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＜データベース改訂の注意点＞ 

本更新を行うことで、計算結果が変化します。 

過去の計算結果は復元できませんので、ご注意ください。改訂しない場合

は、「2.データベースを改訂しない方法」をご覧ください。 
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1. MiLCA データ保持方法 

1.1. バージョン 1.1 シリーズにおける保持方法の変更点 

環境によってHDD空き容量が少なくMiLCAが利用できないなど、容量の面から課題がありました。そ

こで、下記のように変更を致しました。 

MiLCAでは、初期搭載のインベントリデータベース（IDEA）のデータを２つに分けて保持しています。

プロセス情報（原材料やエネルギー等の入出力情報、公開コメントなど）と、インベントリ分析結果です。

バージョン 1.0シリーズでは両データベースを 2 つのファイルにしてハードディスクに保存しています。バージョ

ン1.1シリーズにおいても、プロセス情報の保持方法は変化せず、自動更新されます。しかし、インベントリ

分析結果ファイルは、これまで 1つのファイルにしていたものを約 3000のファイルに分割して保持するよう

に変更します。3000 に分割された IDEA計算結果ファイルの総容量は、約 10GB です。 

なお、ユーザが独自に作成されたデータの保持方法は従来と変更がなく、すべてローカル側に保持され

たままです。 

 

Version 1.0以前における各情報の格納場所 

 プロセス情報 インベントリ分析結果 

初期搭載インベントリデータベー

ス（IDEA） 

データベース（SQL Server） 単一ファイル（IDEA プロセス全

部で１ファイル） 

ユーザ作成データ データベース（SQL Server） データベース（SQL Server） 

 

Version 1.1以降における各情報の格納場所 

 プロセス情報 インベントリ分析結果 

初期搭載インベントリデータベー

ス（IDEA） 

データベース（SQL Server） 複数ファイル（IDEA プロセスご

とに１ファイル） 

ユーザ作成データ データベース（SQL Server） データベース（SQL Server） 

 格納方式の変更は、IDEAデータの、インベントリ分析結果のみで行われます（表のピンク部分） 

 ただし、データの内容については IDEA データのプロセス情報、インベントリ分析結果ともに変更されま

す（下記の図を参照） 

 

プロセス情報
（原材料等の

入出力データや、公開コメントなど）

インベントリ分析結果
（資源消費量やCO2排出量の計算

結果）

IDEAデータ

インターネットに接続すること
で、約3000のデータが全て自
動更新されます。

約3000のIDEA計算結果ファイルを、下記３つの方法で
入手します。

1. 中央サーバからの随時ダウンロード（初期状態）
2. 社内ネットワークの参照
3. 一括インポート
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1.2. データベース改訂方法 

データベースの改訂方法は、下記の複数の方法があります。ご利用環境に応じ、便利な方法を選択し

てください。 

 

 

 

1.2.1. 圧縮ファイル（DVDなど）からあらかじめダウンロードしておく方法 

 全ての IDEA計算結果ファイルを圧縮したファイルがあります。レギュラー版ライセンスをご購入の方へは

当該ファイルを焼いた DVD を郵送いたします。無料版ライセンスの方は、DVD の返信用封筒（切手添

付）を当協会にお送りくだされば、DVD を入れて返送致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜手順＞ 

1. 「MiLCA」→「クライアント設定」→タブ「計算結果ダウンロード」を選択 

（タブ「計算結果ダウンロード」がない場合は、MiLCAのバージョンを 1.1シリーズにあげてください） 

2. 「手動で計算結果を配置」をクリック 

 

HDD空き容量に余裕
（20GB以上の空き容量）

がありますか？

1.2.1 圧縮ファイルからあらかじめ
全データをダウンロードする方法

外付けHDDや、社内共
有HDDなど、大容量ファ

イルを保存し、随時アク
セスが可能ですか？

No

1.2.3 外部フォルダを適宜参照
する方法

1.2.2 中央サーバから適宜ダウン
ロードする方法

No

Yes

Yes

＜送付先＞ 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-1 

社団法人 産業環境管理協会 

LCA事業室 担当：中野 

（IDEA DVD希望と記載してください） 
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3. アーカイブファイルとして、DVDにある「IDEA_v1.1.mcrz」を参照し、選択してください。すると、下

記画面が表示されます。 

 

 

 

4. あらかじめ一括ダウンロードしておく業種を選択してください。（空き HDD 容量に余裕がある場合は、

全て選択しておくことを推奨します。また、最低限、よく利用する「電気業」「ガス業」あたりは選択し

ておくことをお勧めします） 
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5. 右下の OKボタンをクリックし、コピーを開始させます。コピーが終了すると、本画面が自動的に閉じま

す。以上で終了です。 

 

1.2.2. 中央サーバから適宜ダウンロードする方法 

 初期状態では、中央サーバから適宜ダウンロードする方法になっています。以下は、確認方法です。 

 

1. 「MiLCA」→「クライアント設定」→タブ「計算結果ダウンロード」を選択 

（タブ「計算結果ダウンロード」がない場合は、MiLCAのバージョンを 1.1シリーズにあげてください） 

2. 中央サーバをチェックし、「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

1.2.3. 外部フォルダを適宜参照する方法 

 全ての IDEA計算結果ファイルを圧縮したファイルがあります。レギュラー版ライセンスをご購入の方へは

当該ファイルを焼いた DVD を郵送いたします。無料版ライセンスの方は、DVD の返信用封筒（切手添

付）を当協会にお送りくだされば、DVD を入れて返送致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜手順＞ 

1. DVD にある「IDEA_v1.1.zip」を、空き容量に余裕のある場所（外部 HDDなど）にコピーしま

す。 

2. 空き容量に余裕のある場所（外部 HDDなど）に解凍します。約 10GB になります。 

＜送付先＞ 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-1 

社団法人 産業環境管理協会 

LCA事業室 担当：中野 

（IDEA DVD希望と記載してください） 
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（解凍後のイメージ：合計 2997 ファイルが作成されます） 

 

 

3. 「MiLCA」→「クライアント設定」→タブ「計算結果ダウンロード」を選択 

（タブ「計算結果ダウンロード」がない場合は、MiLCAのバージョンを 1.1シリーズにあげてください） 

4. 「ネットワークファイルパスを指定」にチェックを入れ、参照先として先ほど解凍したフォルダを指定します 

 

 

 

5. 指定後、右下の「OK」ボタンをクリックします。以上で終了です。 
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1.3. 旧ファイル削除方法 

古い IDEA計算結果ファイルが残骸として残ります。自動削除はシステム上リスクがあったため、自動削

除しておりません。お手数ですが、HDD容量の節約が必要な方は下記ファイルを削除してください。 

 

不要ファイル名：CompiledResult.zip （容量:1.1GB） 

場所：C:\JEMAI\MiLCA Server\LCAServerService 

（社内サーバ版をお使いの方は、上記ファイルはサーバ側にのみ存在しています。各クライアントの PC に

は存在しません） 

1.4. IDEA計算結果データベース保存場所 

 通常は下記フォルダを操作することはありませんが、IDEA計算結果ファイルの容量が大きくなりすぎた場

合は下記フォルダ内にあるファイルを削除してください。（フォルダそのものは削除しないでください） 

 ダウンロードした個々の計算結果ファイルは、下記階層に保存されます。ただし、データがなくなると、再

度当該データを中央サーバからダウンロードすることになります。 

 

＜Windows XP の場合＞ 

*スタンドアロン版 

C:\Documents and Settings\<ユーザ名>\ApplicationData\JEMAI\LCAClient 

\CompiledResultDb\ 

*社内サーバ版 

C:\Documents and Settings\<ユーザ名>\ApplicationData\JEMAI\LCAClientCS 

\CompiledResultDb\ 

 

＜Windows 7の場合＞ 

*スタンドアロン版 

C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Roaming\JEMAI\LCAClient\CompiledResultDb\ 

 

*社内サーバ版 

C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Roaming\JEMAI\LCAClientCS\CompiledResultDb\ 

 

2. データベースを改訂しない方法 

計算結果の急な変化を避けたい方は、インターネットに接続しないことで自動更新を避けられます。

MiLCAのみインターネットに接続させないためには、「クライアント設定」から「プロキシ設定」にて「プロキシ

設定を利用するにチェックを入れ、ダミー情報を入力しておくことで対応できます。 

ただし、今後のソフトウェアの自動更新にも対応できなくなるため、推奨されません。 
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3. IDEA versin 1.1 

3.1. 変更点 

 IDEA ver1.0 から IDEA ver.1.1 にかけ、下記の項目を改訂しました。改訂の多くは、連鎖が不適

切であったり、資源消費が適切に評価されなかったり、入力値のミスであったり、不具合に関係するもので

す。ただし、公共電力については震災により大きな影響を受けたため、最近の状況を反映させるため

2011年度平均値を新たに作成しました。 

 また、リマインダフロー（！マークつきのフロー）は参考情報としての位置づけであるため、0.01未満のフ

ロー情報は削除しました。 

 お問い合わせ：jemai-lca@jemai.or.jp 

 

○日本の公共電力 

日本平均のデータを 2011年 4月から 2012年 3月までのデータに変更しました。 

 

○海外の系統電力 

発電端でのデータであったため、IEA統計より送電ロス等を差し引いた受電端でのデータに変更しました。 

また、天然ガス発電を利用している国でも LNG発電（液化してから発電する）となっていたため、直接

天然ガスを燃やすように修正しました。なお、海外の LNG火力発電には液化工程が含まれていませんで

したので、もともと天然ガス発電と同様でした。名称の変更のみです。ただし、韓国、台湾のみ液化工程

が含まれた LNG燃焼のプロセスに連鎖を変更しました。日本の LNG発電には従来から液化工程が含ま

れています。 

 

○原子力発電 

低レベル放射性廃棄物、高レベル放射性廃棄物の処理プロセスを電力中央研究所の文献値より引用

し、追加しました。使用済み燃料棒はリサイクルせず、50年保管後、直接処分するシナリオを想定しまし

た。高レベル放射性廃棄物処理の評価、事故による放射性物排出の評価は、今後の課題と認識して

います。 

 

○ウラン燃料の調達 

原子力発電の上流側にウラン鉱石から六フッ化ウランを経て、二酸化ウランのペレット化（濃縮等）され

るまでのプロセスを付加しました。 

 

○地熱発電 

文献値より素材等の使用量を参照し、入力しました。 

 

○水力発電 
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入力基本フローに河川水が入っていましたが、通過するだけですので、削除しました。（ウォーターフットプ

リント算定時、水力発電由来の水消費が多くを占めていましたが、これが解決されます）。また、文献よ

り素材使用量を参照し、入力しました。 

一方で、再生可能資源ですが、エネルギー消費量が評価できませんでしたのでエネルギー（水力）の

入力基本フローを追加しました。特性化（エネルギー全量）で評価可能です。 

 

○石炭火力発電 

標準プロセスに古い海外のデータを利用していたため、SO2, NOx, ばいじん等が過大に評価されていま

した。海外のより正確なデータが入手できるまで、当面日本の火力発電プロセスデータを利用することにし

ます。 

 

○「純水,蒸留-イオン交換膜法」由来の純水 

 プロセス水を「純水,蒸留-イオン交換膜法」由来の純水に連鎖しているデータがありました。これらを「工

業用水」もしくは「純水(イオン交換法)の製造」由来の純水への連鎖に変更しました。変更したプロセス

は下記の通りです。 

 

＜工業用水へ変更したプロセス＞ 

ゼオライト A の製造 

 

＜「純水(イオン交換法)の製造」由来の純水へ変更したプロセス＞ 

酸化プロピレンの製造 

塩化ビニル樹脂の製造 

塩化ビニリデンモノマー 

塩化ビニルモノマーの製造 

食塩電解プロセス(塩素・水酸化ナトリウム製造) 

アンモニアの製造 

アニリンの製造 

フェノール樹脂の製造 

ナイロン 6の製造 

エチレンジクロライドの製造 

2-ブタノールの製造 

ホルムアルデヒド(37%)の製造 

ホルマリンの製造 

合成エタノールの製造 

無水マレイン酸の製造 

アジピン酸の製造 

塩化アリルの製造 

n-ブタノールの製造 

アクリルニトリルの製造 
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エチレオキサイド/エチレングリコールの製造 

ポリスチレンの製造 

ポリスチレン（一般用）の製造 

ポリスチレン（耐衝撃性）の製造 

発泡ポリスチレン（EPS)ビーズの製造 

メタクリル酸メチルの製造 

ビスフェノール Aジグリシジルエーテル（DGEBA）の製造 

ほう酸の製造 

ポリフェニレンサルファイドの製造 

ポリフェニレンエーテル樹脂 

ポリカーボネートの製造 

ポリビニルアルコールの製造 

ポリメチレンポリフェニルイソシアネートの製造 

シクロヘキサノンの製造 

ニトロベンゼンの製造 

ジメチルテレフタレートの製造 

2,6-ジメチルフェノールの製造 

カプロラクタムの製造 

テレフタル酸、ジメチルテレフタレートの製造 

ヘキサメチレンジアミンの製造 

エピクロロヒドリンの製造 

窒化ケイ素セラミックスの製造 

アルミナセラミックスの製造 

ジルコニアセラミックスの製造 

電気用特殊陶磁器の製造 

がい子、がい管の製造 

その他の電気用陶磁器の製造 

変性ポリフェニレンエーテル樹脂（m-PPE）の製造 

ポリオールの製造 

ヘキサメチレンテトラミンの製造 

ナフサ分解の製造 

フロン 141b の製造 

PET ボトルからの PET樹脂リサイクル（ケミカルリサイクル） 

自動車用上塗塗料（水系（シルバー）の製造 

自動車用電着塗料（水系（F-1）の製造 

自動車用電着塗料（水系（f-2 クリア）の製造 

 

 



11 

 

また、下記プロセスでは「プロセス水」を「上水道」としていましたが、「純水(イオン交換法)の製造」由来の

純水へ変更しました。 

ポリカーボネートの製造(ホスゲン法) 

ポリカーボネートの製造(非ホスゲン法) 

 

○都市ガス 

成分調整用の LPG の投入が、LPG の燃焼につながっていたため、原料用途に変更しました。 

 

○木材の燃焼 

CH4 および N2O排出量が入力されていなかったため、環境省の係数に従い追加しました。 

 

○ニトロベンゼン 

ニトロベンゼンの製造プロセスにて、入力側に「処理済水」が登録されていたため、出力側の基本フローに

登録し直しました。 

 

○アルミニウム箔(80μm) 

入力中間フローのアルミ一次地金投入量が、3桁多かったため、修正しました。 

 

○ポリエステル織物,反物,染色品の製造 

入力中間フローの油剤投入量が、3桁多かったため、修正しました。 

 

○PET樹脂（ボトル用） 

環境負荷が過大評価されていたため、当該報告書の完全上流遡及後のデータに差し替えました。 

 

○ABS樹脂（難燃性）、ポリスチレン（難燃性）の製造 

三酸化アンチモンが「その他の無機顔料」に連鎖されていたため、本来の三酸化アンチモンに繋ぎなおしま

した。 

 

○鍛造用金型の製造 

出力中間フロー（鍛造用金型）の流量が大幅に多いため、修正しました。 

（製品の出力が過剰になっているため、結果的に製品 1単位あたりでは環境負荷が過小評価になって

いました） 

 

○焼却処理,一廃 

入力中間フローである「A重油」は「熱エネルギー,A重油」の間違いであったため、修正しました。 

 

○ごみ発電時の回収電力、自家消費 

「廃棄･焼却処理,廃プラ」「焼却処理サービス,一廃」プロセスにおける入力電力量は不要であったため、

削除しました。（既に買電と発電の差が回収電力量として記載されていました） 
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 なお、厳密には廃プラ焼却時はより発電量が期待できますが、原典ではそのようなモデル化を行ってい

ないため、同等のままとしてあります。 

 

○いも類 

委託輸送分以外の「エネルギー」および「上水道」の入力量を訂正しました。 

 

○飼料作物 

委託輸送分以外の「エネルギー」および「上水道」の入力量を訂正しました。 

また、「殺菌剤」が「円」と「kg」の両方で重複入力していたので、「殺菌剤」の「円」入力を削除しました。 

 

○亜鉛精鉱および鉛精鉱 

 亜鉛精鉱および鉛精鉱のデータが複数あったため、1つに統一しました。 

 

○貴金属鉱石 

 鉱石品位の情報が不適切であったため、金・銀の品位を適切に入力しました。 

 

○白金、金属テルル、金属セレン、銀 

 銅鉱石の副製品としての白金生産を主生産フローとしています。従来では白金使用によっても銅資源

消費しか評価されなかったため、白金精錬プロセスに白金の基本フローを入力しました。 

 金属テルル、金属セレンも同様としました。 

 銀については、銅スライム処理後の銀アノードの電解後、副産する「パーチング後スライム（金電解工

程へ）」、「(NH4)2PtCl6（白金電解工程へ）」へ配分を（事実上）行わないようにしました。 

 

○金 

 金関係のプロセス・製品が複数あり、わかりにくかったため、名称を変更することで整理しました。また、資

源消費の影響も評価できていなかったため、金地金利用プロセスへ金の基本フローを追加しました。 

 

○リチウム 

リチウムの資源消費が評価されていなかったため、炭酸リチウム製造時にリチウム資源を入力側基本フロ

ーに登録した。かん水くみ上げ時にはカリウムも含まれているため、カリウム（シルビナイト）への配分を避

けるために炭酸リチウム製造時としています。（一般的に炭酸リチウムを経て他のリチウム製品を製造する

ため、実用上の問題はないと考えました。） 

 

○モリブデン鉱石採掘 

モリブデン鉱石採掘のプロセスが 2 つあり、1つは入力基本フローにモリブデンが入っていませんでした。そこ

で、複数のモリブデン鉱石採掘のプロセスを 1 つにしました。もう 1 つは非推奨データとしました。 

 

○レアアース（酸化ネオジム、酸化サマリウム、酸化プラセオジム、酸化ランタン、酸化ガドリニウム）の生

産 
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資源消費が適切に評価されていなかったため、それぞれの素材製造時に各基本フローを同量連鎖するよ

うにしました。また、原料（バストネサイト精鉱）がニッケル鉱石扱いで評価されていたため、削除しまし

た。 

 

○ニッケル鉱石（坑内堀）（露天掘）、ニッケル鉱石の選鉱、酸化ニッケルの製造 

入力基本フローに鉄鉱石を連鎖させていましたが、鉄資源と考えられるため、「鉄」（純分相当）に変更

しました。また、ニッケの純分相当をニッケルの資源に連鎖させています。 

 

○鉄マンガン鉱石 

資源の入力がなかったため、品位を推定し、鉄とマンガンの入力基本フローを追加しました。 

 

○バナジウム鉱石の生産 

資源の入力がなかったため、品位を推定しバナジウムの入力基本フローを追加しました。 

 

○金属ジルコニウム（スポンジ）の生産 

資源の入力がなかったため、ジルコニウムの入力基本フローを追加しました。 

 

○三酸化アンチモン、金属アンチモンの製造 

資源の入力がなかったため、製品中のアンチモン含有量から入力基本フローの量を推定し、アンチモン使

用量を追加しました。 

 

○カリウム塩類の製造 

マンガン鉱石の影響を適切に評価していなかったため、マンガン鉱石品位（52％）より資源消費量を

推定し、マンガン使用量を追加しました。 

 

○酸化チタンの製造 

イルメナイトの影響を適切に評価していなかったため、資源消費量を推定し、チタン資源使用量を追加し

ました。 

 

○氷晶石の生産 

資源の入力がなかったため、氷晶石の入力基本フローを追加しました。 

 

○ビスマス密陀の製造,鉛スライム処理,金属純分質量基準配分 

ビスマス資源の入力がなかったため、ビスマスの入力基本フローを追加しました。 

 

○バリウム塩類、炭酸バリウム、硫酸バリウム、塩化バリウム（二水塩）（無水塩）、リトポン 

資源の入力がなかったため、重晶石（バリウム）の入力基本フローを追加しました。また、炭酸バリウムの

原料として硫酸バリウムがあるため、連鎖を変更させました。 
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4. 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社団法人産業環境管理協会 

LCA事業室 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-2-1 

Tel: 03-5209-7708 

E-mail: jemai-lca@jemai.or.jp 

【LCA ソフトウェア MiLCA(みるか)ウェブサイト】 

http://www.milca-milca.net/ 

http://milca-milca.net/forum/

