漁業

固有

単位
海面 内水面

養殖業 漁業 養殖業

参照先：産業連関表の物量表
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表 海面養殖業・内水面漁業・内水面養殖業の製品生産量

漁業 養殖 漁業 養殖

258,673 47,099 60,952 433,629 23,656

さけ類計 13,107 12,326 ほたてがい 210,703
ます類計 4,527 かき類 221,252

あじ類 6,110 しじみ 19,295
まあじ 3,052 その他の貝類 1,674 4,361
しまあじ 3,058 528,574

むろあじ類 こんぶ類 53,846
ぶり類 136,834 わかめ類 66,676

ひらめ 7,075 のり類 391,681
まだい 82,183 もずく類 16,324
ふぐ類 4,733 その他の海藻類 47

わかさぎ 2,124 2,086
あゆ 11,172 8,603 くるまえび 2,086

こい 4,079 10,501 ぼや類 7,630
ふな 3,423 その他の水産動物類 161
うなぎ 765 24,118 30

その他の魚類 8,631 8,683 2,491 1,230,783 70,755 60,952
参照先：漁業・養殖業生産統計年報（2000年）

生産量[t]生産量[t]

内水面

真珠

海面養殖
内水面

魚類計 貝類計

合計

海面養殖

海藻類計

えび類計

 
 

表 海面養殖業・内水面漁業・内水面養殖業の製品別エネルギー及び原材料投入量 

まあじ しまあじ むろあじ類

ガソリン 34,786 154 77 77 0 ・・・ 65,544 kl

灯油 3,355 38 19 19 0 ・・・ 9,974 kl
軽油 1,778 2 1 1 0 ・・・ 2,672 kl

Ａ重油 62,208 1,242 620 622 0 ・・・ 260,827 kl

Ｂ重油・Ｃ重油 15,978 353 177 177 0 ・・・ 72,630 kl

液化石油ガス 1,495 18 9 9 0 ・・・ 4,349 ｔ
コークス 288 0 0 0 0 ・・・ 288 ｔ

都市ガス 0 0 0 0 0 ・・・ 0 千㎥

事業用電力 379 1 1 1 0 ・・・ 574 百万kwh

製氷 15,880 132 66 66 0 ・・・ 40,519 ｔ
飼料 106,327 867 433 434 0 ・・・ 244,242 ｔ

塩 3,608 25 13 13 0 ・・・ 7,621 ｔ

めっき鋼材 184 4 2 2 0 ・・・ 875 ｔ

鋳鉄品 244 6 3 3 0 ・・・ 1,160 ｔ

・・・ 合計
固有

単位

エ

ネ

ル
ギ

ー

原

材

料

魚類計 あじ

類計

 

 

「海面漁業」の場合 

① 海面漁業は原材料及びエネルギー投入量（額）の収集単位である「沿岸漁業」、「沖合漁業」、

「遠洋漁業」別に製品生産量が把握できないため、まずは、漁法別に「沿岸漁業」、「沖合漁業」、

「遠洋漁業」の生産量を確認する。 
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図 沿岸・沖合・遠洋の漁法別生産量 

 

② 上記の生産量に応じて、「沿岸漁業」、「沖合漁業」、「遠洋漁業」の各エネルギー及び原材料投

入量を各漁法に配分し、その結果を下表に示す。 
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参照先：漁業・養殖業統計年報（2000年）
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表 漁法別エネルギー及び原材料投入量 

大中型1そう
まき網その他

中・小型まき

網1そうまき
巾着網

大型定置網

中・小型まき

網2そうまき
巾着網

小型定置網 ・・・
海面漁業

合計
固有
単位

ガソリン 0 4,590 33,335 1,532 23,695 ・・・ 238,567 kl
灯油 643 409 610 99 434 ・・・ 8,850 kl

軽油 110 476 3,058 153 2,174 ・・・ 27,608 kl
Ａ重油 305,058 154,841 6,546 33,842 4,653 ・・・ 1,810,024 kl

Ｂ重油・Ｃ重油 30,506 20,464 36,823 5,046 26,174 ・・・ 734,274 kl

液化石油ガス 69 94 426 27 303 ・・・ 3,556 ｔ
コークス 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ

都市ガス 0 0 0 0 0 ・・・ 96 千㎥
事業用電力 2 1 1 0 1 ・・・ 19 百万kwh

製氷 142,200 80,225 61,499 18,461 43,714 ・・・ 1,242,600 ｔ
飼料 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ

塩 587 313 118 70 84 ・・・ 4,234 ｔ
めっき鋼材 278 147 53 33 38 ・・・ 1,704 ｔ

鋳鉄品 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ
あじ類の生産量の多い漁法上位5つを記載。

原

材
料

漁法名→

各エネルギー及び原材料の数量[固有単位]

エ
ネ

ル
ギ

ー

 
 

③ 漁法別製品生産量を漁業・養殖業生産統計年報で確認し、下表表に示す。 

 

表 漁法別製品生産量 

まあじ しまあじ むろあじ類
大中型1そうまき網その他 620,292 126,091 114,804 11,287 ・・・ 637,508

中・小型まき網1そうまき巾着網 349,423 85,306 73,058 12,248 ・・・ 352,025
大型定置網 192,303 25,996 23,566 2,430 ・・・ 220,232
中・小型まき網2そうまき巾着網 80,180 14,786 9,885 4,901 ・・・ 80,215

小型定置網 135,771 9,947 9,240 707 ・・・ 156,543
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

合計 3,573,053 282,403 245,988 0 36,415 ・・・ 5,021,603
あじ類の生産量の多い漁法上位5つを記載。
参照先：漁業・養殖業生産統計年報（2000年）

あじ
類計

生産量[t]

漁法名
↓

魚類計 ・・・
海面漁業

合計

 
 

④ 上表の漁法別製品生産量に応じて、漁法別エネルギー及び原材料投入量を各製品に配分し、そ

の結果を下表に示す。 

 

表 海面漁業の製品別原材料投入量 

まあじ しまあじ むろあじ類
ガソリン 148,902 8,505 7,400 0 1,105 ・・・ 238,567 kl

灯油 5,994 384 335 0 50 ・・・ 8,850 kl

軽油 17,448 822 715 0 106 ・・・ 27,608 kl
Ａ重油 1,342,856 109,972 95,823 0 14,148 ・・・ 1,810,024 kl

Ｂ重油・Ｃ重油 487,708 20,370 17,756 0 2,614 ・・・ 734,274 kl

液化石油ガス 2,271 133 116 0 17 ・・・ 3,556 ｔ
コークス 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ

都市ガス 63 0 0 0 0 ・・・ 96 千㎥

事業用電力 13 1 1 0 0 ・・・ 19 百万kwh
製氷 874,384 66,166 57,633 0 8,533 ・・・ 1,242,600 ｔ

飼料 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ

塩 3,053 239 208 0 31 ・・・ 4,234 ｔ
めっき鋼材 1,250 112 98 0 14 ・・・ 1,704 ｔ

鋳鉄品 0 0 0 0 0 ・・・ 0 ｔ

海面漁業

合計

固有

単位

各エネルギー及び原材料の数量[固有単位]

エ
ネ

ル

ギ
ー

原

材
料

魚類計 あじ

類計

・・・
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手順 3：製品別に算出した海面漁業、海面養殖業、内水面漁業、内水面養殖業の各エネルギー及

び原材料投入量を合算し、製品別エネルギー及び原材料投入量を算出する。 

製品別エネルギー及び原材料投入量を下表表に示す。 

 

表 製品別エネルギー及び原材料投入量 

まあじ しまあじ むろあじ類
ガソリン 183,688 8,660 7,477 77 1,105 … 304,111 kl

灯油 9,349 423 354 19 50 … 18,824 kl

軽油 19,226 824 717 1 106 … 30,280 kl
Ａ重油 1,405,063 111,214 96,444 622 14,148 … 2,070,851 kl

Ｂ重油・Ｃ重油 503,686 20,724 17,933 177 2,614 … 806,904 kl

液化石油ガス 3,765 151 125 9 17 … 7,905 ｔ
コークス 288 0 0 0 0 … 288 ｔ

都市ガス 63 0 0 0 0 … 96 千㎥

事業用電力 392 2 1 1 0 … 593 百万kwh
製氷 890,263 66,298 57,699 66 8,533 … 1,283,119 ｔ

飼料 106,327 867 433 434 0 … 244,242 ｔ

塩 6,661 264 221 13 31 … 11,855 ｔ
めっき鋼材 1,434 116 100 2 14 … 2,579 ｔ

鋳鉄品 244 6 3 3 0 … 1,160 ｔ

各エネルギー及び原材料の数量[固有単位]

固有

単位

エ
ネ

ル

ギ
ー

原

材
料

魚類計 あじ

類計

・・・
海面・内水面

合計

 

 

手順 4-1：製品生産額当たりのエネルギー及び原材料投入量を算出する。 

製品別のエネルギー及び原材料投入量を製品別生産額で除すことによって、製品生産額当たりのエネ

ルギー及び原材料投入量を算出し、下表に示す。 

 

表 製品生産額当たりのエネルギー及び原材料投入量 

まあじ しまあじ むろあじ類

1,220,083 62,105 52,984 4,660 4,461 ・・・ 1,849,335 百万円
ガソリン 1.51.E-01 1.39.E-01 1.41.E-01 1.66.E-02 2.48.E-01 ・・・ 1.64.E-01 L/千円

灯油 7.66.E-03 6.81.E-03 6.68.E-03 4.12.E-03 1.11.E-02 ・・・ 1.02.E-02 L/千円
軽油 1.58.E-02 1.33.E-02 1.35.E-02 2.60.E-04 2.38.E-02 ・・・ 1.64.E-02 L/千円

Ａ重油 1.15.E+00 1.79.E+00 1.82.E+00 1.33.E-01 3.17.E+00 ・・・ 1.12.E+00 L/千円

Ｂ重油・Ｃ重油 4.13.E-01 3.34.E-01 3.38.E-01 3.80.E-02 5.86.E-01 ・・・ 4.36.E-01 L/千円
液化石油ガス 3.09.E-03 2.44.E-03 2.36.E-03 1.93.E-03 3.88.E-03 ・・・ 4.27.E-03 kg/千円

コークス 2.36.E-04 ・・・ 1.56.E-04 kg/千円
都市ガス 5.13.E-05 7.59.E-07 8.89.E-07 5.46.E-09 ・・・ 5.19.E-05 ㎥/千円

事業用電力 3.21.E-04 3.39.E-05 2.61.E-05 1.30.E-04 2.59.E-05 ・・・ 3.21.E-04 千kwh/千円
製氷 7.30.E-01 1.07.E+00 1.09.E+00 1.42.E-02 1.91.E+00 ・・・ 6.94.E-01 kg/千円

飼料 8.71.E-02 1.40.E-02 8.17.E-03 9.31.E-02 ・・・ 1.32.E-01 kg/千円
塩 5.46.E-03 4.25.E-03 4.16.E-03 2.71.E-03 6.89.E-03 ・・・ 6.41.E-03 kg/千円

めっき鋼材 1.18.E-03 1.87.E-03 1.88.E-03 4.67.E-04 3.24.E-03 ・・・ 1.39.E-03 kg/千円
鋳鉄品 2.00.E-04 9.27.E-05 5.43.E-05 6.18.E-04 ・・・ 6.27.E-04 kg/千円

[固有単位]
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手順 4-2：製品生産量当たりのエネルギー及び原材料投入量を算出する。 

製品別のエネルギー及び原材料投入量を製品別生産量で除すことによって、製品生産量当たりのエネ

ルギー及び原材料投入量を算出し、下表に示す。 
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表 製品生産量当たりのエネルギー及び原材料投入量 

まあじ しまあじ むろあじ類

3,939,777 282,403 249,040 3,058 36,415 6,384,093 t
ガソリン 4.66.E-02 3.07.E-02 3.00.E-02 2.52.E-02 3.03.E-02 … 4.76.E-02 L/kg

灯油 2.37.E-03 1.50.E-03 1.42.E-03 6.28.E-03 1.36.E-03 … 2.95.E-03 L/kg
軽油 4.88.E-03 2.92.E-03 2.88.E-03 3.96.E-04 2.92.E-03 … 4.74.E-03 L/kg

Ａ重油 3.57.E-01 3.94.E-01 3.87.E-01 2.03.E-01 3.89.E-01 … 3.24.E-01 L/kg

Ｂ重油・Ｃ重油 1.28.E-01 7.34.E-02 7.20.E-02 5.79.E-02 7.18.E-02 … 1.26.E-01 L/kg
液化石油ガス 9.56.E-04 5.36.E-04 5.02.E-04 2.94.E-03 4.75.E-04 … 1.24.E-03 kg/kg

コークス 7.31.E-05 … 4.51.E-05 kg/kg
都市ガス 1.59.E-05 1.67.E-07 1.89.E-07 6.68.E-10 … 1.50.E-05 ㎥/kg

事業用電力 9.95.E-05 7.45.E-06 5.56.E-06 1.97.E-04 3.18.E-06 … 9.29.E-05 千kwh/kg
製氷 2.26.E-01 2.35.E-01 2.32.E-01 2.17.E-02 2.34.E-01 … 2.01.E-01 kg/kg

飼料 2.70.E-02 3.07.E-03 1.74.E-03 1.42.E-01 … 3.83.E-02 kg/kg
塩 1.69.E-03 9.34.E-04 8.85.E-04 4.13.E-03 8.44.E-04 … 1.86.E-03 kg/kg

めっき鋼材 3.64.E-04 4.12.E-04 4.00.E-04 7.11.E-04 3.96.E-04 … 4.04.E-04 kg/kg
鋳鉄品 6.19.E-05 2.04.E-05 1.16.E-05 9.42.E-04 … 1.82.E-04 kg/kg

[固有単位]
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(3) まとめ 

 水産物は、同一種類のものであっても、海面漁業（遠洋、沖合、沿岸）、海面養殖業、内水面漁

業、内水面養殖業と様々な方法によって水揚げされている。本原単位は、水産物の種類ごとに、漁獲

方法別生産量でエネルギーや原材料等のインプットデータを按分することによって、漁獲方法ごとの特徴

を考慮するインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004 年 7 月 

2) 漁業・養殖業生産統計年報（2000 年）、農林水産省 

 

11.1.7. 各論：鉱業部門 

(1) 主たる情報源 

 平成 12 年エネルギー生産・需給統計年報、平成 12 年資源統計年報 1)および本邦鉱業の趨勢 2)

を用いて、インベントリデータを作成した。なお、本邦鉱業の趨勢は平成 12 年以降、統計内容が変わり

必要なデータが得られないため、平成 11 年版を使用した。エネルギー資源、金属鉱物資源については、

その多くを輸入によっているため、文献等の情報も活用した。 

 

(2) 鉱業における分類 

「鉱業」は大きく分けて、石炭・亜炭、原油・天然ガス、金属鉱物、非金属鉱物の分類に分けられる。

非金属鉱物以外の多くは輸入である。インベントリデータは、製品 1kg 当たりの原単位で表すのを原則

としているが、他の場合もある。 

 

(3) データの作成方法 

① 石炭・石油・天然ガス、金属鉱物 
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天然ガスおよび一部の金属を除いて、国内生産が少なく、国内外の文献、AIST-LCA

（JEMAI-LCA Pro）付属データをもとに作成した。鉱物資源の採掘には露天掘りと坑内掘りがあるが、

データの作成に当たってはこれらを区別した。また、金属鉱物では山元で精鉱まで選鉱して出荷する場

合もあり、金属によっては精鉱を含むインベントリとなっている。なお、採掘時の環境負荷は鉱物の品位に

より大きく異なるため、可能な限り品位を示し、資源量の評価に考慮できるようにした。 

 

② 非金属鉱物 

平成 11 年本邦鉱業の趨勢に掲載されている次の統計を利用し、次の数値を得た。 

 

ア）「産出・投入・付加価値額統計表」より詳細分類の各鉱業の生産金額 

イ）「資材使用額統計表」より詳細分類の各鉱業の各資材の使用金額 

ウ）「燃料・電力使用額及び数量統計表」より詳細分類の各鉱業の電力及び各燃料の使用数量 

エ）「品目別、生産数量及び生産金額統計表」より品目毎の生産数量と生産金額 

 

上記統計において、各鉱業が生産していると考えられる品目の合計金額（エの数値）が、その鉱業

の生産金額（アの数値）に一致しないケースが多い。そこで、各鉱業の生産金額（ア数値）がその鉱

業の生産したと考えられる品目の合計金額（エの数値）に一致するように換算係数を設定し、その換

算係数をイ）、ウ）の統計表の各鉱業の数値に乗じて資材使用額、燃料・電力使用数量を定める。

その後、資材使用額(円)、燃料・電力使用数量（L,kg,kWh）を生産量（㎏）で除して原単位とし

た。 

なお、「砕石・砂・砂利」は大理石採石業とかんらん岩採石業を合算して作成し、「その他の窯業原料」

は耐火粘土鉱業、ろう石鉱業、長石鉱業、陶石鉱業、カオリン鉱業の合算であり、「その他非金属鉱

物」は酸性白土鉱業、ベントナイト鉱業、けいそう土鉱業、その他非金属鉱業の合算である。 

 

(4) まとめ 

 「05 鉱業」にかかわるデータ作成では、（3）の方法でインベントリデータを作成した。金属鉱物資源に

ついては、国内生産がほとんどないため「その他の金属鉱物」として扱われる。非金属鉱物については当

該の鉱業活動を行う全ての事業所を調査対象にした政府統計「本邦鉱業の趨勢」を情報源にした。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年 資源統計年報 経済産業省経済産業局調査統計部編 

2)  平成 11 年 本邦鉱業の趨勢 通商産業大臣林官房調査統計部編 

 

11.1.8. 各論：建築部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、建設部門分析用産業連関表 1)と建築統計年報 2)を用いて、インベントリデータを作成し

た。 
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(2) データの作成方法 

① 建築における分類 

 建築物の分類は、建物構造（木造・SRC 造・RC 造・S 造など）、工法（在来型、量産型）用途

（住宅・事務所・工場など）など様々な分類方法がある。建物構造別、工法別、用途別の組み合わ

せでインベントリデータを整備することが適当と考える。そこで、これらの組合せを基本としてデータを整備し

た。具体的には、後述する建設部門分析用産業連関表で用いられている分類が本旨に適切と考え、

同表において用いられている分類をそのまま用いた。 

 

表 建築物の分類 

 
 

② データの作成方法 

建築物の原単位は、延床面積で考えられることが多い。建築物は基本的に一品生産で、その規模の

差があまりにも大きく、建物 1 棟あたりでは平均的なデータを提供するのが難しいからである。そこで本イン

ベントリデータベースにおいても、原単位は延床面積（㎡）あたりとして考えることとした。 

日本建築学会 地球環境委員会 LCA 手法統合開発小委員会（主査：伊香賀俊治、幹事：

小林謙介）では、建築物の設計者向けに建物の LCA 指針 1)を出版するとともに、LCA ソフトを公開し

ている。この中に、構造別・用途別の原単位（CO2、NO2、SO2、CH4、…のみ）が整備されている。

本データベースにおける建築物のデータベースは、建物の LCA 指針におけるデータ作成手法に基づいて

構築することとした。 

建物の LCA 指針の中では環境負荷算出結果のみ記載されており、建物ごとの資材投入データは記

載されていない。そこで、本書のデータベース構築方法に基づいて資材投入データを算出した。建物の

LCA指針は建設部門分析用産業連関表 2)を用いた環境影響分析を行っている。建設部門分析用産

業連関表には、構造別・工法別・用途別の金額（年間）が掲載されている。これに、建物の LCA 指

針に記載された各資材の単価を乗じた。また、建築統計年報 3)を用いて、建物ごとの建築された延床

面積で除し、各建築物の平均資材投入量を推計した。 

 本データベースでは、基本データとして 18 データを作成しているが、建設部門分析用産業連関表かこ

れよりも細かい分類でデータが整備されており、当該統計からより細かいインベントリデータを作成すること

が可能である。これらは、個別データとして作成し、収録した。また、更に細かい分類でのデータが必要な

場合は、建築設計者向けの LCA 計算ソフトが開発されており、詳細な検討ができるようになっている 1)。

また、自ら建築資材や施工エネルギーを積み上げて評価する場合、原単位あたりの建築資材投入量や

視点 分類 内容
木造 構造材料として木材を用いて作った住宅の総称。

SRC造
鉄骨鉄筋コンクリート造。鉄骨を中心として、その周囲を鉄筋コンクリート構造とした部材によって
形成される構造。

RC造 鉄筋コンクリート造。鉄筋コンクリート（鉄筋で補強されたコンクリート）を用いた構造。

S造 鉄骨造。鉄骨部材（形鋼、鋼板、鋼管など）で組立てる構造形式。
在来型 主に木造住宅でプレハブや機械化などの新しい工法ではなく従来から一般に普及した工法。

量産型
建築部材をあらかじめ工場で作成して現場では簡単な組み立てや取り付けだけで済むようにした

工法。
住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築または改造された建物。

事務所 建物の全部または大部分が事務室およびその関連する室で構成されている建物。

工場
原料、材料、設備機械、労働力などをひとつの場所に集めて、継続的に生産加工作業を行う施
設。並びに関連する付属施設の総称。

用途

構造

工法
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施工に伴うエネルギー消費量は、積算時の情報を活用することもひとつの方法と考えられ、参考になる文

献には国土交通省の積算基準 4)、経済調査会の建築工事の積算 5)などを挙げることができる。 

 

(3) まとめ 

 「06 建築」にかかわるデータ作成では、建設部門産業連関表や建築統計年報を用い、日本建築学

会の指針に基づく形でインベントリデータを作成した。 

 

参考文献（5.3.5の文献） 

1) 建物の LCA 指針、社団法人日本建築学会地球環境委員会、2006 

http://news-sv.aij.or.jp/tkankyo/s0/site/arc08.html （ソフトウェアダウンロード可能） 

2) 平成 12 年 建設部門分析用産業連関表、財団法人建設物価調査会、2004.12 

3) 建築統計年報 平成 12 年度版、財団法人建設物価調査会、 

4) 国土交通省建築工事積算基準 平成 13 年度版、財団法人建築コスト管理システム研究所

（国土交通省大臣官庁官房営繕部監修）、2001 

5) 【改訂 8 版】建築工事の積算、財団法人経済調査会積算研究会、2005 

 

11.1.9. 各論：土木部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、建設部門分析用産業連関表 1)を用いて、インベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

① 土木における分類 

 土木構造物は一般に木造で建築されることは少なく、コンクリートと鉄が主たる原料になることが殆どで

ある。従って、原単位は用途による依存が大きいと考えられる。土木構造物の用途には、道路、治水、

河川、下水道、空港、公園など様々なものがある。ここでは、建設部門分析用産業連関表における分

類をもとに土木構造物の分類を行った。 

 

② データの作成方法 

 土木構造物は、金額以外の原単位を設定することが難しいと考えられる。たとえば道路を例にとると、

道路の車線数、地盤の状況、橋梁・トンネル工事の有無など、さまざまな条件によって負荷が大きく変わ

ってくることが考えられる。従って、単純に道路長さあたりでインベントリデータを整備するのは難しいと思わ

れる。以上のことから、土木構造物については金額ベースでインベントリデータを整備することとした。 

 土木分野のインベントリデータベースは、建築物と同じように、建物の LCA 指針の考え方を用い、建設

部門分析用産業連関表および建物の LCA 指針における単価表を用いて作成した。 

 土木学会地球環境委員会では、平成 6～8 年度に、環境負荷評価（LCA）研究小委員会を設

置し、主要な土木構造物の事例評価を行っている 2～5)。この中では、事例評価ではあるが、道路舗装、

ダム、トンネル、橋梁上部工、下水処理場についての CO2 排出量評価が行われている。活動報告書に
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は投入資材やエネルギー源単位も記載されており、これらの情報はより細かい検討を行う際の参考情報

になると考えられる。 

 

(3) まとめ 

 「07 土木」にかかわるデータ作成では、建設部門産業連関表を用い、日本建築学会の指針に基づく

形でインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 建物の LCA 指針、社団法人日本建築学会地球環境委員会、2006 

http://news-sv.aij.or.jp/tkankyo/s0/site/arc08.html （ソフトウェアダウンロード可能） 

2) 土木建設業における環境負荷評価（LCA）検討部会 平成 6 年度調査研究報告書、土木学

会地球環境委員会土木建設業環境管理システム研究小委員会第 2 部会、平成 7 年 6 月 

3) 土木建設業における環境負荷評価（LCA）検討部会 平成 7 年度調査研究報告書、土木学

会地球環境委員会環境負荷評価（LCA）検討小委員会、平成 8 年 4 月 

4) 土木建設業における環境負荷評価（LCA）検討部会 平成 8 年度調査研究報告書、土木学

会地球環境委員会環境負荷評価（LCA）検討小委員会、平成 9 年 3 月 

5) 土木建設業における環境負荷評価（LCA）検討部会 講演要旨集、土木学会地球環境委員

会環境負荷評価（LCA）検討小委員会、平成 9 年 8 月 

 

11.1.10. 各論：食料品部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、食料需給表 1)と食品流通統計年鑑 2)と酒類食品統計年報 3)を用いて、2000 年のイン

ベントリデータを作成した。 

 

(2) 食料品における分類 

「食料品」は大きく分けて、畜産食料品、水産食料品、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食品、調味

料、糖類、精穀・製粉品、パン・菓子、動植物油脂、その他の食料品に分けられる。 

内容は多岐にわたっており、インベントリデータは、製品 1kg 当たりの原単位で表すのを原則としているが、

しょう油等は製品 1L 当たりとしている。めん類とパンは製品中の小麦粉 1kg 当たりの原単位になってい

る。また、産業連関表を利用してデータを作成し、かつその製品の平均単価の設定ができない場合には、

製品 1 円当たりの原単位になっている。 

 

(3) データの作成方法 

① 製品生産量と原材料の内訳等の資料が得られた場合 

 生産量の統計と原材料の統計の対象範囲が同じと見なせる場合には、各原材料数量を生産量で除

してインベントリデータを得た。 
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生産量の統計と原材料の統計の対象範囲が同じと見なせない場合には、生産量より歩留まりを推定

し、マテリアルバランスを考慮して原材料総量を推計し、原材料の統計より各原材料の数量の比率を求

め原単位化した。 

 

② 製品生産量の内訳等の資料が得られた場合（原材料の内訳等の資料が得られない場合） 

原材料資料が得られず複数種類の製品生産がある場合には、各製品の標準的な製法による原材

料の品目と数量を推定し、それらを合計してから、製品生産量合計で除して原単位化した。例えば、野

菜缶詰は種類ごとの生産量が食品流通統計年鑑上巻より得られるので、歩留まりを推定すれば原料

野菜の種類と数量が推計できる。 

また、統計資料、業界団体 HP などにより、原材料の広いくくりの用途別販売量(消費量)が得られる

場合には、それを利用して投入量を推計した。例えば、農水省図書館電子化図書「菓子関係指標(平

成 15 年 1 月)」砂糖の用途別消費動向（精糖工業会調べ）より平成 12 年度に菓子類全体に使

用された砂糖の数量を求められる。それを、各菓子の生産量(重量)で按分して投入した。 

 

③ 製法が推定できる場合（製品生産量と原材料の内訳等の資料が得られない場合） 

生産量、原材料量ともに資料が得られないときで、レシピ等を調べて原材料の品目と数量を推定でき

るときは、それより製品1kｇ当たりの原材料原単位を求めた。また、日本食品標準成分表 4)により原材

料中の成分の一部を推定した。 

 

④ 具体的資料の得られない場合（その１） 

 生産動態統計等の情報より作成(情報のない一部細分類産業は産業連関表より作成)した各細分

類産業に投入される原材料原単位データと、工業統計(品目編）に記載のある「詳細分類レベルの製

品の製造業種（細分類レベル）別の出荷額の値」を用いて詳細分類製品のデータ（異なる単位が混

在することが多い）を作成し、精査することで、この製品の原材料投入原単位を算出した。なお、単位

換算等が可能な時は、工業統計の原材料比（原材料費合計金額／製品出荷額合計）に合うよう

に定数を乗じて原単位とした。 

 

⑤具体的資料の得られない場合（その２） 

 前項④の方法で作成したデータが適当でないと判断した時、以下の方法を用いた。 

 産業連関表より得た細分類産業ごとの原材料投入額と工業統計(品目編）を用いて作成した詳細

分類製品 1 円当たりの原材料データ（円単位）を精査したのち、合計金額が工業統計原材料比に

合うように定数を乗じてこの製品の原材料投入原単位とした。さらに、単価が設定できるときは、単価を

利用して kg（または L）当たりの原単位に変換した。(詳しくは、産業連関表によるデータ作成を参照) 

 

(4) まとめ 

 「09 食料品」にかかわるデータ作成では、原材料の一部のみ資料が得られるときなどは（3）の①～

⑤の複数を組み合わせてインベントリデータを作成したが、ウェブサイトにおいて、企業、業界団体等のHP

なども、参考にした。 
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参考文献 

1) 平成 14 年度 食料需給表 農林水産省大臣官房食料安全保障課編 

2) 2004 年版食品流通統計年鑑 上巻、下巻 株式会社流通システム研究センター、2004.5 

3) 08-09 年度版酒類食品統計年報＜リニューアル版＞（株）日刊経済通信社 2008.11 

4) 五訂増補日本食品標準成分表 文部科学省科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告書 

 

11.1.11. 各論：飲料・たばこ・飼料部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、食品流通統計年鑑 1)と酒類食品統計年報 2)を用いて、2000 年のインベントリデータを

作成した。 

 

(2) データの作成方法 

① 飲料・たばこ・飼料における分類 

 「飲料・たばこ・飼料」は大きく、清涼飲料、酒類、茶・コーヒー、製氷、たばこ、飼料・有機質肥料に分

類できる。インベントリデータは清涼飲料、酒類は製品 1L 当たりで表しているが、詳細分類品目によって、

1kg 当たり、1 本当たり、1 円当たりとした場合もある。 

 

② データの作成方法 

 食品流通統計年鑑等で、インベントリ作成のための情報が得られる場合もあるが、原材料に関する資

料がほとんど得られない場合もあった。データが得られない場合には、原則として製品生産量の内訳をもと

に原材料を推定した。例えば焼酎生産量の内訳（イモ、麦、米、ソバ等）より、推計を加え原材料の

内容と量を決めた。また、標準的な製造法を想定して製品 1kg(1L)製造するのに必要と考えられる原

材料の品目と数量を推定したデータもある。 

 

それも作成できない場合には、ここの分野はその細分類産業に属する詳細分類製品が一種か少数で

ある場合が多いということに注目し、次の方法を用いた。 

産業連関表 3)より得た細分類産業ごとの原材料投入額を細分類産業の生産額で除して算出した

細分類産業の原材料原単位データを、精査してから、合計金額が工業統計原材料比に合うように定

数を乗じて、この詳細分類製品の原材料投入原単位とした。 

さらに、それに加えて他の情報から得たデータで補完した場合もある。 

 

(3) まとめ 

 「10 飲料・たばこ・飼料」にかかわるデータ作成では、関連統計から十分にデータが得られない場合もあ

り、ウェブサイトその他より各種のデータを得て推計して、また産業連関表を用いて作成した。 

 

参考文献 

1)  2004 年版食品流通統計年鑑 上巻、株式会社流通システム研究センター、2004.5 
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2) 08-09 年度版酒類食品統計年報＜リニューアル版＞（株）日刊経済通信社 2008.11 

 

11.1.12. 各論：繊維工業製品部門 

(1) 主たる情報源 

 繊維工業統計年報（平成12年）1)、石油等消費等構造統計年報（平成12年）2)、工業統計

表（平成 12 年）3) 4) 、産業連関表 5)を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

① 繊維工業製品における分類 

 日本標準産業分類による分類が本旨に適切と考え、その細分類に従って分類した。また、詳細分類

の項目は、基本的に細分類と同じとした。但し、ねん糸、かさ高加工糸、染色整理のように、その分類自

体が加工業に該当するような分類があり、これらは、加工データとして別分類とした。 

 

② データの作成方法 

繊維工業製品の原単位は、糸、紡績糸については、単位重量（kg）あたりとし、織物等については

単位面積（m3）あたりとして、生産数量を分母として原材料、エネルギー、用水の原単位を求めた。

生産数量は基本的に繊維工業統計年報のデータを使用し、一部記載されていない製品については工

業統計表のデータを採用した。紡績糸等の原材料の数量は基本的に繊維工業統計年報のデータを使

用した。また、記載されていない原材料、例えば製糸、ニット生地、漁網等については生産数量より妥当

な原材料を採用し、歩留まりを 90%と設定して算出した。エネルギーは石油等消費構造統計年報のデ

ータを使用し、また用水は工業統計表 用地・用水編のデータを使用した。繊維工業統計でデータが入

手できないものについては、産業連関表を用いてデータ作成した。 

織物等の単位重量と単位面積の換算については、必要な場合にウェブサイトの情報を参考に、妥当

と考えられる換算値を用いた。このほか、本データの分類に沿っておらず、例えばエネルギーが複数の分類

をまとめた、より大きい分類のデータとなっている場合は、各分類の生産数量に応じて配分して算出した。 

 

(3) まとめ 

 「11 繊維工業製品」」にかかわるデータ作成では、繊維工業統計年報、石油等消費等構造統計年

報、工業統計表、産業連関表を用い、日本標準産業分類に基づく形で細分類ごとにインベントリデータ

を作成した。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年 繊維統計年報 経済産業省 平成 13 年 6 月 

2) 平成 12 年 石油等消費構造統計年報 経済産業省 平成 14 年 3 月 

3) 平成 12 年 工業統計表（産業編） 経済産業省 平成 14 年 4 月 

4) 平成 12 年 工業統計表 用地・用水編 経済産業省 平成 14 年 5 月 

5) 平成 12 年 産業連関表 経済産業省 平成 16 年 7 月 
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11.1.13. 各論：繊維工業製品部門 

(1) 主たる情報源 

 生産動態統計である繊維統計年報 1)を用いて、生産製品とそれに消費される原材料との関係を推

計し、石油等消費等構造統計年報（平成12 年）2)、工業統計表（平成12 年）3) 4) 、産業連関

表 5)を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

① 衣服・その他の繊維製品における分類 

 衣服・繊維製品のインベントリを統計により求めるためには、統計の分類項目数が粗く、また少ないこと、

更に、詳細分類に該当する工業統計表調査用商品分類の項目は、LCA 実施者が利用するバックグラ

ンドデータとして整備するには細かすぎると判断し、日本標準産業分類の中分類及び細分類でインベン

トリデータを作成した。また、詳細分類の項目は、基本的に細分類と同じとした。 

衣服・その他の繊維製品における分類には、大きくは織物製とニット製に分かれており各々、外衣・乳幼

児・下着類・シャツ類・寝着類等に細分される。 

 

② データの作成方法 

繊維統計年報 1)に記載されている原材料と考えられる項目ごとに、その原材料が使用されていると考

えられるプロセスを判断した。投入物の単位について、衣服・繊維製品で消費される原材料の繊維原

料・原糸の単位は t であるが、その繊維原料・原糸から構成される原反は千 m2 の単位として示されて

いる。また、分母となる生産金額は、工業統計表 2)の細分類出荷額をもとに配分した。エネルギーは石

油等消費構造統計年報 3)のデータを使用し、また用水は工業統計表 用地・用水編 4)のデータを使用

した。 

 

(3) まとめ 

「12 衣服・その他の繊維製品」にかかわるデータ作成では、繊維統計年報、工業統計表、石油等消

費等構造統計年報、産業連関表を用い、本データベース分類に従いインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年 繊維統計年報 経済産業省 平成 13 年 6 月 

2) 平成 12 年 工業統計表（産業編） 経済産業省 平成 14 年 4 月 

3) 平成 12 年 石油等消費構造統計年報 経済産業省 平成 14 年 3 月 

4) 平成 12 年 工業統計表 用地・用水編 経済産業省 平成 14 年 5 月 

5) 平成 12 年 産業連関表 経済産業省 平成 16 年 7 月 
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11.1.14. 各論：木材・木製品(家具・装備品を除く)部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、木材需給報告書 1)と林業統計要覧 2)と窯業・建材統計年報 3)をもとに 2000 年のデー

タを作成した。ただし、十分に情報が得られない内容については、各種論文、企業や業界団体の HP な

どを参考に推計してインベントリデータを作成している場合も多い。 

 

(2) 木材・木製品(家具・装備品を除く)における分類 

「木材木製品(家具・装備品を除く)」は大きく、製材業・木製品、造作材・合板・建築用組立材料、木

製容器(竹・とうを含む)、その他の木製品、の小分類に分けている。原材料の統計資料がある場合、製

品の統計資料がある場合、いずれもない場合などによって、インベントリデータの作成方法が異なる。原

単位は 1m3 当たり、1m2 当たり、1kg 当たり、1 円当たりと詳細分類品目により異なる場合がある。 

 

(3) データの作成方法 

① 製品生産量と原材料の資料が得られた場合 

 生産量の統計と原材料の統計の対象範囲が同じと見なせる場合には各原材料数量を生産量で割れ

ばインベントリデータとなる。ただし、原材料用途の項目の分類が粗く、その分類に入る各製品の違いがあ

まりない場合には、その分類に内包される製品は同じ投入原単位とした。例えば、一般製材品のように、

製品が板類、ひき割り類、ひき角類、等のように用途別出荷量データがあるが、原材料は一般製材業で

国産素材、輸入素材の量(千 m3)が得られるので、一般製材品の各製品の原単位は同じになる。 

生産量の統計と原材料の統計の対象範囲が同じと見なせない場合には、生産量より歩留まりを推定

し、マテリアルバランスを考慮して原材料総量を推計し、原材料の統計より各原材料の数量の比率を求

め原単位化した。 

 

② 製品生産量の資料が得られた場合（原材料資料が得られない） 

原材料資料が得られず、製品の資料が得られる場合には、歩留まりを設定して原材料量を推計し

た。 

 

③ 製法が推定できる場合（生産量、原材料量の資料が得られない場合） 

生産量、原材料量ともに資料が得られなく、製法が推定できるとき、論文、HP その他を調べて原材

料の品目と数量を推定し、それより製品 1m3 当たりの原材料原単位を求めた。 

 

④ 細分類産業に投入される原材料データが得られる場合(生産量、原材料量の資料が得られない場

合) 

 生産動態統計等の情報より作成(情報のない一部細分類産業は産業連関表より作成)した各細分

類産業に投入される原材料原単位データと、工業統計(品目編）に記載のある「詳細分類レベルの製

品の製造業種（細分類レベル）別の出荷額の値」を用いて詳細分類製品のデータ（材料ごとに単位

が異なることが多い）を作成し、精査することで、この製品の原材料投入原単位を算出した。なお、単

位換算等が可能な時は、工業統計の原材料比（原材料費合計金額／製品出荷額合計）に合うよ

うに定数倍して原単位としている。 
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⑤ 具体的資料の得られない場合 

 産業連関表 4)より得た細分類産業ごとの原材料投入額と工業統計(品目編）を用いて作成した詳

細分類製品 1 円当たりの原材料データ（円単位）を精査したのち、合計金額が工業統計原材料比

に合うように定数を乗じてこの製品の原材料投入原単位とした。さらに、単価が設定できるときは、単価

を利用して kg（または m2）当たりの原単位に変換した。  

 

(4) まとめ 

「13 木材木製品(家具・装備品を除く)」にかかわるデータ作成では、（3）の①～⑤のいずれか又は

組み合わせてインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 平成 14 年木材需給報告書、農林水産省統計部編 （注.平成 12 年のデータも記載あり） 

2) 2002 林業統計要覧、林野庁編、2004.6 

3) 平成 12 年窯業・建材統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

4) 平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004.3 

 

11.1.15. 各論：家具・装備品部門 

(1) 主たる情報源 

本データは、原材料使用量、製品生産量のいずれに関する統計資料も殆ど得ることができなかった。

このため多くは産業連関表のデータをもとに作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 次の、①、②を比較してよりよいと考える方と採用した。 

①産業連関表 1)より作成した各細分類産業に投入される原材料原単位データと、工業統計(品目編）

に記載のある「詳細分類レベルの製品の製造業種（細分類レベル）別の出荷額の値」を用いて詳細

分類製品のデータ（円単位）を作成し、精査、つまり不適と判断した項目を削除してから、工業統計

の原材料比（原材料費合計金額／製品出荷額合計）に合うように定数倍して、この製品の原材料

投入原単位とした。 

 

②（一部は）生産動態統計の情報より作成(情報のない細分類産業は産業連関表より作成)した各

細分類産業に投入される原材料原単位データと、工業統計(品目編）に記載のある「詳細分類レベル

の製品の製造業種（細分類レベル）別の出荷額の値」を用いて詳細分類製品のデータを作成し、精

査してから、可能なものは、工業統計の原材料比（原材料費合計金額／製品出荷額合計）に合う

ように定数倍して、この製品の原材料投入原単位とした。 

 

さらに、見直し精査で、若干の不適な項目を追加削除した製品もある。また、作成するにあたり、メー

カーのホームページ等で可能な限りの情報を収集して参考とし、原材料を一部補完した製品もある。な
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お、作成されたインベントリデータは、多くは 1 円当たりであるが、項目によっては1 台、1 個当たりのものも

ある。 

 

(3) まとめ 

「14 家具・装備品」にかかわるデータ作成では、産業連関表、工業統計などからインベントリデータを

作成した。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004.3 

 

11.1.16. 各論：パルプ・紙・紙加工品部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、紙・パルプ統計年報 1)と窯業・建材統計年報 2)をもとに 2000 年のデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

①紙パルプ統計年報にデータのあるものは、原材料消費量を、各製品の生産量の比で按分した。ただし、

薬剤消費量については、50 人以上の事業所のデータのため、工業統計表従業者別原材料使用額等

を用いて、全事業所分に換算後按分した。古紙については段ボール原紙、白板紙類、雑板紙類に分け

て古紙率を推計し、投入量を決めた。 

繊維板については、窯業・建材統計年報のデータに基づいて、原材料を、製品の重量比（製品の比

重は推計）で按分した。 

 

②少数であるが業界団体等のホームページなどから資料を得てデータ作成した製品もある。 

全段連の“段ボールの LCI データ算定概要”を利用して、データ作成した段ボール箱などがこれにあたる。 

 

③資料の得られない紙製品等は、生産動態統計と産業連関表 3)等より作成した各細分類産業に投

入される原材料原単位データと、工業統計(品目編）に記載のある「詳細分類レベルの製品の製造業

種（細分類レベル）別の出荷額の値」を用いて詳細分類製品のデータ（材料ごとに単位が異なること

がある）を作成し、精査してから、可能なものは、工業統計の原材料比（原材料費合計金額／製品

出荷額合計）に合うように定数倍して、この製品の原材料投入原単位を算出した。 さらに、見直し精

査で、若干の不適な項目を追加削除した製品もある。 

なお、前記と似ているが、産業連関表のみより作成した各細分類産業に投入される原材料原単位デ

ータと、工業統計(品目編）に記載のある「詳細分類レベルの製品の製造業種（細分類レベル）別の

出荷額の値」を用いて詳細分類製品のデータ（円単位）を作成し、精査、つまり不適と判断した項目

を削除してからこの製品の原材料投入原単位としている製品もある。 

 

(3) まとめ 
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「15 パルプ・紙・紙加工品」にかかわるデータ作成では、パルプ・紙は主に紙・パルプ統計年報を利用して、

パルプ・紙以外の加工紙、紙製品等は主に産業連関表等を利用してインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1)平成 12 年 紙・パルプ統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2)平成 12 年 窯業・建材統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

3)平成 12 年（2000 年）産業連関表、総務省、2004.3 

 

11.1.17. 各論：化学工業製品部門 

(1) 主たる情報源 

「17 化学工業製品」は単一の具体的な化合物であり、個別にデータが作成されており、これらを活用

して優先して原単位を作成した。この情報源としては、AIST-LCA Ver.4（JEMAI-LCA Pro）1)の標

準データ、オプションデータパックデータ、既存の文献（報告書・論文）などである。また、個別の情報が

ない場合は、産業連関表 2)を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 化学工業製品について、AIST-LCA Ver.4（JEMAI-LCA Pro）のオプションデータパックには化学

反応式をもとにプロセスシミュレータを用いて作成したインベントリデータが多数存在する。「17 化学工業

製品」の項目が、具体的な化学工業製品であり、かつ標準データやオプションデータパックにデータが整備

されている場合は、そのデータを用いた。 

また、「17 化学工業製品」に関する統計には、化学工業統計年報 3)があり、少数の項目ではあるが、

原材料消費量のデータが掲載されているものがああり、これらの統計からのデータも活用した。データが入

手できないものについては、既存文献や、5.2.2 項に示した産業連関表（によるデータ作成によりインベ

ントリデータを作成した。 

原単位は、一般的に使用される単位重量（kg）、もしくは単位容量（L）が妥当と考え、基本的には

化学量論に従って、生産数量を分母として原材料、エネルギー、用水の原単位を求めた。1 つの製品で

複数の製造法がある場合、あるいは1 つの製品分類でも複数の物性の製品の製造法がある場合につい

ては、各製造法の生産数量の重量比で、生産数量の情報がない場合は平均して、日本平均の原単

位を算出した。 

 

 (3) まとめ 

 「17 化学工業製品」」にかかわるデータ作成では、プロセスシミュレータより作成したデータ、環境負荷を

記述した論文・報告書、既往データ、産業連関表を用いて算出したデータを用い、日本標準産業分類

に基づく形で詳細分類ごとにインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 
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1) AIST-LCA Ver.4（JEMAI-LCA Pro）、産業技術総合研究所、（産業環境管理協会）、

2005.11 

2)  平成 12 年 産業連関表 経済産業省 平成 16 年 7 月 

3)  平成 12 年 化学工業統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部、経済産業省 平

成 13 年 6 月  

 

11.1.18. 各論：石油製品・石炭製品部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、石油製品油種別 LCI 作成と石油製品環境影響評価調査報告書 1)を用いてインベント

リデータを整備した。当該報告書で情報が得られない場合は、既存文献および産業連関表 2)を用いて

インベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 当該分類におけるインベントリデータは、原則として石油製品油種別 LCI 作成と石油製品環境影響

評価調査報告書のデータに基づくものとした。また、本データベースでは、配分前のプロセスデータを作成

することを原則としているが、当該分類については、質量基準など単純な配分方法と当該報告書が採用

していないため、配分実施後の値を利用した。 

 当該報告書では、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、A 重油、C 重油、液化石油ガスについてのインベント

リデータが掲載されている。これらにないもののうち、B 重油は、A・C 重油の平均を用いることとした。ジェッ

ト燃料油・パラフィンについては、灯油と同じデータを用いることとした。また、精製・混合用原料油はナフサ

のデータで代替、石油ガスは LPG を単位換算し代替した。 

 潤滑油等の十分にデータが得られなかった項目については、既存文献等からインベントリデータを作成し

た。また、回収いおうなどについては、負荷を持たないものと考えた。このほか、その他の石油製品・石炭製

品に限っては、産業連関表 2)によるデータ作成によりインベントリデータを作成した。 

 

(3) まとめ 

 「18 石油製品・石炭製品」にかかわるデータ作成では、主として、石油製品油種別 LCI 作成と石油

製品環境影響評価調査報告書を用いてインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1)  石油製品油種別 LCI 作成と石油製品環境影響評価調査報告書、財団法人石油産業活性化

センター、2000.3 

2) 平成 12 年 産業連関表 経済産業省 平成 16 年 7 月 

 

11.1.19. 各論：石油製品・石炭製品部門 

(1) 主たる情報源 
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本データは、国立環境研究所、プラスチックの樹脂別・用途別需要量（詳細版）1)、工業統計表、

産業連関表、生産動態統計を情報源とした。 

国立環境研究所では、国内における 2000 年の合成樹脂の需要について、生産、国内出荷、輸出、

輸入の各数量に基づき、合成樹脂種類別（54 分類）・用途別（29 分類）に推計している。この調

査は、社団法人化学経済研究所「合成樹脂需要構造調査報告書」（発行 1996 年まで、データ

1994 年まで）との整合性をとりつつ、2000 年の統計データや業界ヒアリング等をもとに 2000 年の需

要を推計したものである。 

 

(2) データの作成方法 

「19 プラスチック製品」では、原則として本報告書を用いた。なお、本報告書では、プラスチック製

品製造時の加工ロスが平均約 2.2%存在するとあり、プラスチック製品 1kg あたりの原材料投入量が

1.022kg になるように原材料投入量を調整した。各原材料投入比率は変更せず、総量を調整した。 

プラスチック製品の加工品に関しては、原材料を樹脂原料から産業分類小分類のプラスチック製品に

変更し、製品 1 円あたりの原材料投入額を工業統計表から抽出した「品目別出荷額・原材料使用額

比」に沿うよう設定変更した。 

廃プラスチック製品は、原材料を再生プラスチック成形材料に変更し、加工ロスを 2.2%として、原材

料投入量を調整した。なお、明らかに使用されていないと推測できる原材料はあらかじめ削除した。 

 

 (3) まとめ 

「19プラスチック製品」にかかわるデータ作成では、プラスチックの樹脂別・用途別需要量などを用いてイ

ンベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照先 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html （ダウンロード可

能） 

2) 合成樹脂需要構造調査報告書、通商産業省基礎産業局（出版社名：化学経済研究所）、

1996.8 

 

11.1.20. 各論：ゴム製品部門 

(1) 主たる情報源 

 ゴム製品は、ゴム製品統計年報 1)などの情報を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

ゴム製品統計年報には、新ゴム（生ゴム、ラテックスなど）、再生ゴム、タイヤコードなどの原材料につ

いて消費側のデータは、「タイヤ・チューブ用」、「履物・引き布・その他用」、「ベルト・ホース・工業用品」な

http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html
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ど用途別に分類され、新ゴム等の消費量データが掲載されている。これらの用途別分類は粗いため、詳

細分類レベルのインベントリデータ作成の際には、出荷量比で按分した。 

 これらの値に対し、各項目の生産量で除すことによってインベントリデータ化した。インベントリデータの機

能単位は、統計に記載されている生産量の単位をもとにした。このため、kg-新ゴム（トラック・バス用タイ

ヤ等）、cm プライ（コンベヤゴムベルト）など、特有の単位も存在する。 

 なお、具体的に製品等を特定できない、「その他の○○」などのように、統計に記載されていない項目は、

工業統計原材料費と産業連関表を用いる方法によりインベントリデータを作成した。 

 

(3) まとめ 

 「20 ゴム製品」は、ゴム製品統計年報などの情報を用いてインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) ゴム製品統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

 

11.1.21. 各論：なめし革・同製品・毛皮部門 

(1) 主たる情報源 

 なめし革・同製品・毛皮は、雑貨統計年報 1)などの情報を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 雑貨統計年報には、革の出荷内訳が記載されている。品目は、牛底革、牛・馬・豚・やぎ・めん羊のク

ロム甲革、牛・豚・やぎ・めん羊のぬめ革がある。出荷先は製靴、かばん、袋物、衣服、手袋、運動用具、

服装バンド、その他の項目がある。 

 これらを各プロセスに配分した。機能単位は、革は枚、履物は足、手袋は双、かばんは個などの単位が

ある。物量単位が得られない場合も多く、それらは円単位での単位となっている。 

 

 (3) まとめ 

 「21 なめし革・同製品・毛皮」は、雑貨統計年報などの情報を用いてインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 雑貨統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部 

 ＊現在は、雑貨統計はなく、繊維・生活用品統計年報に集約されている。 
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11.1.22. 各論：窯業・土石製品部門 

(1) 主たる情報源 

 本分野は、主として窯業・建材統計年報 1)、資源統計年報 2)、工業統計表（品目編）3)を用いて、

インベントリデータの作成を行った。窯業・土石製品分野は分類される製品が多岐にわたるため、情報が

得られない製品については産業連関表 4)データも利用した。 

 

(2) データの作成方法 

① 窯業・土石製品分野のデータ源 

 窯業・土石製品分野は分類される製品が多岐にわたる。このため関連する統計資料も多数ある。 

窯業・建材統計年報からは、ガラス・同製品、セメント・同製品、耐火煉瓦、炭素製品、研削砥石、

石綿製品、せっこう製品、繊維板及びパーティクルボード、金属製建具、プレハブ住宅について生産数

量・出荷金額・在庫の統計データが得られる。資源統計年報からは、光ファイバ製品等のデータが利用

できる。工業統計表（品目編）からは、詳細分類毎の生産数量と窯業データが活用できる。本分野で

は、これらのデータを活用してデータを作成した。 

これらのデータだけでは得られない場合は、社団法人セメント協会、板硝子協会等の関係団体・協会

などの資料も用いた。また、それでも情報が得られない場合は、産業連関表のデータを用いて原材料デー

タを作成した。 

 

② データの作成方法 

 窯業・建材統計年報を用いてデータ作成可能な場合は、詳細分類毎の生産数量、金額を用い、さら

に製品に投入される原材料の数量を関係団体、協会などの資料より求め、原単位化した。光ファイバ

（素線）については、その生産数量を資源統計年報より求め、使用する原材料、出荷額は関係団体、

協会の資料より算出した。 

上記の資料に記載の無い詳細分類については、工業統計表の出荷金額などを参考に生産数量を算

出し、使用する材料やその使用比率については関係団体、協会の資料より算出した。 

 

(3) まとめ 

「22 窯業・土石製品」にかかわるデータ作成では、窯業建材統計年報、資源統計年報、産業連関表

などからデータを作成した。また、業界団体・協会・既往文献等の資料をもとにインベントリデータを作成し

たものもある。 

 

参考文献 

1) 窯業・建材統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

3) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 
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11.1.23. 各論：鉄鋼部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、主として鉄鋼統計年報 1)、石油等消費構造統計 2)、資源統計年報 3)、機械統計年報
4)、素形材年鑑 5)等を用いて、インベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

① 鉄鋼分野のデータ源 

H12 年鉄鋼統計年報には鉄鋼製品、原材料、石油統計等の統計データが収録されているため、主

としてこれを用いた。鉄鋼では鋼材に応じて種々の加工プロセスにより製造されるが、この加工エネルギー

については文献のデータを参考に作成した。一方、鉄素形材については、エネルギーは H12 石油等消費

構造統計を基にし、鋳鋼、鍛鋼については H12 年鉄鋼統計年報、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄および鍛工

品については H12 年機械統計年報および H12 年素形材年鑑の生産統計、H15 鉄鋼・非鉄金属・

金属製品統計年報（H12 年データを採用）の原材料消費データ等を用いた。 

 

② データの作成方法 

鉄鋼統計には、原材料の部門（焼結、高炉、フェロアロイ、転炉、電気炉等）別消費内訳、燃料・

電力の部門（上記以外に圧延、発電・コジェネ等）別消費内訳のデータがあり、これをもとにそれぞれの

部門（工程）の原燃料消費原単位を作成した。粗鋼製造には高炉法と電炉法があり、実際にはその

製造(精錬)段階でフェロアロイ等により成分調整が行われるが、ここでは粗鋼とフェロアロイのインベントリ

を鋼種に応じて加重平均することによりインベントリとした。圧延以降の加工工程については、統計による

加工エネルギー消費量を、文献 6)による加工エネルギー比を基に熱間圧延、冷間圧延、表面処理、溶

接（鋼管）の各工程に按分し、鋼材それぞれの製造工程に従って積み上げる方法をとった。フェロアロイ

のインベントリは、エネルギー消費量を文献等 7)によるエネルギー原単位を参考に按分して作成した。フェ

ロシリコン、フェロクロムなど電力多消費のフェロアロイの多くは輸入によっており、海外の電力を適用するこ

とになるので、インベントリの算出には注意が必要である。 

鉄鋼製品（鋼材）は種々の工程を組み合わせて製造される。鉄鋼統計年報には用途別、鋼種別、

製法別のデータがあり、実際の製造工程を想定して各製品のインベントリを作成した。普通鋼鋼材、特

殊鋼鋼材およびステンレス鋼材（耐熱鋼を含む）については、製法および代表鋼種の成分をもとに工

程のインベントリおよびフェアロイ原単位を積み上げて作成した。 

電力については、製鉄所で多量に発生する高炉ガス、転炉ガス等を用いて自家発電（共同火力含む）

し、所内で利用するほか外販している。燃料・電力受払および平成 13 年度電力需給の概要等をもとに

インベントリを作成した。 

なお、コークス製造時の化成品、高炉スラグ、製鋼スラグ等の副生品については配分および控除はしない

ものとして扱った。 

素形材のインベントリについては、エネルギーについては石油等消費統計のデータを生産量比で按分し、

原材料については生産動態統計等による原材料消費データ、文献等による副資材（鋳物砂、処理剤）

の使用量を原単位化した。なお、鋳物製造時に多量に発生するくず（押湯、湯道等）は大部分が工

程内リサイクルされるとして扱った。 
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(3) まとめ 

「23 鉄鋼」にかかわるデータ作成では、鉄鋼統計年報、石油等消費構造統計、資源統計年報、機械

統計年報などから主として鋼種別、用途別のインベントリを作成した。また、必要に応じて、文献等のデー

タを活用し、鉄鋼製造工程に沿った形で工程別インベントリを積み上げて作成した。このほか、業界団

体・協会・既往文献等の資料をもとにインベントリデータを作成したものもある。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年鉄鋼統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 平成 12 年石油等消費構造統計 経済産業省経済政策局調査統計部編 

3) 平成 12 年資源統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

4) 平成 12 年機械統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) 平成 12 年版素形材年鑑 財団法人素形材センター 

6) 山本哲也，中川侃，第 80 回西山記念技術講座 鉄鋼業におけるエネルギー構造の将来像，

日本鉄鋼協会，p.36(1982 

7) 日本鉄鋼協会，第 4 版 鉄鋼便覧 CD-ROM，（2002） 

 

11.1.24. 各論：非鉄金属部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、主として石油等消費構造統計 1)、資源統計年報 2)、工業統計表（品目編）3)、機械

統計年報 4)、鉱業便覧 5)等を用いて、インベントリデータを作成した。非鉄金属は資源を海外から輸入

しているものがほとんどあり、またスクラップ等のリサイクルも多い。これらについては統計データもなく、情報が

得られない製品については産業連関表データも利用した。 

 

(2) データの作成方法 

① 非鉄金属分野のデータ源 

 エネルギーについては、石油等消費構造統計の産業別消費量をもとにした。 

原材料については、資源統計年報、関連業界資料等を使用した。また、その他に分類される非鉄金属、

同製品については、データが得られないことから、産業連関表を用いる方法を適用した。 

 

② データの作成方法 

非鉄金属のうち、一次精錬については銅、鉛、亜鉛および一部の金、銀は国内で生産されており、資

源統計年報の原料受払表をもとに、品目別の需給統計を参考にして原単位を算出した。アルミニウム

地金については、国内生産は高純度品に限られることから、統計データは高純度アルミニウム地金として

扱い、普通アルミニウム地金は文献 6)の値を用いた。これ以外の金属は国内生産がほとんどないことから

‘その他の非鉄金属’に分類され、産業連関表の投入表および工業統計表の原材料使用額をもとに作

成した。ただし、これらの金属については文献等をもとに別途調査した個別データを活用願いたい。 
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二次精錬については、分類上、合金地金を含むことになっているが、統計データが不十分であり、原単

位を算出するに至らないため、工業統計原材料使用額と産業連関表を用いる方法により作成した。 

非鉄金属・合金の圧延品および電線・光ファイバについては、資源統計年報の原材料消費、関連業

界の需給統計資料等をもとに原単位を作成した。いずれも生産量による按分を基本としている。なお、

資源統計年報には電力、燃焼消費データのあるものもあるが、ここでは石油等消費構造統計によるデー

タを使用した。 

非鉄金属素形材のインベントリは、エネルギーについては石油等消費構造統計のデータを生産量比で

按分し、原材料については生産動態統計等による原材料消費データを原単位化した。 

核燃料については、統計データが公表されておらず、インベントリは作成していない。 

他に分類されない非鉄金属のうち、金属粉末については聞き取り調査等により、原材料を想定し、イン

ベントリを作成した。そのほかの非鉄金属については産業連関表投入表に基づいて作成した。 

 

(3) まとめ 

「24 非鉄金属」にかかわるデータ作成では、石油等消費構造統計、資源統計年報、機械統計年

報、産業連関表などからデータを作成した。一次・二次製錬による地金、合金に関しては、国内での生

産が少なく、統計データも十分得られなかったことから、別途、調査した個別データを参照されたい。圧延

品、素形材製品については主として統計によるインベントリデータである。 

 

参考文献 

1) 平成 12 年石油等消費構造統計 経済産業省経済政策局調査統計部編 

2) 平成 12 年資源統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

3) 平成 12 年工業統計表（品目編） 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

4) 平成 12 年機械統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) 平成 12 年版鉱業便覧 資源エネルギー庁長官官房鉱業課監修 

6) (社)日本アルミニウム協会：「アルミニウム新地金および展伸材用再生地金の LCI データの概要」

（http://www.aluminum.or.jp/） 

 

11.1.25. 各論：金属製品部門 

 (1) 主たる情報源 

 本データは、石油等消費構造統計、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統

計年報 4)、アルミニウム統計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表（品

目編）8) 、合成樹脂のマクロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 「25 金属製品」は、出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のイン

ベントリデータを作成した。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加
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するとしてデータを作成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いた方法

によりインベントリデータを作成した。 

 

① 用いた統計資料の概略 

 「25 金属製品」から「30 輸送用機械器具」までは下記統計を主に利用した。 

 

表 利用した主な統計データ 

資料名称 記載内容 

鉄鋼統計年報 
普通鋼（軌条、鋼矢板、形鋼、棒鋼、線材、厚中板、薄板類、冷延電気

鋼帯、ブリキ、ティンフリースチール、めっき鋼板、鋼管） 

鉄鋼統計要覧 粗鋼、普通鋼、特殊鋼、鋳鋼、鍛鋼 

素形材年鑑 
鋳造品、鍛造品、金属プレス加工、粉末冶金製品、金型、金属熱処理、

鍛造機械、鍛圧機械、ロール、鉄管継手、作業工具 

資源統計年報 
金属鉱物、非鉄金属鉱物、非鉄金属地金、非鉄金属製品、光ファイバ

製品 

アルミニウム統計年報 アルミニウム製品、アルミニウム圧延製品 

機械統計年報 装置、部分品、金属熱処理加工、ネジ、金属プレス加工 

鉱物資源マテリアル・フロー 金、銀、レアメタル等の金属元素３８鉱種 

合成樹脂のマクロフローに関

する調査 

ABS、PP、PVC など合成樹脂種類別（54 分類）、農業用フィルム、建材

など用途別（29 分類） 

工業統計 品目編 全事業所の品目別製造品出荷額、在庫額、加工賃収入額 

 

②統計資料より用いたデータ 

  本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめる。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量および電線・ケーブル。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 

・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷 

数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

③データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるも

のを除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 
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機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。資源統計年報における伸銅品のガス機

器・石油機器の数量などは本データベースの分類と当該統計の分類項目が一致しているため、そのまま

原材料投入データとして用いた。また、鉄鋼統計年報などから、普通鋼や特殊鋼などの金属材料の出

荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されていないため、同様の手法を用

いて配分した。 

 

(3) まとめ 

「25 金属製品」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータを作成した。

また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

 

11.1.26. 各論：一般機械器具部門 

(1) 主たる情報源 

本データは、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統計年報 4)、アルミニウム統

計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表（品目編）8) 、合成樹脂の

マクロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を試

みた。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加するとしてデータを作

成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いてインベントリデータを作成し

た。 
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① 上記統計資料より用いたデータ 

本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめた。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 

・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷 

数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

② データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるも

のを除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 

機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。資源統計年報における伸銅品の冷凍機

応用機器向けの数量などは本データベースの分類と当該統計の分類項目が一致しているため、そのまま

原材料投入データとして用いた。また、鉄鋼統計年報などから、普通鋼や特殊鋼などの金属材料の出

荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されていないため、同様の手法を用

いて配分した。 

 

(3) まとめ 

「26 一般機械器具」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータを作

成した。また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 



11.資料編 →11.1.IDEA データベース作成方法 

151 

 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

 

11.1.27. 各論：電気機械器具部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統計年報 4)、アルミニウム統

計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表（品目編）8) 、合成樹脂の

マクロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を

試みた。出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構

築を試みた。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加するとしてデー

タを作成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いてインベントリデータを

作成した。 

 

① 上記統計資料より用いたデータ 

 本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめる。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量。 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 

・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷 

数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

② データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるも

のを除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 
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機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。例えば、鉄鋼統計年報などから、普通鋼

や特殊鋼などの金属材料の出荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されて

いないため、同様の手法を用いて配分した。 

 

(3) まとめ 

「27 電気機械器具」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータを作

成した。また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

 

11.1.28. 各論：情報通信機械器具部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統計年報 4)、アルミニウム統

計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表 品目編 8) 、合成樹脂のマ

クロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を試

みた。出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を

試みた。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加するとしてデータを

作成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いてインベントリデータを作

成した。 
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① 上記統計資料より用いたデータ 

 本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめる。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量。 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量。 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 

・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

② データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるもの

を除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 

機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。例えば、鉄鋼統計年報などから、普通鋼

や特殊鋼などの金属材料の出荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されて

いないため、同様の手法を用いて配分した。 

 

(3) まとめ 

「28 情報通信機械器具」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータ

を作成した。また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 
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11.1.29. 各論：電子部品・デバイス部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統計年報 4)、アルミニウム統

計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表 品目編 8) 、合成樹脂のマク

ロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を試

みた。出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を

試みた。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加するとしてデータを

作成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いてインベントリデータを作

成した。 

 

① 上記統計資料より用いたデータ 

 本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめる。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量。 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量。 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 

・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷 

数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

② データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるも

のを除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 

機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。例えば、鉄鋼統計年報などから、普通鋼

や特殊鋼などの金属材料の出荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されて

いないため、同様の手法を用いて配分した。 
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(3) まとめ 

「29 電子部品・デバイス」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータ

を作成した。また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

 

11.1.30. 各論：輸送用機械器具部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、鉄鋼統計年報 1)、鉄鋼統計要覧 2)、素形材年鑑 3)、資源統計年報 4)、アルミニウム統

計年報 5)、鉱物資源マテリアルフロー6)、機械統計年報 7)、工業統計表 品目編 8) 、合成樹脂のマク

ロフローに関する調査 9)を用いて作成した。 

 

(2) データの作成方法 

出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を試

みた。出荷先別の生産量データや、マテリアルフローデータなどを用いて、対象製品のインベントリの構築を

試みた。原則として、鉄・非鉄、鉱物、プラスチック等を投入し、加工エネルギーを追加するとしてデータを

作成した。ただし、この手法を用いて作成が難しい場合は、産業連関表を用いてインベントリデータを作

成した。 

 

① 上記統計資料より用いたデータ 

 本分類で用いた統計データを以下に箇条書きにまとめる。 

・鉄鋼統計年報より中分類毎の普通鋼の出荷数量。 

・鉄鋼統計要覧より細分類毎の特殊鋼の出荷数量。 

・素形材年鑑より細分類毎の鋳造品、鍛造品、粉末冶金製品の出荷数量（重量）。 

・資源統計年報より詳細分類毎の伸銅製品の出荷重量。 

・アルミニウム統計年報より詳細分類毎のアルミニウム圧延製品の出荷数量。 

・機械統計年報より詳細分類毎の製品の重量（数量）。 
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・鉱物資源マテリアルフローより詳細分類毎の各種金属元素（鉱物）由来の材料出荷数量。 

・合成樹脂のマクロフローに関する調査より、プラスチックの需要量。 

・工業統計表（品目編）より、詳細分類毎の出荷額。 

 

② データ作成の手法 

金属・機械系のデータは、機械統計年報のデータをもとに、細分類ごとの生産重量を整理した。これを

サプライチェーンの次のプロセスの原材料消費データとした。機械統計年報に記載されていない分類のデ

ータは、例えば鉄鋼統計要覧などの他の資料の統計データを用いて材料投入量を算出した。また、プラ

スチック系のデータは合成樹脂のマクロフローに関する調査を用いた。 

細分類から詳細分類ごとへのデータの配分は、その原材料が明らかに投入されていないと判断されるも

のを除いたうえで、各詳細分類の項目の工業統計表出荷額または数量で按分した。 

 機械統計年報以外の資料からも様々なデータが得られる。例えば、鉄鋼統計年報などから、普通鋼

や特殊鋼などの金属材料の出荷数量などが得られる。これらは詳細分類レベルのデータとして整備されて

いないため、同様の手法を用いて配分した。 

 

(3) まとめ 

「30 輸送用機械器具」にかかわるデータ作成では、機械統計年報や資源統計年報を用いてデータを

作成した。また、これらの統計から作成が難しい場合は産業連関表からインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄鋼統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

2) 鉄鋼統計要覧、鉄鋼統計専門委員会 

3) 素形材年鑑、財団法人 素形材センター 

4) 資源統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

5) アルミニウム統計年報、社団法人 日本アルミニウム協会 

6) 鉱物資源マテリアルフロー、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、2001.3 

7) 機械統計年報、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

8) 工業統計表（品目編）、経済産業省経済産業政策局調査統計部編 

9) 合成樹脂のマクロフローに関する調査、国立環境研究所（調査請負先：有限会社産業情報セン

ター）、平成 15 年 3 月 

参照元 http://www-cycle.nies.go.jp/precycle/pra/3-jyushi.html 

 

11.1.31. 各論：精密機械器具部門 

 (1) 主たる情報源 

 「31 精密機械器具」に関する統計情報はほとんどないのが現状である。このため、原則として、産業

連関表のデータをもとに作成した。 
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(2) データの作成方法 

 主に産業連関表を利用した方法でインベントリデータを作成した。 

 

11.1.32. 各論：その他の製品部門 

 (1) 主たる情報源 

 「32 その他の製品」は、製造業の中でも「09食料品」から「31精密機械器具」に含まれないものが該

当する。したがって、参考にできる特定の分野の統計などもない。このため、主に産業連関表のデータをも

とに作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 「その他の製品」という、分類の特殊性や、産業連関表をもとにしたデータ作成を行っていることから、詳

細分類レベルでのデータを作成してもあまり意味がないと判断し、分類の統合を行った。原則として細分

類レベルでのデータを作成し、詳細分類レベルのデータは細分類レベルのデータと同じとした。すなわち、

各細分類のもとに存在する詳細分類のデータは一つずつとなっている。 

 

11.1.33. 各論：電気部門 

(1) 主たる情報源 

 電力原単位は、電力需給の概要 1)を用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 電力需給の概要は、現在 2009 年版まで出版されており、直近 5 年間のデータの平均を作成した。こ

れに記載されている使用燃料種類別の電源構成データを算出し、日本平均の電力原単位を作成した

（インプットは石炭火力発電などとなる）。 

 

参考文献 

1) 電力需給の概要、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 

 

11.1.34. 各論：ガス部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、ガス事業便覧 1)をもとに2000年のデータ作成を行った。ただし、十分に情報が得られない

内容については、ガス事業生産動態統計調査 2)を用いた。 
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(2) データの作成方法 

ガス事業便覧における記載データの分類には、ガスは大手４社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西

部ガス）とその他がある。本検討では、それらを合算した値（ガス事業者全体）で計算し、日本平均の

値を算出した。本検討の対象となるガスは、ほとんどが都市ガス 13A になる。 

本データは、ガス事業便覧における平成 12 年度のデータに基づく。ただし、ガス生産に伴う電力消費

量が不明である。このため、電力消費量については詳しい情報が掲載されている平成 17 年度のガス事

業生産動態統計調査を生産量で比例配分して推計した。ガス事業便覧とガス事業生産動態統計調

査（資源エネルギー庁）を参考に作成した。 

ガス事業者は原料（ガソリン・液化石油ガス・天然ガス・液化天然ガス）から生産する分と、購入ガス

がある（購入分は 1 割位）。本検討では、購入分もすべて自社製造分として考えた。 

作成されたデータには、インフラ等の設備製造に伴う環境負荷は含まれていない。 

本データは、原単位をMJ として作成した。バックグラウンドデータとして利用する場合は、Nm3、円ベー

スでの原単位も必要と考えられる。本検討では、ガス事業便覧より、東京・大阪・東邦・西部・東部ガス

のガス販売量と売上高からガスの平均単価を80.36円/Nm3 として計算した。また、都市ガス燃焼デー

タと合わせ、46.1MJ/Nm3（都市ガス 13A 相当）として単位換算をした。 

 

表 11-1 統計から得られるガス関連のデータ 

 

経営形態別 平成17年度 平成12年度 単位
石 炭 ガ ス 1,648,291 1000 MJ
石 油 系 ガ ス 66,510,925 110,921,939 1000 MJ
天 然 ガ ス 1,847,040 1,920,323 1000 MJ
液 化 天 然 ガ ス 1,166,531,622 837,193,411 1000 MJ
そ の 他 ガ ス 1000 MJ

計 1,234,889,587 951,683,964 1000 MJ
石 炭 系 ガ ス 1,994,100 7,924,630 1000 MJ
石 油 系 ガ ス 10,232,687 15,204,651 1000 MJ
天 然 ガ ス 83,779,578 59,116,002 1000 MJ
液 化 天 然 ガ ス 63,069,448 27,084,968 1000 MJ
そ の 他 ガ ス 45,645 30,942 1000 MJ

計 159,121,458 109,361,193 1000 MJ
合計 1,394,011,045 1,061,045,157 1000 MJ

家 庭 用 415,570,666 392,580,560 1000 MJ
商 業 用 204,778,644 167,504,889 1000 MJ
工 業 用 618,730,282 388,304,004 1000 MJ
そ の 他 用 119,676,472 86,662,802 1000 MJ

計 1,358,756,064 1,035,052,255 1000 MJ
1,212,963 1,484,788 1000 MJ

21,113,040 1000 MJ
10,877,232 10,927,319 1000 MJ

家 庭 用 26,113,874 個
需 取 商 業 用 1,305,880 個
要 付 工 業 用 64,209 個
家 数 そ の 他 用 277,745 個
メ 計 27,761,708 個
｜ 家 庭 用 23,539,197 個
タ 調 商 業 用 1,043,906 個
｜ 定 工 業 用 50,229 個
数 数 そ の 他 用 223,125 個

(個) 計 24,856,457 個
原 8,575 101,579 （ｋｌ）
料 1,287,487 2,121,305 （トン）
消 1,950,905,510 1,428,539,000 （ｍ3）
費 20,538,654 14,646,123 （トン）

34,413 （人）
773,442,438 （kＷh）

平成17年度 平成12年度 単位
ガス事業生産動態統計調査 ガス事業便覧 -

量

購

項目

生
産

ガ
ス
販

入
量

揮 発 油

自 家 消 費 量

売
量

加 熱 用
一般ガス事業者以外への卸供給量

液 化 石 油 ガ ス
天 然 ガ ス
液 化 天 然 ガ ス
従 業 者 数
消 費 電 力 量

情報の出典
項目
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参考文献 

1) ガス事業便覧 平成 17 年版、日本ガス協会、2005.12.15 

2) 平成 17 年度 ガス事業生産動態統計調査、資源エネルギー庁 

参照先 http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/gasu/index.htm 

 

11.1.35. 各論：熱供給部門 

(1) 主たる情報源 

 本データは、資源エネルギー庁のエネルギーバランス表 1)をもとに作成した。これに伴って総合エネルギー

統計の解説 2)も参照した。また、(社)熱供給事業協会のウェブサイト 3)も参考とした。 

 

(2) データの作成方法 

 本データは、エネルギーバランス表の「地域熱供給業」に該当する内容を有効範囲として考えた。このデ

ータの地理的有効範囲は日本、時間的有効範囲は 2000 年度である。インフラ等は評価の対象外とし

た。 

データの作成方法は、エネルギーバランス表にある燃料消費量をインプットとし、熱販売量をアウトプット

としてデータを作成した。原単位は 1MJ とした。エネルギーバランス表をもとに、熱供給業に関わるデータを

整理すると、下表のようになる。 

 

表 熱供給業に関わるデータの整理 

 
 

参考文献 

1) 総合エネルギー統計 エネルギーバランス表 平成 2000 年度版、資源エネルギー庁 

 参照先 http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/jukyu/result-2.htm 

2) 戒能一成、総合エネルギー統計の解説 2006 年度改訂版、2008.4 

3) (社)熱供給事業協会ホームページ 

 参照先 http://www.jdhc.or.jp/ 

 

11.1.36. 各論：水道部門 

(1) 主たる情報源 

 基本データには、上水道、工業用水道、井戸水、海水、その他の用水がある。これらについてまとまった、

インベントリ作成に資する統計を得られなかったため、個別にデータを作成することとした。 

I/O エネ損失

品目 一般炭 灯油 Ｃ重油 ＬＰＧ 都市ガス 電力 再生油
廃熱利用

供給

インプット

合計
温熱給湯 冷熱

アウトプッ

ト合計

エネル

ギー転換

損失

値 26.6 11.7 22.5 7.0 353.2 1094.6 4.4 4268.8 9987.1 13441.2 23428.2 3735.3

単位 10^3 t 10^3 kl 10^3 kl 10^3 t 10^6 m3 N 10^6 kWh 10^3 kl TJ TJ TJ TJ TJ

値 708.0 428.6 945.9 350.7 14515.0 3940.4 176.7 6098.3 27163.5 9987.1 13441.2 23428.2 3735.3

単位 TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ TJ

インプット アウトプット

分類

固有単位

熱量単位
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(2) データの作成方法 

個別にデータを作成することとしたため、詳しくは個々のインベントリデータを参照されたい。以下には概

要を簡単に記述する。 

上水道については、AIST-LCA Ver.4（JEMAI-LCA Pro）に収録されている、8 地域の水道局・

企業局の環境報告書などをもとに作成したデータを活用した。工業用水道も同様に、3 地域からのヒアリ

ング調査に基づくデータを採用した。井戸水は、施設によって汲み上げ等のポンプでエネルギーを利用して

いる可能性もあるが、通常、当該サイトのエネルギー消費に含まれると考えられるため、原則として負荷を

持たないと考えた。 

 

11.1.37. 各論：鉄道輸送部門 

 (1) 主たる情報源 

 本分類では、鉄道統計年報 1)などを用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 輸送に関しては、原則として国土交通省の交通関係指定統計等資料の輸送機関別統計調査をもと

にデータを作成した 2)。輸送は旅客輸送と貨物輸送に大別でき、原則として貨物はトン・キロ、旅客は

人・キロとした。また、対象としたのはエネルギーの消費量のみで、電力・ガソリン・軽油の消費量に対する

輸送量を算出することでインベントリデータとした。 

 鉄道輸送については、鉄道輸送（旅客）と鉄道輸送（貨物）があり、前者が人・キロ、後者がトン・

キロを原単位とした。インベントリデータは、鉄道統計年報等のデータを用いて作成した。 

 

参考文献 

1) 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局 

2) 交通関係指定統計等資料（ウェブサイト）、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/ 

 

11.1.38. 各論：道路旅客輸送部門 

 (1) 主たる情報源 

 本分類では、自動車輸送統計調査 1)などを用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 輸送に関しては、原則として国土交通省の交通関係指定統計等資料の輸送機関別統計調査をもと

にデータを作成した 2)。輸送は旅客輸送と貨物輸送に大別でき、原則として貨物はトン・キロ、旅客は

人・キロとした。また、対象としたのはエネルギーの消費量のみで、電力・ガソリン・軽油の消費量に対する

輸送量を算出することでインベントリデータとした。 
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 道路輸送については、道路旅客輸送と道路貨物輸送がある。道路貨物輸送は「44 道路旅客輸送」

に分類される。道路旅客輸送は、バス・営業用乗用車（ハイヤー・タクシー）などがある。機能単位は

人・キロとし、自動車輸送統計調査などから輸送距離と燃料消費量データをもとにインベントリデータを作

成した。 

 

参考文献 

1) 自動車輸送統計調査、国土交通省鉄道局 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html 

2) 交通関係指定統計等資料（ウェブサイト）、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/ 

 

11.1.39. 各論：道路貨物輸送部門 

①ケーススタディ等にて積載率を設定する道路貨物輸送 

 

(1) 適用範囲 

・日本国内の自動車による陸上輸送の平均的データ。 

・軽トラックとライトバンはガソリン燃料。1.5 トン車以上のトラックおよびタンクローリーは軽油燃料。 

上記以外の燃料（LPG など）の車種については、ここでは該当しない。 

 

・積載率は次式で求める。 

  積載率＝（積荷の総重量）／（最大積載量）×100 ［％］ 

 

 各輸送手段における燃料消費量は、下式で算定している。 

 

ディーゼル車[L/tkm]： ＝e ^ (2.71 -0.812 ln (x/100) -0.654 ln z)   ・・・[2] 

ガソリン車[L/tkm]： ＝e ^ (2.67 -0.927 ln (x/100) -0.648 ln z)   ・・・[2] 

 

 
 

参考文献 

CH4排出量

[g/km]
N2O排出量[g/km]

CO2排出量

[kg/L-軽油

燃焼]

CO2排出量

[kg/L-ガソ

リン燃焼]

燃料種

積載率xデ

フォルト値

[-]

最大積載量

z[kg]

トラック輸送（軽トラック） 0.01 0.01 2.322 ガソリン 36% 350

トラック輸送（ライトバン） 0.01 0.01 2.322 ガソリン 36% 700

トラック輸送（1.5トン車） 0.0076 0.008 2.619 軽油 42% 1500

トラック輸送（2トン車） 0.0076 0.008 2.619 軽油 58% 2000

トラック輸送（4トン車） 0.015 0.015 2.619 軽油 62% 4000

トラック輸送（10トン車） 0.015 0.015 2.619 軽油 62% 10000

トラック輸送（15トン車） 0.015 0.015 2.619 軽油 62% 15000

トラック輸送（20トン車） 0.015 0.015 2.619 軽油 62% 20000

タンクローリー輸送（積載量10kL） 0.013 0.025 2.619 軽油 62% 8500

タンクローリー輸送（積載量16kL） 0.013 0.025 2.619 軽油 62% 13200

タンクローリー輸送（積載量20kL） 0.013 0.025 2.619 軽油 62% 15000

出典 [1] [1] [3] [3] - [2] [4]
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1) 温室効果ガスインベントリオフィス：”日本国温室効果ガスインベントリ報告書”(2009) 

2) 資源エネルギー庁：”荷主のための省エネ法ガイドブック, 省エネルギーセンター”(2006), p.103 

3) 環境省・経済産業省：”算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧”(2009) 

4) 産業環境管理協会：”LCA ソフトウェア「JEMAI-LCA Pro」”(2005) 

 

②道路貨物輸送関係プロセス 

(1) 主たる情報源 

 本分類では、自動車輸送統計調査 1)などを用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 輸送に関しては、原則として国土交通省の交通関係指定統計等資料の輸送機関別統計調査をもと

にデータを作成した 2)。輸送は旅客輸送と貨物輸送に大別でき、原則として貨物はトン・キロ、旅客は

人・キロとした。また、対象としたのはエネルギーの消費量のみで、電力・ガソリン・軽油の消費量に対する

輸送量を算出することでインベントリデータとした。 

 道路貨物輸送については、営業用貨物自動車（トラック）などがある。機能単位は、トン・キロとし、

自動車輸送統計調査などから輸送距離と燃料消費量データをもとにインベントリデータを作成した。 

 

参考文献 

1) 自動車輸送統計調査、国土交通省鉄道局 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/jidousya.html 

2) 交通関係指定統計等資料（ウェブサイト）、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/ 

 

②ケーススタディ・ 

 

 

11.1.40. 各論：水運部門 

(1) 主たる情報源 

 本分類では、内航船舶輸送統計調査 1)などを用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 輸送に関しては、原則として国土交通省の交通関係指定統計等資料の輸送機関別統計調査をもと

にデータを作成した 2)。輸送は旅客輸送と貨物輸送に大別でき、原則として貨物はトン・キロ、旅客は

人・キロとした。また、対象としたのはエネルギーの消費量のみで、電力・ガソリン・軽油の消費量に対する

輸送量を算出することでインベントリデータとした。 

 水運については、内航船舶輸送統計調査がある。機能単位は、トン・キロとした。 
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参考文献 

1) 内航船舶輸送統計、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/naikou/naikou.html 

2) 交通関係指定統計等資料（ウェブサイト）、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/ 

 

11.1.41. 各論：航空輸送部門 

(1) 主たる情報源 

 本分類では、航空輸送統計調査 1)などを用いてインベントリデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 輸送に関しては、原則として国土交通省の交通関係指定統計等資料の輸送機関別統計調査 2)を

もとにデータを作成した。輸送は旅客輸送と貨物輸送に大別でき、原則として貨物はトン・キロ、旅客は

人・キロとした。また、対象としたのはエネルギーの消費量のみで、電力・ガソリン・軽油の消費量に対する

輸送量を算出することでインベントリデータとした。 

 航空輸送については、国内旅客、国際旅客、国内貨物、国際貨物があり、前者が人・キロ、後者がト

ン・キロを原単位とした。インベントリデータは、航空輸送統計調査等のデータを用いて作成した。なお、

航空輸送においては、人と貨物を同時に輸送する場合がある。この際は 1 人あたり 0.065ton として計

算した。 

 

参考文献 

1) 航空輸送統計調査、国土交通省 総合政策局 情報政策本部 情報安全・調査課 交通統計

室、参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/koukuu/koukuu.html 

2) 交通関係指定統計等資料（ウェブサイト）、国土交通省 

参照先 http://www.mlit.go.jp/k-toukei/ 

 

11.1.42. 各論：廃棄物処分部門 

(1) 主たる情報源 

 廃棄物処分では、し尿収集、し尿処分、ごみ収集、ごみ処分（埋立・焼却）、下水処理、産業廃

棄物処分（埋立、焼却）、工場排水処理などがある。これらは、まとまった統計データが得られなかった

ことから、個別にデータを作成した。 

 

(2) データの作成方法 

 個別にデータを作成することとしたため、詳しくは個々のインベントリデータを参照されたい。以下には概

要を簡単に記述する。 
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し尿収集、し尿処分、ごみ収集、ごみ処分（埋立・焼却）、下水処理、産業廃棄物処分（埋立、

焼却）、工場排水処理については、全て既往文献・資料等を用いてデータを作成した。十分にデータが

得られなかったデータもあり、データの代表性も低いと考えられるものが多い。 

その上位に当たる、一般廃棄物処理（公営）、産業廃棄物処理については、産業連関表のデータを

用いてインベントリを作成した。 
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11.2. 地域別構成比データ作成方法 

11.2.1. 概要 

海外製品の輸入に伴う輸送による環境負荷を考慮するには、製品毎に各国の輸入比率、輸入国間

割合を把握する必要がある。 

そこでIDEA分類の詳細分類（基本データ）のプロセスデータに世界輸出入統計（SITA）と世界

生産量統計（ICPSD）に基づく国・地域毎の輸出入情報(製品別に国・地域毎の輸出入量、自国

内生産量)のデータ整備を行った。また設定国の輸出入情報を参照することによりさらに上流への貿易の

計算が可能である3。このため、1つのバックグラウンドデータベースで、どの国を起点としてもLCAが実施で

きる。また国・地域別の輸出入情報が整備されたことにより、上流部分を輸入相手国がすべて自国内調

達しない複数国間にまたがる輸送が考慮可能となった。輸出入情報の整備例を以下の表に示す。 

表 輸出入情報整備のフォーマット例 

※個々の製品別に上記輸出入量及び生産量のデータをマトリックスの形式で整備した。表の左端の列

が輸入国、最上段の行が輸出国である。輸出入国が同一のマス目にあるデータはその国の製品に対

する自国内生産量を表す。対象国数・対象製品数共にIDEAを基本とする。 

11.2.2. 整備方法 

IDEAを基準とする約1700品目を基に輸出入情報を整備していく。そのために必要な統計データと輸

入比率について説明する。 

 

1）輸入比率について 

自国内における製品の流れ 

輸入・輸出・生産・消費 

それぞれの関係は以下の式で表せる 

輸入+生産＝輸出+消費 

                                         
3 複数国間にまたがる輸送として、3 つのケースが想定される。第 1 に、日本が粗鋼をフィリピンから輸入し、フィリピンはその原料である鉄

鉱石をブラジルから輸入しているケース、第 2 に、タイがアルミ再生地金をロシアから輸入し、ロシアはウクライナから同じくアルミ再生地金を

輸入しているケース、第 3 に、内陸国から港のある隣国を経由して、日本に運ぶケースである。このうち、輸出入情報で対応するのは、第

1と第2のケースであり、第3のケースは2国間の輸出入として扱う。しかしながら、排出計算においては、経由国までの陸送手段と距離、

経由国からの海上輸送手段と距離の両者を考慮することが可能である(後述、国間距離参照)。 

対象国数 

199 ヶ国 

輸出国 
輸入量 

A 国 B 国 … GO 国 GP 国 GQ 国 

輸
入
国 

A 国 330 10  0 12 0 140 

B 国 0 250  0 2 0 400 

…       … 

GP 国 10 10  0 1450 0 300 

GQ 国 0 0  0 0 22 0 

輸出量 100 80 … 0 1200 0 5555 
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輸入比率は 2 通りの式で表すことが出来る。 

輸入比率①=輸入量/(輸入量+生産量) 

輸入比率②=輸入量/(輸入量+生産量-輸出量) 

 

2）統計データについて 

輸出入情報整備のために用いた統計の概要について以下に示す。 

表 統計データの概要 

基礎データ IDEA 輸出入統計（SITA） 生産量統計（ICPSD） 

商品分類名 日本標準産業分類

（JSIC） 

標準国際貿易分類

（SITC） 

中央生産物分類（CPC） 

対象年次 2005 1996-2005 1995-2007 

対象国数 199 ヶ国 254 ヶ国 製品毎の生産量上位国 

対象製品数 約 1700 品目 約 4200 品目 約 600 品目 

※IDEA を基準に輸出入情報の整備をおこなう。そのため、用いた二つの統計と異なる対象年次、国数、

製品数は全て IDEA に統一させるため対応付けを行った（後述）。 

 

①世界輸出入統計データ 

輸出入統計データは SITA（Statistics for International Trade Analysis）をベースに調査を

行った。基本となる商品分類は SITC（Standard International Trade Classification）Rev.3

を基準とし、国家間毎に約 4200 製品の輸出入量データを網羅している。製品毎に国家間毎の輸出

入量が把握可能となっている。調査対象国数は IDEA で基本となる 199 と設定しているため、輸出入

統計データについても同国数を対象とする。各国の輸入状況を調査した品目数は IDEA で基本とする

約 1700 品目であり、調査対象年は 2005 年とする。 

輸入比率算出のためには前述したように、輸出入統計と生産量統計を用いて行う。輸出入統計は、

製品毎に A 国から B 国へどれだけ輸出入されているかのデータが存在する。A 国から B 国へ輸出されて

いる量と B 国が A 国から輸入している量は一致するはずであるが、多少の統計誤差が生じている。輸入

データと輸出データの精度の良い方を使用することが望ましい。本試算では輸入国は輸入品に関税をか

けていることから、輸入量の方がデータの把握がされているとし、輸入量基準で輸出入データを作成した。 

 

②世界生産量統計データ 

生産量統計データは ICPSD（Industrial Commodity Production Statistics Database）を

ベースに調査を行った。基本となる商品分類は CPC（Central Product Classification）Ver.1.1

を基準とし、約 600 製品の生産量を網羅しており、国別に製品毎の生産量を把握する事が可能となっ

ている。調査対象国数は IDEA で基本となる 199 と設定しているため、生産量統計データについても同

国数を対象とする。各国の生産状況を調査した品目数は IDEA で基本とする約 1700 品目であり、調

査対象年は 2005 年とする。 

しかし生産量統計は生産量の上位国しかデータが無く、全ての年度のデータが存在しているわけでは

なく生産量上位国でもデータが欠落している場合がある。これについてまずデータが欠落している以前の

年次の傾向を踏まえ推計を行った。 
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・データ欠落部分の推計 

2005 年次の生産量推計方法 

対象となる 2005 年次に生産量データが欠落している場合、それ以前のデータの傾向を踏まえるため

最小二乗法により推計を行い、算出値を 2005 年次のデータとする。しかし、生産量統計の精度を高め

るため最小二乗法より算出した値についてもある基準を設け、基準内の値を異常値として抽出しその値

の修正を行った。 

 

・異常値の抽出 

最小二乗法により算出した値が、以下に示すいずれかの条件を満たした時、異常値とする。例として

A・B・C の三国について正常値と異常値のケースを表に示す。 

1.最小二乗法により算出した値が欠落データ以前のデータ群の平均より 2 倍以上大きい時（A 国） 

2.最小二乗法により算出した値がマイナス値の時（B 国） 

3.それ以外の値は正常値とし、2005 年の生産量とする（C 国） 

 

・異常値の修正 

最小二乗法により求めた値が異常値の時、2005 年の生産量は以下のように修正する 

1.の時の修正値：平均値の 2 倍とする（A 国） 

2.の時の修正値：マイナスの値の時は 0 とする（B 国） 

 

表 生産量統計のデータ欠落部分の推計方法 

 

3）統計により異なる製品分類の対応付け 

IDEA では日本標準産業分類を基に作成しており（基本となる約 1700 製品）、用いた統計データ

とは分類が異なるため、製品分類も異なる。また国数も異なる。 

そのため IDEA の製品分類を基準とした輸入比率を算出するために、用いた二つの統計データを

IDEA 分類に対応させるため、製品分類の対応付けを行った。  

 

表 IDEA と統計により異なる製品分類の対応付け 

IDEA SITA ICPSD IDEA と統計データ 

JSIC SITC CPC 異なる商品分類 

鉄鉱石 鉄鉱石 鉄鉱石 ・同等の製品 

 1995 年 1996 年 ～ 2004 年 2005 年 平均 最小二乗法 

生
産
国 

A 国 305 260 ～ 70 
修正 

100 
50 

異常値 

162 

B 国 5 30 ～ 50 
修正 

0 
25 

異常値 

―9 

C 国 150 138 ～ 113 145 121 
正常値 

145 
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各統計データを IDEA の製品に対応 

ボーキサイト 

アルミニウム鉱 アルミニウム鉱 

・IDEA の製品分類の方が粗い 

各統計データのうち、IDEA と同等の製品

群の和を IDEA の製品に対応 

ボーキサイト 

＝アルミニウム鉱+人造コランダム  
人造コランダム 人造コランダム 

食パン 

パン パン 

・IDEA の製品分類の方が細かい 

各統計データの製品と同等の IDEAの各製

品にそれぞれ対応 

食パン＝パン  

菓子パン＝パン 
菓子パン 

 

4）生産量の推計方法と輸入比率の算出 

輸出入情報整備には輸入比率を把握する必要がある。そして輸入比率は輸入量・輸出量・生産量

を把握しなければならない。輸出入量は世界輸出入統計から把握可能だが、生産量統計からでは各

製品の生産量が上位に位置する国の生産量データしか存在しないため、我々が対象とする 199 ヶ国分

の生産量データを揃えることが出来ず、輸入比率も求めることが出来ない。そのため生産量統計における

生産量が下位の国の生産量の推計を行い、199 ヶ国分の生産量を算出した。 

生産量データが有る製品分類と無い製品分類が存在する。生産量データが有る製品分類では生産

量下位の国の生産量を求める。生産量データの無い製品分類については全ての国の生産量の推計を

行った。 

以下に、その推計方法をまとめる。 

 

①生産量データが有る製品分類の推計方法 

GDP が高ければ消費量も高いと仮定をおき、生産量データがある国での消費量／GDP の平均値を

求め、その値は一定として各国の GDP を適用させ生産量を求めた。以下に式を表す。 

 
②生産量データが無い製品分類の推計方法 

IDEA の製品分類 1700 品目を基準としており、これらの製品については日本の生産量は把握してい

る。そのため、先程用いた推計では生産量データが有る国々の消費量／GDP の平均値を生産量下位

国に適用させたが、今回は日本の生産量しか把握できないため、日本の消費量/GDP を求め、これに日

本を除く各国の GDP に適用させ生産量を求めた。以下に式を表す。 

（輸入量＋生産量－輸出量）各生産量国＝消費量各生産量国

（消費量＋輸出量－輸入量）各国＝生産量各国

（輸入量/（輸入量＋生産量））各国＝輸入比率各国

消費量
GDP

平均

× GDP各国＝消費量各国

Σ消費量
ΣGDP

各生産量国

各生産量国

消費量
GDP

平均

＝

消費量
GDP

各生産量国

各生産量国

消費量
GDP

各生産量国

＝
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5）輸出入情報作成フォーマット 

 以上より、個々の製品別に上記輸出入量及び生産量のデータをマトリックスの形式で作成した。 

 

6)MiLCAへの取り込み 

 MiLCA へは、各プロセスの対象出力フローに対して本データを紐づけた。 

 

参考 

大川, 他：製品輸出入を考慮したインベントリデータの作成方法、第 5 回日本 LCA 学会研究発表会

講演要旨集 

http://www.jstage.jst.go.jp/article/ilcaj/2009/0/21/_pdf/-char/ja/ 

  

（消費量＋輸出量－輸入量）各国＝生産量各国

（輸入量/（輸入量＋生産量））各国＝輸入比率各国

消費量
GDP

日本

× GDP各国＝消費量各国

（輸入量＋生産量－輸出量）日本＝消費量日本

消費量
GDP

日本

日本

消費量
GDP

日本

＝
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12. MiLCAユーザフォーラム 

ユーザフォーラムでは Q&A 集やプログラムの更新情報などを御案内しています。誰でも書き込みが可能と

なっております。使い方等の困ったことがありましたら、MiLCA フォーラムをご覧ください。URL は下記の通り

です。 

 

MiLCA フォーラム URL : http://milca-milca.net/forum/ 

 

 
 
  

http://milca-milca.net/forum/
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13. 用語解説 

語句 解説 分類 

IDEA フォーマット MiLCA からプロセスデータをエクスポート/インポートする

際に用いるフォーマット 

固有名称 

製品 モノやサービス 

（例：ポリプロピレン成形品）。 

 

プロセス 何らかの操作を行う工程 

（例：ポリプロピレンの製造） 

 

フロー プロセスにおける製品の入出力を表現するため、流量、

入出力の方向を含めた情報のこと 

（例：ポリプロピレンの製造プロセスにおいて、原材料と

してポリプロピレンを 1kg 入力等） 

 

製品システム 評価対象とする製品全体のシステム。複数の段階

（原材料調達、製造、流通、使用、廃棄・リサイクル

等）から構成されます。LCA 実施の際は、LCA の目

的に応じて評価対象とするシステム境界を設定します。 

ISO 用語 

サブシステム 製品システムをさらに小分けしたシステム。ケーススタディ

時には、サブシステム単位で計算結果が表示されます。 

ISO 用語 

適合度 本来のフローと、評価に用いたフローとの適合性を評価

した指標。MiLCA 内では定性的に評価する項目があ

りますが、計算結果へは反映されません。 

MiLCA 内用語 

標準プロセス 地域別プロセスデータがない場合、計算に利用するプロ

セス。現在、標準プロセスの多くは日本のデータとなって

います。 

MiLCA 内用語 

リマインダフロー 環境負荷をゼロとして製品システム間を入出力するフロ

ー。（例：鉄くず、非鉄金属くず）。 

注：ISO14040 では product flow と定義されてい

ます。 

MiLCA 内用語 

基本フロー 調査対象のシステムに入る材料又はエネルギーで、事

前に人為的な変化を加えずに環境から取り込まれたも

の、又は調査対象のシステムから出る物質又はエネル

ギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へ排出さ

れるもの。 

ISO 用語 

中間フロー 調査されている製品システムの単位プロセス間で発生

する製品、材料又はエネルギーのフロー。 

ISO 用語 

共製品 同一の単位プロセス又は製品システムからもたらされる

二つ又はそれ以上の製品のうちのそれぞれの製品。 

ISO 用語 
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14. よくある質問（Q&A） 

14.1. システム全体 

Q. エラーが発生しました。 

A. 申し訳ございません。エラー発生時に表示された状況と共に、発生時の操作を産業環境管理協会

（ jemai-lca@jemai.or.jp ）までご連絡ください。エラー原因の究明作業を行います。なお、エラー

メッセージが表示された場合は、エラーメッセージもご連絡くださると、原因究明が迅速に行えますので、ご

協力の程、宜しくお願い致します。 

 

＊エラーダイアログが表示された際、「詳細」をクリックすると、エラーメッセージが表示されます。 

 テキスト部分を全て選択＆コピー（CTRL+A, CTRL+C）し、メモ帳に貼り付けたり、メールに貼り付

けたりして、ご連絡くださると大変助かります。 

 
↓ 

 

 

Q. 必要なパソコンのスペックを教えてください。 

A. 下記のスペック以上のパソコンを推奨します。 

CPU： Core 2 Duo 以上 

RAM： 2GB 以上 

HDD： 5GB 以上の空き容量（12GB 以上を推奨） 

OS： Windows Vista, 7 （*64bit 版にも対応） 

ディスプレイ：1280×768 ピクセル以上の解像度 

その他：・インターネットへの接続環境 

     ・Microsoft SQL server 2008 R2 を他アプリケーションで利用していない。 

 

Q. 中央サーバに自動的に送信される情報はありますか？ 

A. 「10.2.2 外部サーバとの通信概要」をご参照ください。 

 

Q. パソコンを買い換えた（クラッシュした）場合、ライセンスは引き継げますか？ 

mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
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A. 引き継げます。もし可能であれば、まず古いパソコンでライセンスの解除を行ってください。その後、新し

いパソコンにMiLCAをインストールし、ライセンスの登録を行うことで引き継げます。なお、パソコンがクラッシ

ュするなどライセンス登録解除ができない場合は、産業環境管理協会（jemai-lca@jemai.or.jp）

までご連絡ください。ライセンス登録を削除し、再有効化します。 

 

Q. 不要なチームをサーバに登録してしまいました。 

A. 産業環境管理協会（jemai-lca@jemai.or.jp）までご連絡ください。削除致します。なお、事務

局側で明らかに不要と思われるチーム（参加者がゼロのままなど）は、削除することがありますので、ご了

承ください。 

 

Q. バージョンアップの頻度、方法について教えてください。 

A. バージョンアップは、おおよそ年 1 回を予定しています。その際には、計算結果も変化しますので、ご了

承ください。バージョンアッププログラムは、現在レギュラークライアントユーザの方へは DVDでの配布を予定

しています。無償ユーザクライアントの方へは、ダウンロード方法のご案内を致します。 

また、計算結果の変更を伴わない、バグ修正、使い勝手の向上など軽微な改訂（リビジョン）は、随

時実施します。MiLCA 起動時にインターネットに接続してあると、自動的にリビジョン情報の有無を確認

し、必要に応じて改訂プログラムを自動的にダウンロード・インストールします。 

 

Q. 英語版や中国版などの予定はありますか？ 

A. ソフトウェア自体の英語化は終了しています。また、IDEA データベースもほぼ英訳が終了しています

ので、クライアント設定から言語を英語と選択して頂くと英語環境での利用が可能です。また、英語・その

他言語でのインストール等も可能です。 

 

Q. Microsoft Windows のターミナルサービス（デバイスライセンス）での利用は可能でしょうか。 

A. 技術的には可能かもしれませんが、検証していないため、動作保証できません。 

 

Q. データベースの管理には、どのデータベースソフトを利用していますか？ 

A. SQL server 2008 R2 を使用しています。これ以前のバージョンでは動作しません。 

 

14.2. ライセンス関係 

Q. レギュラー版を購入した後、更新費用を支払わず期限がきた場合、どのようになりますか？ 

A. MiLCA にログインできますが、データの閲覧も含め操作できなくなります。データが削除されることはあり

ません。バックアップを取ることはできます。 

 

Q. 中央サーバ利用に別料金は必要ですか？ 

A. 不要です。 

 

Q. 社外を含む関係者へMiLCAのレギュラー版ライセンスをまとめて購入し、配布しても大丈夫ですか？ 
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A. 1 つのパソコンに 1 つのライセンスを紐づける形で管理しておりますので、社外の方がご利用くださっても

大丈夫です。ぜひご活用ください。レギュラー版は購入手続きをする契約者の方の情報のみ必要ですの

で、実際の使用者の情報は収集していません。（ライセンスを消費した各パソコンの MAC アドレスのみ中

央サーバへ登録されますが、個人・組織を特定する情報ではありません） 

 

Q. プログラムファイルをダウンロードし、DVD にコピーして関係者に配布しても大丈夫ですか？ 

A. 大丈夫です。プログラムファイルの容量が大きく、ご迷惑をおかけしています。ただし、たまにプログラムフ

ァイルを改訂（バージョンアップ）しますので、最新版を維持するようご注意ください。 

 

Q. 社内の独自データベースと連携を取るなど、カスタマイズしたいのですが。 

A. 別途ご相談ください。 

 

Q. 論文、レポート等に引用する場合はどのように記述すればいいですか？ 

A. システムについては、下記のようにしてください。 

開発：産業環境管理協会 

名称：LCA システム MiLCA ver.1.1 

参照：MiLCA ガイドブック 

 

 また、インベントリデータベース IDEA については下記のようにしてください。 

開発：産業技術総合研究所、産業環境管理協会 

名称：LCI データベース IDEA ver.1.1 

参照：MiLCA ガイドブック 

 

＊MiLCA システムを利用し、IDEA を利用された場合は、両方を引用してください。 

 

14.3. プロセスデータ 

Q. 異常値、異常なフローを発見しました。 

A. 産業環境管理協会（jemai-lca@jemai.or.jp）までご連絡ください。ご連絡の際には、具体的

に異常と思われる項目について、改善案をくださると改訂がスムーズに進みます。 

（ただ、例えば「○○という他の資料には CO2 排出量が XXkg と記載されているので、本データはおかし

いのでは？」といったご指摘については、当該データのプロセスデータがないと原因が究明できず、改訂・検

討できません）。 

 

Q. 既存プロセスの改善をしたいのですが。（新しいデータを提供したいのですが）。 

A. 大変ありがとうございます。産業環境管理協会（jemai-lca@jemai.or.jp）までご連絡ください。

ご連絡の際には、エクスポートしたプロセスデータと共に、公開可能な説明資料を頂けないでしょうか。 

 

Q. 詳細な計算手順を教えてください。もしくは原典の資料をください。 
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A. 各プロセスデータの追加情報タブをご覧ください。準備が整い次第、より詳細な算定根拠についても

随時公開していく予定です。 

 

Q. 廃棄物処理プロセスの使い方がわかりません。 

A. 廃棄処理対象物の出力側への登録と、それに相当する廃棄処理サービスの入力側への登録とで評

価します。（廃棄処理対象物の出力側への登録はなくても同じ計算結果になりますが、プロセスの入出

力を明確にするため出力側への登録も推奨します）。 

 

14.4. 計算構造・用語など 

Q. 製品、フロー、プロセスの違いがよくわかりません。 

A. 「製品」はモノやサービスを指します。「プロセス」は何らかの操作を行う工程を意味します。フローは、プ

ロセスにおける製品の入出力を表現するため、流量、入出力の方向を含めた情報となります。 

 

Q. 精度はどれぐらいあるのですか？ 

A. おおよその数値を評価しているものとご理解ください。バックグラウンドデータは様々なスペックのある製

品の平均的（もしくは代表値）を目指して作成しています。バックグラウンドデータのみでのご利用は、特

にご注意ください。 

 

Q. 計算アルゴリズムに、なぜマトリックス法を利用しないのですか？ 

A. 当初、計算アルゴリズムとして、繰り返し計算をする積み上げ法と、マトリックス法の両方を実装し、選

択できる状態にしていました。しかし、プロセス数として 3,000 程度あるだけでなく、約 1,500 製品が持つ

地域別構成比データもプロセスと同じような扱いをしており、またそれぞれに地域間輸送プロセスが同様に

1500 プロセスあるため、合計約 6,000 プロセスあります。それをもとに、約 200 地域のプロセスデータを

推算するため、6,000×200=1,200,000プロセスができあがります。つまり、100万×100万の行列と

なるため、マトリックス法の実用が困難という判断をしました。 

 

15. 本マニュアルについて 

 本マニュアルは、随時更新する予定です。 


