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産業構造審議会環境部会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等ワーキンググループ 

（２０１１年度） 

議事録 

 

日時：平成23年11月14日（月曜日）10:00～12:15 

場所：経済産業省別館10階1028会議室 

出席者 

中上座長、碧海委員、新井委員、島田委員、平井委員 

議題： 

1. 製紙・板硝子・セメント等業種の自主行動計画の評価・検証について 

2. その他 

 

対象業種及びその進捗状況 

目標達成業種：日本製紙連合会、(社)セメント協会、(社)日本染色協会、板硝子協会、 

(社)日本印刷産業連合会、日本ガラスびん協会、日本衛生設備機器工業会、(社)

プレパブ建築協会 

目標未達成業種：なし 

 

○飯田環境経済室長  おはようございます。尐し定刻より前ですけれども、おそろいでございます

ので、ただいまから産業構造審議会環境部会地球環境小委員会製紙・板硝子・セメント等ワーキ

ンググループを開催いたします。 

 私、環境経済室長の飯田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本ワーキンググループでございますけれども、皆様ご案内のとおり自主行動計画のフォローアップ

でございます。自主行動計画は制定以来、産業部門における温暖化対策の柱となってやってい

ただいております。震災、あるいは円高などいろいろ不透明な状況もありますけれども、引き続き

皆様方に積極的なお取り組みを期待したいということで、このフォローアップを開催させていただ

いております。 

 それから本日はこのフォローアップに加えまして、現在、2013年以降の対策ということで低炭素社

会実行計画。これを経団連を中心に策定していただいているところだというように承知しておりま

すので、こういったことについての策定の視点などにつきましても、先生方からご意見をいただけ
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ればと思っております。 

 それでは、まず初めに中上座長から一言ごあいさつをいただきたいと思います。 

○中上座長  おはようございます。もう何回目になりますでしょうか。西尾先生から座長を引き継ぎ

まして、このワーキングを担当させていただいておりますけれども、ことしは例年より尐し早いタイミ

ングで開催できました。いつも師走の忙しいときにばたばたしておりまして、今回は多尐余裕があ

るような気もいたしますけれども、とにかく今お話がありましたようにここ数年はリーマンショックがあ

って、超円高があって、それに追い打ちをかけるように3.11がありまして、もう天中殺ではないかと

思っております。来年が2012年ですので京都議定書の目標年の最終年ということでございますか

ら、もう後がないわけでありますが、改めて来年になりましたらリセットして、新しい枞組み等も含め

てまた努力していただきたいと思います。きょう最後の議論になるかもしれませんが、自主行動計

画に対するいろいろなご意見がまいっておりまして、拝見しておりましても、まことにごもっともなご

意見がいっぱいあると思います。 

 私どもが海外に行きましてこの自主行動計画のことを紹介しましても、海外の友人たちを含めて

産業界がそんな自主的にやるはずがないというような、もう最初から疑ってかかるという状況であり

まして、日本はそうではないのだといって幾ら説明してもわからないわけですから、ぜひそのところ

をもっと強力に政府からも発信していただいて、皆さんのご努力が世界的にも高い評価をされるよ

うな仕組みを考えなければいけないのではないかなと、考えているところでございます。 

 また一年間ご努力していただいたものを、わずか５分、10分でご説明していただくというのは非常

に心苦しいのでございますけれども、これは大勢仲間がふえたということで、それなりに皆様のご

意見を伺えるのではないかと楽しみにしております。 

 また先生方におかれましても、ぜひいろいろな観点からご指摘、ご意見等ちょうだいしたい。 

 それでは、きょう一日、よろしくお願いします。 

○飯田環境経済室長  ありがとうございました。 

 それでは、本日の事務局のメンバーを委員の皆様にご紹介させていただきます。経済産業省より

坂本紙業服飾品課長。それからおくれてくると思いますけれども、渡邊住宅産業窯業建材課長。

江川日用品室長。そのほか繊維課、文化情報関連産業課から担当の課長補佐の方にご出席い

ただいております。 

 続きまして、環境省より室石地球温暖化対策課長、同じく課長補佐でございます。 

 それから本日は自主行動計画の進捗状況についてご説明をいただくために日本製紙連合会様、

社団法人セメント協会様、社団法人日本染色協会様、板硝子協会様、社団法人日本印刷産業
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連合会様、日本ガラスびん協会様、日本衛生設備機器工業会様、社団法人プレハブ建築協会

様より、ご担当の方にご出席いただいております。 

 それでは、以降の進行は中上座長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○中上座長  それでは早速、議事に入りたいと思います。日本製紙連合会から順に、2010年度

の実績を踏まえた業界の自主行動計画についてご報告をちょうだいしたいと思います。それぞれ

皆様方のところには何分ぐらいでというように事務局からご連絡が行っていると思いますけれども、

できるだけその範囲でやっていただければと思います。 

 それでは、まず日本製紙連合会さんからよろしくお願いします。 

○野村日本製紙連合会エネルギー小委員長  おはようございます。日本製紙連合会エネルギー

委員会の小委員長をやっております野村と申します。よろしくお願いします。本日、エネルギー委

員長の林が都合で出席できないため、私がかわってご説明させていただきます。 

 それでは、お手元に資料４―２、Ａ４横の青いパワーポイントのレジュメがあると思いますけれども、

これをごらんください。 

 ２ページ目です。フォローアップの目標ですけれども、昨年度と全く同じです。90年度比で、製品

当たり化石エネルギー原単位を20％削減。化石エネルギー起源 ＣＯ２排出原単位を16％削減。

３つ目が森林面積を2012年度までに70万ヘクタールにするという目標を掲げております。 

 ３ページ目です。カバー率ですけれども、ここに書いてありますが、紙、板紙生産量の約90％弱を

カバーしております。 

 続けてまいります。４ページ目です。これが今回のフォローアップの結果でございます。 

 説明させていただきます。2010年度の生産量は2009年度に対して若干ですが回復傾向がみられ、

約 1.6％の増産となりましたけれども、量そのものはリーマンショック前の2007年度と比べて、約87

％弱のレベルにしか届いていない状況です。2010年度の化石エネルギー原単位は、省エネルギ

ー対策及びチリ大地震の影響による市販パルプの増産でバイオマス燃料である黒液の大幅増加、

並びに効率的生産を目指しての工場、生産設備の統廃合の効果がより発揮されました。このこと

から化石エネルギーの削減が進み、対2009年度比マイナス 3.3ポイント改善され、1990年度と比

べて74.6％となっています。2007年９月に改定した目標の80％よりも 5.4ポイント改善と、４年連続

して目標を達成いたしました。 

 ただし、先ほども述べましたけれども、今回の黒液の増加は一時的なものととらえております。同

様の理由により、2010年度の化石エネルギー起源 ＣＯ２排出原単位も対2009年度比 4.2ポイント

改善され、1990年度に比べて77.4％となり、2007年９月に改定した目標の84％よりも 6.6ポイント
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改善。これも４年連続して目標を達成しているという状況にございます。 

 特に化石エネルギー起源の ＣＯ２排出量は、2009年度に比べ生産量が増産したにもかかわらず

 1,875万トンで、対2009年度約71万トン減となり、２年連続して 2,000万トンを下回り、1990年度

比73.9％、26.1％減ということで大幅な減尐となっております。 

 また総エネルギー原単位につきましても、増産並びに工場の生産体制の見直し等で効率的な生

産体制への効果があらわれ、対2009年度比で 0.9ポイントよくなっております。3.11大地震につき

ましての影響は、次年度以降の実績に大きくあらわれると思われます。 

 次、５ページにいきます。1990年度と2010年度のエネルギー分類別の原単位の比率です。10年

度につきましては９年度に比べまして化石エネルギーの割合が 1.8％下がり、90年度に比べまし

て再生可能と廃棄物エネルギーの割合が15％増加し、化石エネルギーの比率が50％を下回っ

ております。 

 ６ページにいきます。2000年度から2010年度までの11年間の省エネ、燃料転換投資の推移です。

ここにありますように、合計で 3,300億円弱の投資となっております。年平均約 300億円の投資を

しておりますが、燃料転換投資は投資額の割に ＣＯ２削減量が尐なく、投資効率の低い傾向がご

らんいただけます。2010年度の投資額は72億円ですが、そのうち省エネルギー投資は68億円強

で、昨年に比べ若干投資額は増加しましたけれども、依然としてリーマンショック前には戻ってお

りません。また燃料転換投資は３億円強で、今までに計画した投資がほぼ完了したこともあって、

過去最低の投資額になっております。燃料の調達が量的、価格的に困難な状況にあり、また今

後、再生可能エネルギーの全量買取制度の影響等で、ますます調達が難しくなるのではというよ

うに懸念しております。 

 ７ページです。省エネ投資に対するランニングコストの削減と回収年の概略です。省エネ投資に

よってエネルギー使用量が減尐しますけれども、その燃料費用の削減効果と概略の回収年数が

載っております。ごらんください。ちょっと省略させていただきます。 

 ８ページです。クレジットの活用状況を記載してございます。クレジットの活用はございません。今

のところ取得予定等の具体的な取り組みもございません。現在、試行実施につきましては10社が

参加しており、 ＣＯ２排出量で参加率は71％ほどとなっております。昨年と同じです。 

 ９ページです。今後の設備投資計画です。2007年度時点での予測では 1,630億円の投資が見

込まれておりましたが、この３年間で可能なものについてほとんど実施済みです。リーマンショック

後の環境変化で延期を余儀なくされている計画もあり、今後、11年度から12年度までに約 246億

円程度の投資が見込まれるような計画となっております。 



 

- 5 - 

 10ページです。バイオマス、廃棄物使用量の推移をあらわしております。ここにありますように、バ

イオマスであります廃材、バーク、廃プラスチックは増加しておりますけれども、製紙工場で出てく

る廃棄物でありますペーパースラッジ、それから紙くず、廃タイヤ、廃油は横ばい状況にあります。

特に廃材、バークは使用量が伸びてきておりますけれども、今後の使用量増加については各社と

もなかなか厳しい見方をしております。 

 11ページです。化石エネルギー原単位と化石エネルギー起源の ＣＯ２排出原単位の2008年から

2012年度の５年間平均の試算です。まず黄色の部分ですけれども、2008年から2010年度、３年

間の平均実績でどちらも目標をクリアしています。次に、この３年間の実績も含めた2008年度から

2012年度の５年間の平均の試算がピンクの部分です。 

 前段の投資設備を踏まえまして、環境対策、品質対策、あるいは要因対策等の増エネルギー要

因、燃料の調達率、また震災の影響による今後の需給動向や原発の稼働状況による電力への

影響等を考慮いたしまして、電力の排出係数を現在の原発の稼働状況等から製紙連合会で独

自に予測した数値を使用して試算した結果、ピンク色の部分ですけれども、目標を上回って達成

できる可能性のある数字となりました。 

 また化石エネルギーの消費量、化石エネルギー起源 ＣＯ２排出量、ともに生産量が1990年度比

で約３％減の試算となったこともあり、1990年度を大幅に下回る数字となる見込みです。 

 次に植林の件ですけれども、12ページをごらんください。目標は赤線、70万ヘクタールでして、現

時点で目標の99％まで達しております。 

 13ページです。昨年の説明と同じになりますけれども、省エネのポテンシャルを示したグラフです。

ＩＥＡのレポートにあります各国がＢＡＴを導入した場合の省エネ可能ポテンシャルのグラフでして、

日本の削減ポテンシャルは紙生産量当たり 0.3ＧＪの削減余地しかないということで世界のトップ

レベルにあり、省エネが一番進んでいるということを示しております。 

 14ページです。製紙業界の低炭素社会実行計画に向けての取り組みを示したもので、2013年度

以降の目標ですけれども、20年度までの取り組みは経団連の低炭素社会実行計画に参画し、20

10年６月の理事会でこのように目標の設定を行いました。 

 製紙業界の低炭素社会実行計画の2020年度までの削減目標といたしましては、20年度のＢＡＵ

比 179万トンの ＣＯ２を削減することを目指すとしておりました。このうち電力排出係数の改善分

の58万トンを含んでおりますので、製紙業界では 121万トンの削減を目標としておりましたけれど

も、見直し、検討が必要となっております。以降、その理由を説明させていただきます。 

 15ページです。前に述べました ＣＯ２削減量の見直しが必要な理由としまして、リーマンショックに
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続き震災による需要の落ち込みからの回復状況と、生産計画の再構築及び大型工場の被災によ

る設備投資計画の見直しがあります。また、再生可能エネルギー全量買取制度によるバイオマス

の価格と集荷への影響が懸念されます。３番目として、原発事故による電力価格と電力排出係数

の影響が挙げられます。これらのみきわめが必要だと考えております。 

 16ページにいきます。先ほど申し上げました 121万トンの削減根拠の３本柱ですけれども、１番、

廃材と廃棄物の利用。あと３番の熱利用等の高効率機器の導入について先ほどの件が影響して

くると思われ、この見直しが必要と考えております。今後、製紙連合会の中で検討していく予定で

す。 

 17ページです。古紙配合率の推移です。ごらんいただければわかりますけれども、紙、板紙とも順

調に利用率向上に向けて取り組んでおります。右側のグラフで62.6％となっておりますけれども、

2015年まで、紙、板紙をあわせた古紙利用率を64％までに向上させる取り組みを行っていくつも

りです。 

 18ページです。この夏の製紙業界の電力対応について尐々ご説明させていただきます。東京電

力と東北電力管内の電力使用制限対象となった製紙連合会会員会社と子会社を含めた工場・

事業所の最大電力で、 109工場・事業所で36万 6,000キロワットとなりました。この15％が削減義

務量で、全社とも義務量を上回ってクリアしております。一方、これらの工場・事業所の自家発予

備電力の供給力は15万 8,000キロを有しており、削減目標の15％を大きく上回って供給し、電力

不足に貢献しております。 

 19ページです。日本製紙連合会会員会社の工場・事業所が、どの電力会社管内にあるかを比率

で示したものです。この夏の東京・東北電力管内で電力使用制限を受けた工場・事業所は、購入

電力比率で全工場の32％となっています。一方、この冬も電力需給が厳しいといわれている東北

・関西・九州電力管内では、22％が影響を受けることになります。製紙会社は自家発を有している

工場が多く、今後、電力不足に対しては可能な限り自家発の有効利用を図るつもりです。 

 その他、参考資料がついておりますけれども、間接部門の動向は ＣＯ２排出量の約 0.1％以下と

いうこと、運輸部門についても全体の３％ということで、説明は割愛させていただきます。 

 以上で製紙産業のご説明を終わらせていただきます。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、セメント協会さん、よろしくお願いします。 

○舟町セメント協会専務理事  それでは、お手元の資料５―２によりましてご説明させていただき

ます。 
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 ２ページをごらんください。業界の概要でございますが、2010年９月末で生産をやめた工場があり、

企業数は現時点では18から17社、１社減となっております。自主行動計画のカバー率 100％で、

すべてが温対法の対象事業所でございます。 

 ３ページをごらんください。生産量の推移をみますと1996年度の 9,927万トンをピークに減尐傾向

で、2005年、2006年は、先ほどもありましたけれども、2007年度以降、再び減尐しております。201

0年度も前年度比で４％減の 5,605万トン。大変厳しい状況が続いております。 

 ４ページでございます。セメント業界の自主行動計画では、2008年度から12年度の５年間の平均

で、セメント製造用エネルギー原単位を1990年度比で 3.8％低減させることを目標としております。

絶対値で申し上げますと 3,451ＭＪ／ｔ－セメントでございます。 

 ５ページをごらんください。目標指標は順調に改善してきておりますけれども、最近では生産減に

伴う稼働率の低下に加えまして、火力、自家発電比率の上昇や廃棄物等の使用増に伴う前処理

用電力の増加などによりまして、原単位の改善は足踏み状態でございます。2010年度は 3,430

ＭＪ／ｔ－セメントで、削減率は90年度比 4.3％減と目標の 3.8%減を上回りました。同年度中に稼

働キルンが57基から３基減の54基となって、生産の集約化が図られたことなどが貢献しているもの

と考えております。 

 ６ページをごらんください。原単位の改善に向けた熱エネルギー面での取り組みでございます。

最も省エネ効果の高いＮＳＰ、ＳＰキルンという予熱装置のついたキルンへの転換というのは1997

年度に終了し、その時点で世界トップレベルの省エネになっております。それ以降も廃プラなどの

エネルギー代替廃棄物の利用拡大により、尐しずつですが原単位を引き下げてきております。 

 ７ページをごらんください。電力エネルギーにつきましても、1990年代前半までにピーク時の約30

％減の省エネを達成しました。 

 しかしながら、廃棄物受け入れのための前処理設備、投入設備等に要する電力が増加し、原単

位は悪化傾向にございます。セメント工場では排熱発電を設置したり、火力自家発電へのバイオ

マスの導入拡大を進めるなど ＣＯ２削減に取り組んでおります。 

 ８ページでございます。2010年度におけるエネルギー原単位の増減要因の分析でございます。

改善要因は、省エネ設備への投資、エネルギー代替廃棄物の使用増、自家発電比率の減が主

でございます。悪化要因は黄色のほうですけれども、廃棄物利用のための前処理用電力の増加

というプロセス上の影響が主でございます。エネルギー代替廃棄物の活用は前処理に要する電

力消費がふえるのですけれども、全体でみれば ＣＯ２削減に貢献するという形になってございま

す。 
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 ９ページをごらんください。製造工程におけるエネルギー代替廃棄物利用をみたものでございま

す。エネルギー代替廃棄物の使用が順調に進み、その割合は90年度の 1.1％から2010年度に

は16.3％までふえております。 

 10ページをごらんください。自家発電につきましても同様の対策を進めております。エネルギー代

替が進み、2010年度では 9.1％までふえております。また排熱発電の設置も進めております。 

 11ページでございます。11年度における見通しでございますが、省エネ設備の導入、エネルギー

代替廃棄物の使用増などによりまして、29ＭＪ／ｔ－セメントの改善を期待しております。一方、稼

働率の低下といった生産減の影響などで14ＭＪ／ｔ－セメントの悪化が見込まれ、全体では14ＭＪ

／ｔ－セメントの改善というのを見込んでございます。 

 12ページでございます。参考までにエネルギー起源の ＣＯ２排出量の推移を示しております。省

エネルギーの取り組みに加えまして、生産の大幅減尐というのもございます。2010年度の ＣＯ２排

出量は90年度に比べ量で 1,099万トン、率で40.1％減尐しており、 1,643万トンになりました。 

 13ページでございます。ここからは、セメント産業のさまざまな分野への貢献というのを尐しご紹介

させていただきます。最も大きく貢献しておりますのは、循環型社会実現への貢献でございます。

セメント業界はセメントを提供する役割のほかに、さまざまな分野から排出される廃棄物、副産物

をセメント生産の原燃料として受け入れ、有効利用する環境事業としての役割を担っております。

環境産業としての取り組みは世界トップレベルでございまして、日本特有のビジネスモデルとして

世界に誇れるものと自負してございます。 

 14ページでございます。廃棄物、副産物使用の推移のグラフでございます。これらの使用は、201

0年度ではセメント生産１トン当たりで 469キログラムまで達しており、セメント生産の減尐にもかか

わらず約 2,500万トンもの廃棄物、副産物を活用しております。 

 環境省の統計によりますれば、2009年度のごみの最終処分量というのは 507万トンとされており

まして、セメント工場での受け入れ量はその約５倍ということでございます。 

 具体的な事例は15ページでごらんください。下水汚泥の例でございます。かつて下水汚泥の大

半は埋め立て処分されておりましたが、有効利用が年々進んでおります。現在では赤の部分で

すけれども、約４割の89万トンがセメント化ということで建設資材として利用されております。 

 16ページをごらんください。下水汚泥のセメント化による ＣＯ２削減効果の試算で、下水汚泥を専

用炉で焼却する場合とセメント化する場合の比較でございます。セメント化で必要となるエネルギ

ーは専用炉焼却の半分以下で、差し引き９億 7,000万ＭＪ、原油換算で約 2.3万キロリットル相

当の省エネでございます。 ＣＯ２排出量に換算すると約７万トンの削減ということでございます。 
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 17ページをごらんください。財団法人クリーン・ジャパン・センターの調査でございますが、廃棄物、

副産物利用によって実現される ＣＯ２削減効果をみたものでございます。表にある４種類の効果

から、2008年度では合計で約 812万トンもの ＣＯ２削減効果があったとされております。2008年度

の現実の排出量は 1,944万トンでございますので、廃棄物、副産物を全く使用しない、いわゆる

バージン資源ばかりを使ってセメントを生産すれば、 1.4倍もの ＣＯ２を排出していたということで

ございます。 

 18ページをごらんください。先ほど製紙のほうでもありましたけれども、エネルギー効率の国際比

較でございます。資料が古くて、中国などでは新工場もできておりますので、もう尐し指数はよくな

っていると思いますけれども、世界的にみると海外工場のエネルギー効率を高めることが、セメン

ト産業における ＣＯ２削減を進める早道ということでございます。我々の有する技術、ノウハウを用

いて省エネ型の生産プロセスの実現。廃棄物、副産物の活用といった分野で、積極的に協力し

ていくことが重要であると考えております。 

 19ページでございます。セメント業界では、これまでアジア太平洋パートナーシップ（ＡＰＰ）を通じ

まして積極的な国際貢献を進めております。具体的には中国やインドでセメント工場の省エネ診

断、 ＣＯ２排出量計算の専門家養成のセミナーを実施しております。こうした活動はＡＰＰからＧＳ

ＥＰへ移管されますけれども、今後とも官民一体で地球規模の温暖化対策に貢献したいと考えて

おります。 

 最後、20ページでございますが、セメント利用面での取り組みの一例を紹介させていただきます。

コンクリート舗装はアスファルト舗装に比べまして転がり抵抗が小さく、省エネ効果がある。白舗装

で道路表面の温度が５度から10度下がり、ヒートアイランド現象の軽減に役立つ。耐久性があり、

ライフサイクルコストでみると経済的であるといった長所をもっておりまして、セメント協会ではその

普及を推進しております。セメント産業が廃棄物、副産物の安定的な受け入れを維持するには、

セメントコンクリートの用途開発を進め需要の減尐を食いとめ、一定規模の生産を確保することが

大前提でございます。 

 日本の安全・安心を守るための公共施設の建設、維持管理、液状化対策としての地盤の強化な

ど、さまざまな局面でセメントコンクリートやセメント系の固化材を積極的、優先的に使用すること

が循環型社会実現に極めて大事である。こういった点につきまして理解が深まるよう、セメント協

会では活動を進めているところでございます。 

 以上、セメント業界における地球温暖化対策の取り組みをご説明いたしました。 

○中上座長  どうもありがとうございました。直接的なご努力による効果だけではなくて、いわゆる
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ノンエナジーベネフィットというところにも触れていただきまして、今後、こういった形でのアピール

は重要かと思いますので、よろしくお願いしたい。 

 それでは、次、日本染色協会さん、よろしくお願いします。 

○荒木日本染色協会理事  それでは、日本染色協会から報告させていただきます。限られた時

間ですので、ポイントのみ申し上げます。 

 資料６、１ページをごらんください。業界の概要、①主な事業をごらんください。染色整理業とは、

綿、羊毛等の天然繊維及びポリエステル、ナイロン等の合成繊維の単一素材及び混紡、交織、

交編素材から成る糸や織編み物に対して、色、柄及び風合い、機能性を付与することを業務とし

ております。染色には大量の水をお湯として使い、また布地の乾燥にも熱エネルギーを使用いた

します。したがいまして、製造原価の中で大きなウエートを占めるエネルギー費の削減は、1970年

代末の石油ショック以来の経営主要課題の１つです。 

 ②業界全体のカバー率ですが、業界全体では企業数は 168社 181事業所。団体加盟が83社9

5事業所。企業数は多いのですが、90％以上は中小企業です。自主行動計画参加は36社49事

業所で、カバー率は60.2％です。 

 次に下のほうの (2)業界の自主行動計画における目標ですが、今年度は新たに2008年から2012

年の予想生産数量を見直すことにより、目標をエネルギー消費量で54％減、ＣＯ２排出量で61％

減としました。 

 次に飛んで申しわけないですが、６ページをごらんください。表６に生産量、エネルギー消費量、 

ＣＯ２排出量と、それらの原単位について経年変化を記載しております。 

 今回対象となります2010年度の太線枞内を中心に説明させていただきます。各欄の下段括弧内

は1990年度を 100としたときのパーセント比率を示しております。2010年度の生産数量は20億 2,

600万平方メーターであり、1990年度比で28.8％となりました。すなわち国内の染色整理業の規

模は、20年前の約３分１以下にまで縮小しております。 

 したがいまして、我々にとって地球温暖化対策は大変重要とは考えておりますが、まずはエネル

ギーコストを削減することにより、我々の業界が国内において生き残ることが最優先の課題であり

ます。うれしい兆しとしましては、2010年度は加工量の減尐が前年度比で下げどまったことであり、

できればこのまま反転攻勢に出たいと考えております。 

 2010年度のエネルギー消費量は原油換算で60万 8,000キロリットルであり、1990年度比で38.2

％となりました。同じく ＣＯ２排出量は 118万 3,000トンであり、31.9％となりました。エネルギー原

単位は、生産数量の減尐に比べてエネルギー消費量の減尐率が尐ないことから3.00となり、1990
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年度比で 132.4％に上昇いたしました。 

 エネルギー原単位が上昇している理由は、複合素材や付加価値型の商品が増加して加工工程

が長くなったこと、ロットが小さくなり生産効率が低下したこと、短納期型の商品がふえ計画生産が

できなくなったこと等があります。 

 また単位加工数量当たりの ＣＯ２排出原単位①は5.84となり、1990年度比で 110.6％に上昇しま

した。エネルギー原単位の上昇率に比べ、加工数量当たりの ＣＯ２原単位①の上昇率は低い数

値にとどまっていますが、その理由はこれらの期間に使用エネルギー種が大きく変化していること

によると考えます。そのことは単位エネルギー消費量のＣＯ２排出原単位②が1.95であり、1990年

度比で83.5％と減尐していることからも裏づけられます。 

 次に、５ページをごらんください。表５―１から５―３までにエネルギー種の変化と、それからエネル

ギー発生量、ＣＯ２発生量の1990年と2010年度の比較を示しております。詳細は省略いたします

が、Ａ重油、Ｃ重油が減尐しまして都市ガスがふえております。 

 ３ページをごらんください。表３―１には、2004年から2010年度に実施しました省エネ対策を示し

ております。ここも詳細は省略させていただきます。 

 最後になりますが、日本国内の繊維製品は既に95％以上が海外からの輸入品です。繊維製品

に付与されている染料、柔軟剤等の化学物質のほとんどは染色工程で付与されております。輸

入製品の場合は、トレーサビリティーがはっきりしない製品も尐なからずあります。日本国内の染

色整理業としては、繊維製品のトレーサビリティーを明確にして、消費者が安心して購入できる安

全な繊維製品を提供することにより、日本国内における染色企業の存在意義を示したいと考えて

おります。 

 以上で発表を終わらせていただきます。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き板硝子協会さん、よろしくお願いします。 

○前田板硝子協会環境技術委員長  それでは、板硝子協会の取り組みについて説明いたしま

す。 

 まず資料の確認ですが、お手元に資料７―１として12ページにわたる説明資料と、もう１つ、資料

７―２として３つのグラフから成る表、裏の２ページの資料があると思います。本日は時間の関係上、

表、裏の資料を用いて説明させていただきます。 

 まず資料７―２、上のグラフ、地球温暖化対策自主行動計画実績をごらんください。このグラフの

見方ですが、横軸が昨年度までの期間、赤のラインがエネルギー使用量削減率、青が ＣＯ２排
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出量削減率を示しています。対象となる板ガラスは建築及び自動車用ガラスが中心でありますが、

太陽電池基板用ガラスは含まれております。 

 次に、グラフの上、緑の線で囲みました四角をごらんください。当協会の自主行動計画数値目標

は、2008年度のフォローアップにおいてエネルギー消費量を1990年度対比で、2008年から2012

年の５年間の平均値として21％削減、燃料起源 ＣＯ２排出量も22％削減と、この２つを掲げており

ます。 

 グラフの中の右上には、実績をかんがみて過去二度にわたり見直してきました当協会のエネルギ

ー消費量削減目標の推移が書かれております。この折れ線グラフからわかりますように、エネルギ

ー使用量は2002年度以降、横ばいで推移してまいりましたが、2006年からの国内の建築不況、2

008年度以降の世界金融危機に端を発した需要の急減、生産量の減尐などの特別な要因により、

一昨年度はエネルギー消費量、ＣＯ２排出量ともに1990年度対比、約40％と大きく減尐しました。

昨年度は、住宅エコポイント制度等の施策によるエコガラスや太陽電池関連製品の需要増に伴う

生産量の拡大により数％増加しましたが、現段階では見直してきた自主行動計画の目標も十分

にクリアしております。 

 この実績は国内生産量の大幅な低下がきいておりますが、1990年度当時とは生産品種も大きく

異なり、最近では一般のガラスよりも太陽電池基板用ガラスの生産量や、自動車用途におきまし

ても紫外線カット、赤外線カットなどの特殊なガラスの品種が増加しております。 

 この間、業界としましては生産計画の見直し、生産設備の集約を進めながら、各社ともいかに効

率的な生産をしていくか、技術開発並びに製造努力を続けてまいりました。 

 このあたりにつきましては、資料７―２の裏のページ、板ガラス生産量とエネルギー原単位の関係

について説明したいと思います。 

 このグラフの下に記載されておりますように、板ガラス製造炉の使用エネルギー比率は、生産量

に関係しない固定エネルギー比率が70％ほどありますため、同じ窯で生産量が減尐した際には

エネルギー原単位はグラフの太い赤い線、例えば1990年から90年代のラインですけれども、計算

上はこの赤いラインで推移することになります。したがって、生産量が減尐した状況でも、エネルギ

ー原単位を維持するためにエネルギー効率を上げる必要があります。 

 今まで業界として取り組んできた施策は、このグラフの下に記載されていますとおり板ガラス製造

窯の集約、一部燃料の転換、全酸素燃焼技術の導入、それから品種統合による素地がえロスの

低減、そして設備もしくは定修時の保温対策などが挙げられます。これらの技術開発、製造努力

により赤の太いラインがステップチェンジ的に左のほうに変化して、国内生産量が大幅に減尐して
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もエネルギー原単位はほぼ維持できているということになっております。 

 ちなみに一番左側の黄色いライン。先ほど申し上げましたように昨年度は生産量が伸びました関

係で、エネルギー原単位は向上しているということになります。今後は生産量が増加したとしても

多品種生産になることが予想されますので、さらなる努力が必要であり、ＮＥＤＯとの気中溶解技

術開発等の新溶解技術の導入、排熱ボイラーの効率運転、排熱回収設備等の更新などを考え

ていきたいと思っております。 

 なお、自主目標値につきましては東北大震災に加え世界の景気動向、タイの洪水等、世界情勢

により経済情勢が流動的であり予測が困難ではありますが、生産量の増加や生産品種の変化に

伴ってエネルギー消費量等が増加するものと思われますので、現在のままの目標値でいきたいと

考えております。 

 次に、表のページの下のグラフをごらんください。このグラフは、横軸が昨年度までの期間、赤の

棒グラフが当協会の各社工場からの排出 ＣＯ２量、緑がエコ製品による累計の ＣＯ２削減量を示

しています。 

 複層ガラス、エコガラスは継続的に省エネ効果を発揮するという考え方に基づいております。複層

ガラスの普及を通じた民生部分の ＣＯ２削減に貢献する取り組みにつきましては、最近では新設

住宅における複層ガラス普及率が戸建て住宅におきまして約93％、共同住宅におきましても約6

2％に達しており、その結果、2010年度の新たな ＣＯ２削減効果は20万 5,000トンになると推定し

ております。 

 また既存のストック住宅に関しましても、2008年、2009年と相次いで省エネリフォーム減税が施行

され、当協会としましてもエコガラスと名づけた遮熱性能、断熱性能にすぐれたＬｏｗ―Ｅ、複層ガ

ラスの普及に努めてまいりました。特に一昨年度より住宅エコポイント制度が導入されたことで一

般消費者の方々への周知が大変進み、既存住宅にも普及が拡大しております。 

 これらエコガラス等の使用段階の省エネによる ＣＯ２削減量と当協会の工場排出 ＣＯ２量を比較

しますと、この棒グラフのように2007年度以降、 ＣＯ２削減量が上回っていると推算されます。すな

わち今後、工場での ＣＯ２排出量が増加したとしましても、それを上回る ＣＯ２削減が見込まれる

製品を社会に提供することで、低炭素社会の実現に貢献することができると考えております。 

 今後も経済産業省様、国土交通省様のご尽力を賜り、住宅エコポイントの再開、新規住宅、ストッ

ク住宅への省エネリフォームに対する税制を主としたバックアップをいただき、ガラス業界挙げて

エコへの進展に努力する次第でございます。 

 さらに、青の折れ線グラフで最近の太陽電池基板用ガラスの生産量の伸びを示しておりますが、
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ここ数年で約10倍ほど伸びております。ここに来て世界景気動向から尐々の減速も予想されます

が、長い目でみれば大きな拡大が見込まれます。このように省エネ製品だけでなく、エネルギーを

創造する創エネ製品の普及にも当業界は積極的に貢献していきたと考えております。 

 以上で板硝子協会としての説明を終わります。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、日本印刷産業連合会さん、よろしくお願いします。 

○堀口日本印刷産業連合会常務理事  日本印刷産業連合会の堀口です。お手元の資料８―２、

パワーポイントの資料で説明させていただきます。 

 まず業界のカバー率でございます。ご存じの方も多いと思いますが、印刷業界、現在、全部で３

万社。私ども日本印刷産業連合会に加盟の企業は 9,600社、約１万。その中で、この自主行動

計画に参加企業は 101社でございます。2009年の 101社の売り上げ規模は約３兆 2,000億、業

界の市場規模の50％をカバーしております。 

 次に、３ページでございます。中小企業が多い中でのグラフでちょっと説明させていただきます。

一番左のグラフでございます。印刷産業を構成する企業の98％が 100人未満の中小企業でござ

います。また、ほぼ半数の45％の事業所が３人以下の規模となっております。ただし、残り２％の 

100人以上の企業が出荷額の44％を占めているという業界でございます。 

 それでは、自主行動計画の説明をさせていただきます。目標につきましては2005年度比でござい

ますが、ＣＯ２排出量 7.7％の削減。これは2008年から2012年の平均として達成することにしてお

ります。 

 次、５ページでございます。2010年における削減は14.5％という結果になりました。ただし、ＣＯ２排

出量は前年度比で 0.6％増加しております。増加の要因としては、景気低迷による製品単価の

落ち込みをカバーするための増産と、製品の小ロット化による作業効率の低下等々が挙げられま

す。個別企業は省エネ活動の推進を継続しており、設定する目標は一応達成することができてお

ります。 

 今後の見通しにつきましては、2005年から2008年まで売り上げにつきましては増加いたしました

が、リーマンショックの影響により2009年度以降は減尐傾向にあります。2008年から2012年度の

目標達成の見通しとしては、電力排出係数の悪化が見込まれますが、個別事業者の節電対策を

通じて、省エネ活動の継続により目標達成をしたいと考えております。 

 ７ページ、具体的に目標を達成するために行われた対策でございます。表のとおりでございます

が、実施した対策の投資額は26億 2,000万円で、 ＣＯ２省エネ効果としての削減量は２万 5,000



 

- 15 - 

トンでございます。 

 ８ページ、具体的に各企業がどういうことで省エネを図ったかという設備投資の内容でございます。

省エネ効果の高い空調、動力関係に重点を置いております。 

 ９ページ、算定方法とバウンダリーにつきましては表記のとおりでございます。 

 10ページ、今後、削減を達成するに当たっての説明でございます。2011年、2012年を並べており

ますが、2012年度につきましては全体として若干減尐傾向にございます。 

 11ページ、今後、実施予定の対策でございます。今までやってきた設備とさほど変わりはありませ

んが、動力関係の空調機の更新、照明関係のＬＥＤの導入等々がメインでございます。 

 12ページ、新たな技術開発。印刷業界独自でなかなか技術開発は難しいところがありますが、印

刷関連資機材業界の協力を得て進めております。光源のＬＥＤ化、印刷工程の熱リサイクルの効

率化、インキのハイソリッド化でございます。いずれも、印刷工程において一番エネルギーを消費

します乾燥工程に重点を置いた技術開発となっております。 

 13ページ、目標達成に向けた考え方でございます。先ほど説明いたしましたが、11年度、12年度

につきましては約３万トンの ＣＯ２削減を計画しております。この削減は自主取り組みの ＣＯ２総量

の２～３％に相当いたします。生産が同程度増加したとしても、現状の各エネルギーの排出係数

が維持されるということが前提でございますが、計画している対策を実施することで目標達成が可

能と判断しております。 

 14ページ、クレジット、排出枞につきましては記載のとおりでございます。 

 15ページ、目標引き上げに関する考え方でございます。当業界は使用エネルギーの65％を電力

に依存しております。今後、使用量の削減等の施策を推進いたしますが、目標については2011

年度の状況や国の施策等の動向を踏まえて検討させていただきます。 

 16ページ、ポスト京都議定書の取り組みにつきましては、経団連の低炭素社会実行計画に参加

しております。当面、エネルギー使用原単位の年１％の削減を暫定目標として取り組んでいく所

存でございます。 

 17ページ、現在、印刷業界の団体として日印産連が取り組んでいるＰＲ活動でございます。 

 １つは、環境配慮基準の策定と周知の普及ということで、印刷サービス及びグリーンプリンティング

認定制度というものを創設しておりまして、それの普及を推進しております。また経済産業省様か

らのご推薦もあり、印刷産業環境優良工場表彰制度というのを現在、行っております。もう10年以

上にわたって行って、すそ野を広げる活動をしております。また、省エネ対策の情報提供というこ

とでパンフレット、ツール等を会員会社に配っております。また、カーボンフットプリントにつきまし
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ても印刷業界は非常に積極的に行っております。記載のとおり、各ＰＣＲを他の業界に先んじてい

ろいろとつくっております。 

 最後に、当連合会のホームページのアドレスを記してあります。 

 以上でございます。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、日本ガラスびん協会さん、よろしくお願いします。 

○徳丸日本ガラスびん協会省エネルギー委員長  それでは、日本ガラスびん協会のガラス容器

製造業における地球温暖化対策の取り組みということで報告させていただきます。 

 まず資料に沿って、ページは多尐飛んでしまいますが、よろしくお願いいたします。最初に、業界

全体に占めるカバー率として業界団体加盟15社の規模なのですけれども、生産量は 133.7万ト

ン。これはガラス容器製造業全体の97.7％となっております。そのうち自主行動計画参画企業６

社。これはガラスびん協会加盟６社なのですけれども、生産量が 122.2万トン、カバー率としまし

て91.4％というようになっております。 

 次に、 (2)自主行動計画の目標及び2010年度の実績ということで説明させてもらいます。目標が2

008年度から2012年度の５年間の平均値を、1990年度比でエネルギー使用量が30％減、ＣＯ２排

出量が40％減と設定しております。 

   (3)2010年度の実績。これは８ページと９ページの表６も同時に参照していただければ幸いです。

生産量が 122.2万トン、エネルギー消費量が37.9万トン。これは1990年度比で42％減。あとＣＯ２

排出量が80.8万トン、90年度比で55.3％減というようになっています。 

 その中で具体的目標の設定及び実績ということで、私、ガラスびん協会としましては具体的目標、

２ページに書いてあります５項目についても行っております。 

 １番目としまして、カレット利用比率の向上。これは目標の91％以上に対しまして96.8％。あとカレ

ットを90％以上使用した瓶、エコロジーボトルの生産の推進ということで、目標５％に対しまして2.6

4％。あと軽量化の推進です。瓶１本当たりのグラム数を減らす軽量化の推進。これは 198グラム

未満に対しまして 180.5グラム。あと製造工程の歩留まり向上ということで、81.8％という目標に対

しまして76.3％。あと工場内のガス管のＬＮＧ化。これは目標の 100％に達しまして、既に前年度

 100％に達しております。 

 ９ページの目標の妥当性ということで説明させていただきます。基準となる生産量は1990年度をピ

ークに毎年２％強の割合で下がってきておりますが、2010年度の集計においては食べるラー油ブ

ーム、あとはハイボールブーム、そして夏の猛暑等の影響もありまして16年ぶりに前年比プラスと
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なってきております。この背景も踏まえまして日本ガラスびん協会としては、2012年度までの５年間

の平均の生産量を 126万トンとしております。また、各数値の見通しとしましてエネルギー消費量

が39.7万キロリットル。あと ＣＯ２排出量が86万キロリットルと推測しているため、2010年度の達成

率としましては、達成率を考慮しまして次回目標は上乗せの方向で検討しております。 

 実績値の分析、13ページの図３を参照してください。エネルギー消費量減尐分の24.8万キロリット

ルのうち、生産量減尐分が17.4万キロリットルでありまして、この中で業界努力分としまして 7.4万

キロリットルとなっています。この要因としましては、主にカレット利用率の向上等が考えられます。 

 続いて14ページ、図４を参照願います。ＣＯ２排出量減尐分、全体の98万トンのうち生産量減尐分

が68.3万トン、電力の排出係数改善分が 2.2万トン、その他で業界努力分ということで27.6万トン

という数値が出ています。この大部分はガラス溶解炉の燃料の転換、重油からガスにする燃料の

転換、エネルギーの転換が考えられます。 

 12ページ、ポスト議定書の件ですが、2020年度における削減目標は設定しておりませんが、予測

可能な５年間の新目標については昨年度、2010年度の達成率を考慮しまして、現在、目標に上

乗せする方向で検討しております。 

 15ページをお願いいたします。排出量取引試行事業の実施ということで、現状、既に排出量取引

試行事業への参画はガラスびん協会加盟６社はすべて参加となっておりまして、今後は取引制

度の活用方法、さらには情報収集を行っていく方針としております。 

 20ページを参照してください。取り組みについての自己評価ということで、ガラスびん業界としては

前述の1990年の最大生産量以降、右肩下がりで生産量が減尐し続けていますが、2010年度の

実績は16年ぶりにわずかながら前年比プラスということに転じております。 

 しかしながら、厳しい経営環境下ということについては変化がなく、その中で地球温暖化防止とい

う大きな目標に向かって、多額の設備投資を伴う取り組みを実施してきたと判断しております。そ

の結果、業界努力分の ＣＯ２排出量も着実に減尐しており、その１つとしてカレット利用率のアッ

プ。2010年度は96.8％となっておるのですが、カレット集荷に慢性的な不安があり、昨年度よりマ

イナス 0.3％下がっています。要因としましては、カレットの他用途の利用、資源ごみの回収上の

課題等もありましてカレットが不足している状況であります。 

 ガラス炉の重油から天然ガスへのエネルギー構成の変更。これは昨年でほぼ完了しておりまして、

さらなる ＣＯ２削減に関しては厳しい状況となっております。 

 あと生産設備の縮小、集約、更新については、2010年度も引き続き進んでいるという状況になっ

ております。 
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 また、ガラス瓶の軽量化への取り組みということも尐なからず省エネに貢献しておりまして、生産量

減の 122.2万トンのうち28.1万トン、23.4％に関しましては軽量化によるものと思っております。特

にガラス瓶の軽量化は環境側面や、また軽量化への社会ニーズもあり、近年は業界挙げて取り

組んでいる状況です。 

 26ページ、その他としまして、2010年度も加盟各社におきましてガラス瓶工場への積極的な見学

受け入れというのも実施しております。また学校、地域、行政、リサイクルの関係、あとメディア。こう

いう関係についても2010年度も多数の受け入れ実績、また工場見学を通じましてガラス瓶のよさ

や３ＲについてＰＲを行っております。ガラス瓶の３Ｒは優等生として定評がありまして、３Ｒのそれ

ぞれの領域におきまして成果が期待できると自負しております。 

 あと2011年度も、ことし７月から９月の３ヵ月間、「ガラスびんのある、快適で豊かな生活」ということ

をテーマにテレビＣＭ等の放送を行い、ガラス瓶の利用促進を促す広報活動を展開しているとこ

ろであります。 

 最後に、震災の影響としまして3.11の東日本大震災以降、ガラス業界としては現在まで大きな影

響等はありませんが、今夏の電力削減対策としまして同業他社と電力抑制の共同スキームに取り

組みました。その一方、休止中のコージェネレーションの稼働、あとはレンタルの非常用発電機の

稼働等、 ＣＯ２排出削減と相反する対応もせざるを得ない状況に陥っている。この対応はことしの

冬も、今後も続くと十分考えられますので、軽減措置等のことを考慮していただければよろしいか

ということの要望に加えまして、ガラスびん協会の報告を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、日本衛生設備機器工業会さん、お願いします。 

○清水日本衛生設備機器工業会環境保護対策委員長  日本衛生設備機器工業会の結果を報

告いたします。 

 お手元の資料10に沿って、ポイントのところだけご説明させていただきます。業界のカバー率なの

ですけれども、１社減りまして５社になっておりますが、全体、1 00％のカバー率となっております。

業界の目標値ですが、 ＣＯ２排出総量を目標値として90年比、2008年から2012年の５年間の平

均として25％削減というのを目標値にしております。 

 めくっていただきまして３ページ目、４ページ目に、業界として設備投資をしてきた経緯を載せて

おります。住宅用の衛生設備機器、陶器をつくっている業界ですので、エネルギー消費の過半が

陶器を焼く窯に依存しております。みていただいておわかりのように計画的に燃料転換、それと窯
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のエネルギー転換を図ってきておりまして、07年、09年に平均的なところよりも大体２倍強の、たま

たまですけれども大きな設備投資のピークが来ております。 

 それが次の５ページ目の結果に反映しておりまして、業界全体は90年で 5,000億ぐらいの売り上

げ規模だったものが、08、09、一たん伸びていったものが縮小に動きました。これはリーマンショッ

クの影響だったのですが、2010年に入りまして住宅エコポイント等の施策を打っていただいたお

かげで久々の回復をみました。その中で先ほど申しましたように業界全体として窯のエネルギー

改善を進めてきておりましたので、非常に体力がついております。 

 それで07年に大きな投資があるといいましたが、実際にきいてきますのが、設備が安定して稼働

するのに１年、２年かかりますので、07以降の２年間で大きな改善がみられております。それと09に

大きな投資をしましたので、それが2012年にはかなり大きくきいておりまして、売り上げ増に伴う生

産増を超えて体質改善のほうがきいておりまして、全体の ＣＯ２削減に関してはさらに改善を積み

上げることができて、90年を 100とした場合に47％まで既に改善が進んでいるという形で進めるこ

とができました。 

 ９ページ目、今後の2020年に向けた目標の担保なのですけれども、基本的にはこれまでの体質

改善の効果がありますので担保できるだろうとみておるのですが、一番大きいのが震災の影響だ

と考えております。我々、住宅設備業界は震災復興の中で、これから増産の中に向かっていきま

す。その中で各工場が自家発電等を多用しておりますので、大幅なエネルギー効率の悪化が認

められます。それも含めた今の段階では、残念ながら具体的な数字が読み込めなくなっておりま

すが、最大限の努力をして目標を担保していくと考えております。 

 最後になりますが、14ページなのですけれども、我々の業界の商品ですが、毎日住宅、あるいは

オフィスビル等で使っていただく設備をつくっております。当然水を毎日使うわけですから、その

中でライフサイクル ＣＯ２で考えますと使用時のエネルギー消費が一番大きくなります。ですから、

我々としてはできるだけ使用時負荷を削減して、節水型社会を実現することによってトータルで日

本の環境に貢献していくということを大きな目標にして、具体的な節水キャンペーン等を進めさせ

ていただいているところでございます。 

 ポイントのところだけになりましたが、以上でございます。 

○中上座長  どうもありがとうございます。 

 それでは、最後です。プレハブ建築協会さん、お願いします。 

○玉田プレハブ建築協会環境分科会代表幹事  それでは、資料11に基づいて発表させていた

だきます。プレハブ建築協会の玉田と申します。 
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 まず業界の概要なのですが、①主な事業のところに書いておりますように、躯体、外壁、建具・サ

ッシ等、規格化した基本部材をあらかじめ工場で生産し、それらを現場に搬入して組み立てをす

る。そういった工業化住宅の事業のうち、本行動計画では工場生産部分を対象としています。業

界全体に占めるカバー率ですが、業界全体の規模として企業数11社、業界団体の規模、団体加

盟企業数11社、自主行動計画の参加は10社ということで、売り上げ規模でみますと99.3％をカバ

ーしております。 

 それで目標なのですが、 (2)業界の自主行動計画における目標というところでございます。①目

標のところです。工業化住宅の生産、供給のうち工場生産における ＣＯ２排出総量について、20

08年度から2012年度までの５ヵ年の平均で2001年度比15.2％削減するという目標を設定しており

ます。 

 ちょっと飛びまして３ページをみていただきたいのです。Ｆ．これまでの実績というところでつらつら

と書いておるのですが、一番下の段落をみていただきたいと思います。2010年です。2010年は、

我々、工業化住宅の床面積を活動量というようにしているのですが、前年度比 3.6％の増加とな

りました。これまでの生産体制合理化の効果があらわれたことや、2010年度中の省エネルギー対

策実施の結果、エネルギー消費原単位は原油換算で 3.5％の削減となっています。またＢ重油

使用の廃止等、燃料転換の推進、太陽光発電の導入などによって、供給平米当たりの  ＣＯ２排

出量の原単位でいきますと 5.2％の削減ということで、目標の計画見込みを達成しております。総

 ＣＯ２排出量でも供給面積増加分を吸収し、 1.8％の削減となっています。 

 ５ページをちょっとみていただくと、先ほど申し上げたように総 ＣＯ２排出量の推移を書いていまし

て、2010年度は総ＣＯ２排出量は 1.8％の削減となっております。 

 今までどういう施策を講じてきたのかということで、８ページをごらんいただきたいのです。ちょっと

表が小さくて大変申しわけないですが、一番右側の列が2010年度の実施対策、投資額と省ＣＯ２

効果を書いております。ウエートとして大きいところは高効率機器の導入であるとか、４番目の生

産プロセスの改善といったところで、投資額14億 5,500万に対して省ＣＯ２効果が 2,006トンという

効果になっています。これは2010年度です。 

 対しまして、これからということで９ページをごらんいただきたいのですが、今後、実施予定の対策

ということで表４です。同じ書式なのですが、一番下の投資額の合計のところです。７億 7,700万

に対して、省 ＣＯ２効果は 3,787トンという効果を見込んでおります。 

 14ページをごらんいただきたいのですが、目標達成に向けた考え方ということで一番下の段落で

ございます。「今後、2011年度、2012年度の供給量を」の後、ちょっと誤植があります。「2011年度
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と同量」ではなくて「2010年度と同量」です。 

 2010年度と同量とした場合、電力排出係数を2010年と同値とし、2011年度に実施予定の省エネ・

省ＣＯ２対策の予定削減効果を加味しますと、2011年度、2012年度の ＣＯ２排出量は9.69万トンと

推定されます。これに基づく2008年から2012年度までの５ヵ年における年平均ＣＯ２排出量は 10.

34万トン。これは基準年比22.0％削減となることから、当初目標の 11.25万トン、基準年比15.1％

削減は達成と考えております。 

 ただし、当初見通しの供給量に対して年平均供給量は91.2％と尐し減尐しておりまして、 見通し

に対してＣＯ２排出量は91.9％という状況であり、今後、供給量を回復した場合でも目標を達成す

るよう単位面積当たりの省エネ・省 ＣＯ２を推進する。原単位を改善していくという取り組みを徹底

してまいりたいと考えています。 

 最後に、20ページでございます。現状の達成状況は目標を上回っているのですが、 (3)のところ

でございます。目標を既に達成している場合における目標引き上げに関する考え方ということで、

現在、2010年度より供給量が増加に転じたこと、電力排出係数が今後増大することなどが予想さ

れていることに加えまして、今プレハブ建築協会では次期自主行動計画。これは2020年を目標

年度とした行動計画の詳細を今策定中でございます。2012年５月に詳細な目標を公表予定のた

めに、現時点では目標の引き上げを考えておりません。 

 以上、プレハブ建築協会からの発表でございます。 

○中上座長  どうもありがとうございました。いろいろなご努力を短時間に凝縮していただきまして、

ありがとうございます。 

 それでは、ただいまご説明のありました内容につきましてご質問、ご意見等がありましたらご発言

をちょうだいしたいと思いますし、また皆様のお手元に参考資料１として、事務局より配付していた

だいております経団連の低炭素社会実行計画についても、視点、ポイント等のご意見がございま

したらあわせてお願いいたします。また参考資料２としまして、自主行動計画の評価検証に係るワ

ーキンググループでの先生方のご意見を含めました、まとめた資料がついておりますので、これに

つきましてもご参照いただければと思います。 

 きょうは皆さん４人でございますが、全員ご発言いただくと。どうぞどなたからでも結構でございま

す。――では平井委員から、こちらからいきましょうか。 

○平井委員  京都大学の平井と申します。ご発表ありがとうございました。 

 それでは順番に、日本製紙連合会さんにお尋ねしたいことがございます。燃料転換投資につい

て、一通り計画していたものを完了したというお話がございました。木くず等も調達するのが困難
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になってきているということですが、震災の影響を受けて木くずの中で、例えば剪定枝のようなもの

であったりで放射性セシウムの影響を受けているようなものというのは、何か影響してきていないか

ということをお聞かせいただければと思います。 

 同様の質問はセメント業界さんにもありまして、下水汚泥の受け入れのほうを積極的に進められて

いるということですが、側溝等にたまっていたものが下水汚泥に濃縮してきているということも伺っ

ております。セメントの工程の中で下水汚泥を使うときに原料として利用されているのかと思いま

すが、セシウム等の影響がどのようになっているのかということや、これが原因で受け入れ停止に

なっているようなことはないかといったあたりを教えていただければと思います。 

 あとセメントに関して、コンクリートの舗装を進めることで車の走行段階での ＣＯ２削減ができるとい

うご紹介がありました。できればこれも舗装をする段階での ＣＯ２排出も含めて、ライフサイクルで

みたときにどうかといった評価をしていただくと、進めていくことがよさそうなのかどうかということを、

より判断しやすくなるのかなと思います。また、こういった情報もありましたら提供していただければ

と思います。とりあえず。 

○中上座長  一通り先生方からご意見をちょうだいした後で答えをちょうだいしたいと思いますが、

準備のほう、よろしくお願いします。 

 それでは、島田委員。 

○島田委員  立命館大学の島田です。本ワーキンググループ、初めて参加しますので、初めて

聞くような原単位もみていくと、新鮮な気持ちで拝見しました。 

 資料を拝見していて、今回の地震や津波で非常に甚大な被害を受けた工場がこの業界団体さん

の中に存在しますので、一日も早い復旧を願いたいと思います。 

 まず日本製紙連合会さんへの質問なのですけれども、２点ございます。2009年から2010年、生産

量が増加したにもかかわらず、化石燃料の消費量が減尐している点は非常に取り組みが進んで

いる証左と思いますので、評価できる点だと思いますが、さらに進める点として１点目は、先ほど

平井委員からも指摘がありましたけれども、バイオマス系の利用というところが１つポイントになろう

かと思います。この製紙連合会さんの会員の会社さんの中には、自社保有林を国内外にもって

おられる会社さんが相当存在して、そこから発生する林地の残材のエネルギー活用なんかも含め

て、特にネックになっている輸送とか集荷面を、森林や林業サイドとどのように連携しようとされて

いるのか。あるいはご検討なさっているのかという点について、何かお取り組みがありましたらお教

えください。 

 ２点目は、古紙の利用率を現在、62.5％から2015年には64％に若干維持向上させようという目標
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を掲げておられましたけれども、この点については資料の中でもＬＣＩでみると若干 ＣＯ２排出増に

向かってしまうというものの、やはり循環型社会という面からみると非常に貴重な取り組みですので

期待したいと思います。 

 一方、今後、中国を含むアジアのマーケットの中で、こういった古紙の需給や価格の見通しがど

のように見込まれて、64というのを確保できると見込まれているのか。もし何かご検討経緯がござい

ましたらお教えください。 

 以上、製紙連合会さんへの質問です。 

 セメント協会さんへの質問、２点ございます。１点目は、民生部門への貢献として高断熱住宅への

活用とかコンクリート舗装。道路の例が記載してございますし、あるいは29ページにはサプライチ

ェーン面からの排出量の検討に参画されておられるということなのですけれども、他の業界団体さ

んでは、これを定量化して示しておられるところも自動車とか電機なんかでみられます。こういった

ところを定量化して、国内外に貢献をアピールするような取り組みはどのような進展なのか、お聞

かせください。 

 ２点目は、これも平井委員からございましたけれども、幾つかの会員会社さんが震災廃棄物を受

け入れて処理にご尽力いただいて、非常にありがたい取り組みだと思っておりますが、これまで想

定していなかったバイオマス以外の震災廃棄物も受け入れることで、今後の ＣＯ２等への影響と

いうのはどのように見込まれるのか。ご検討の計画等ございましたらお聞かせください。 

 ３番目の業界さんとして板硝子協会さんの資料７―２、裏に書いてある「板ガラス生産量とエネル

ギー原単位の関係」というグラフを興味深く拝見いたしまして、右上から左下に高効率のガラス製

造の窯の集約等の様子がみえて非常にわかりやすかったと思いますが、一方で集約してきた成

果、あるいは高効率化してきた成果で生産量が上がるとエネルギー原単位が非常に向上するとと

もに、生産量が下がってもさほどエネルギー原単位は悪化しない。非常にすばらしい成果が出て

いると思いますが、昨今の災害等のリスクをどう考えるかといったときに、生産拠点の集約といった

ところが非常にいろいろな業界さんで再検討され始めている中で、この業界さんの場合、３社でご

ざいますけれども、今後もさらに集約していくことになるのかどうか。もしご予定などございましたら

お聞かせいただければと思います。 

 あと４つ目の業界さんとして衛生陶器さんなのですけれども、ここは質問というよりコメントなのです

が、私も従前から自主行動計画のワーキンググループ等に参加していて、この衛生陶器の業界さ

んは原単位も排出量もともに著しく減らして、業界全体をマッピングすると第１象限の右上にいつ

も出てくる。そういう意味ではフロントランナーというか、トップランナーの業界さんだなと思って注
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目していたのですけれども、今回も改めて経済成長と環境負荷のデカップリングを達成されてい

てすばらしいことだなと思いました。 

 たまたまなのですけれども、滋賀にある会社さんの工場を見学させていただいたときに、アジアか

らの政府の留学生を連れていったのですが、例えば総量で1990年比で、その会社さんですと201

0年に40％削減、実績が37.3％となっている。アジアの政府関連の方々が非常に驚いておられま

して、こういった取り組みというのは中国を含むアジアの国々にぜひとも知見を伝えながら、既に

中国等には展開されているともお聞きしておりますけれども、総量でこんなに減らしているというと

ころをぜひお伝えいただきたい。期待しております。 

 ５つ目の業界さんとしてプレハブ建築協会さんなのですけれども、ここで特徴的だったのは、資料

の最後のほうの44ページから45ページに、会員各社さんの取り組み実績が非常に詳細に特徴を

もって記載しておられます。この業界さんの商品というのは、今後、スマートハウスを含む社会的

なインフラとして非常に長期にロックインされる財をおつくりでしょうから、ぜひとも生産工程のみな

らず、その後の社会インフラとしての効果を出しながら国内外にアピールしていただきたいと思い

ます。 

 最後にぜひとも、せっかく自主行動計画ですから業界団体の中での情報交換、知見の共有を通

じた水平展開とか、あるいはサプライチェーンを通じた垂直展開をぜひ進めていただいて、冒頭

に中上先生がおっしゃった日本らしい取り組みが国内外で認知されて、そして競争力強化につ

ながっていくところにつなげていただければうれしいなと思っております。 

 以上でございます。 

○中上座長  では新井委員、お願いします。 

○新井委員  群馬大学の新井といいます。質問というか、コメントという形で、これから将来のこと

も含めてきょうの報告、昨年もそうなのですけれども、ちょっと足らないなと思ったところを述べます

のでメモしていただく。 

 2008年から2012年まで５年間でいろいろなことをやりますが、うまくいったのは非常にいいことなの

ですけれども、なぜうまくいったという要因解析をしっかりやられている業界と、まあ積み上げてみ

たらうまくいったというだけのもの。ここでもうちょっと深い解析が必要かなという感じがいたします。

それはなぜかというと、次のステップに行ったときに同じことがやれるのか、やれないのか。自分た

ちが意図したためにうまくいったのか、そうでなかったのか。外部要因と内部要因といってもいい

でしょう。いろいろあると思いますので、要因解析をもう尐し深みのあるものでやっていただきたい。 

 それとともに昨年度もお話ししたのですが、もう尐しエネルギーセキュリティーのものについて考え
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てほしい。燃料転換と簡単にいいますけど、ＬＮＧにして、世の中、全部そっちへ行ったときに金

額がぼんと上がったら対応できますか。それから震災のことでいろいろいいますけれども、ＬＮＧ基

地は全部海岸にあります、大丈夫ですかと。そのようなことも今まで以上に考えなければいけない。

例えば石炭とか石油にするとしても同じ値段でこれから10年間、手に入りますか、どうですか。国

際情勢のこともあります。すべての意味においてエネルギーセキュリティーということを考える。例

えばバイオマスでも、皆さんが使えばバイオマスの取り合いになります。バイオマスを海外から輸

入するとき、そのセキュリティーはどうなっているのか。業界ごとに、今安いから、経済的に大丈夫

だから、ＣＯ２問題でこちらのほうがいいからと安易に切りかえることは、果たして10年先を考えたと

きによろしいのかということを、もうちょっとエネルギーセキュリティーの面。 

 それから、ちょっと将来のことを考えますと新エネルギーに対する投資というのをそろそろ始めて

おいてほしいし、今までも多分おやりになっていたと思いますが、この表には規模が小さいから出

てこない。または効果がなかったから出てこない。その他いろいろ理由があると思いますが、新エ

ネルギーに対する投資の問題をきちんと入れておいてほしい。 

 なぜうまくいったかという要因解析のところに多分隠れたものとして、原子力発電による購入電力

に対するＣＯ２原単位の排出量の減尐というのがかなりきいていたはずだと。これからはそれが見

込めなくなるという状態でどのようになるか。これは電力業界に聞いても答え出すのは大変かと思

いますが、それなりの覚悟を入れた数字にしておいてほしいし、当然自家発をするにしてもＣＯ２の

単価が上がりますし、燃料も上がるということで、皆さんが考えている11年、12年度の見通しという

のは若干甘いのではないかと。もうちょっときつく考えるべきではないかという感じがいたします。 

 それから甘いのではないかということで１つ気になるのですが、これは幾つかの会社にあります。

最後の車の問題で、コンクリートにすれば道路がよくなって ＣＯ２が減る。エコガラスにすると民生

用のＣＯ２が減るといいますけれども、昨今の状態、エコガラスにしようが、しまいが、各自こたつに

入って電気は使わない、暖房は使わないわけですよね。ですから、エコガラスにしたおかげで民

生のＣＯ２がこれだけ減ったのだというのは、幾らでも過大評価ができる数字なわけですから、それ

をＰＲでおっしゃるのはいいですけれども、効果について過大評価をしないようにしなければいけ

ない。エコガラスにしたから、太陽熱でこうしたから、ふだん使う部屋の電力がこれだけ減ったと。

使う部屋の電力を25度の設定にしておいて、冬でもぽかぽか25度あったと。――これは例ですよ

ね。25度の暖かい部屋と太陽熱で19度の部屋と比較してどれだけ電力が減ったかといっても、そ

れは過大評価にすぎない。そのように若干過大評価ぎみの将来予測、波及効果というのがあちこ

ちに尐し山積されている。よくみていくと都合のいい数字で物をつくっているところがそれぞれあり
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ますので、もうちょっと精査したデータを使っていただきたい。 

 もう間違いないと思いますけれども、ちょっと気になるのはエコセメントをつくるときに、汚泥でエコ

セメントをつくるよりも単純に焼却したほうがたくさんエネルギーが要るのだというデータが出ていま

すが、本当に単純に焼却することを今やっているのかというのがちょっと疑問にはなる。焼却のエ

ネルギーは別のところに使っていると思いますよね。それを考えたら、あの比較のデータで、エコ

セメントをつくるほうが処理として非常に楽なのだというデータは本当なのかどうなのか。どれだけ

真実味があるデータなのか。そのように波及効果のところに対しては、ちょっと過大評価ぎみなと

ころがあるのではないか。それぞれの業界としてはそれで結構なのですけれども、日本全体のこと

を考えたときは、これがあったら国としてとてつもない大きな間違いが起きるので、国のために過大

評価はしないようにしていただきたい。 

 その意味ですと、どれだけ減ったということよりも、2012年は○○についてこれだけ ＣＯ２を排出す

るという、まず絶対値の数字が非常に重要になる。どれだけ減らしたではなくて、これだけ排出し

ますという間違いない数字がまずあって、その上に、それは昔と比べると何％減ったかという２番

目の数字。ところが、最初の数字があいまいで、何％減らしたかという数字だけがちょっと表に出

過ぎているのではないか。何％減らしたよりも、2012年度にこれだけのものを排出しましたという絶

対値がまず必要だと。ちょっとそこのところのデータの扱いが怪しくなっているかなという感じがあ

る。 

 ちょっと全体的な話で済みませんが、全体的なコメントといたします。 

○中上座長  ありがとうございます。 

 では碧海さん、お願いします。 

○碧海委員  私もどちらかといえば質問というよりはコメントになるかと思うのですが、このワーキン

ググループにずっと長く参加させていただいて、今は昔のように自給自足の時代ではありません

から自分たちが生活の中で使う物にしても、それから道路にしても、企業活動としてどういうことを

やっていらっしゃるのか。生産というのはどのように行われているのかということは、なかなか詳しい

ことはわからないですが、このワーキンググループに出ていると、そういう意味では非常に参考に

なる説明をいつも伺って、まずは、それについて感謝をしております。 

 もう１つ、このワーキンググループに関していえば割合と、今、新井委員はいろいろコメントをおっ

しゃいましたが…… 

○新井委員  きついコメントをしました。 

○碧海委員  確かに効果が上がっているなと思われるようなものもたくさんあるので、その点は私
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は十分に評価しているつもりです。 

 いつも申し上げますのは、私はどちらかといえば民生が専門の立場ですので、そちらの視点から

幾つか意見をいわせていただきたいと思います。 

 今回の委員会の前に、各業界のホームページは全部みさせていただきました。そしてチェックさ

せていただきました。ですから、きょうのご説明の中で、ああ、ホームページでこのように扱っていら

っしゃるなというところは、みんなみております。そういう意味で、ホームページもちょっと絡めなが

ら意見をいわせていただきたいと思うのです。 

 その前に簡単な質問です。質問を２点ばかり。１つは、廃材とか廃棄物というのを使っていらっし

ゃる。その場合の安全対策というか、そういう廃棄物の処理に関しては、その業界でなさるのか、

あるいは廃棄物を入手される前に既にそういうものが終わっているのかということを、もしあるとした

らちょっと伺いたいなというのが１つ。 

 もう１つは、染色のほうで輸入が95％といわれました。そして今後は、やはり安全の問題ということ

をいわれましたが、染色に関していえば安全の問題というのは一体何なのかなと。つまり色素のよ

うなものに関する問題なのかどうか。簡単な質問ですが、その２点を伺いたいと思います。 

 もう１つは全体に、これは時間があったらお答えいただきたいですが、ホームページは業界内で

は専門で担当される方がいらっしゃるのかどうかです。あるいは言葉は悪いですが、もう外部に丸

投げされてしまっているのかどうかということを、どこの業界でも結構ですし、簡単にお答えいただ

ければと思ったのです。 

 というのはホームページを拝見していると、その業界が社会に対して、あるいは一般消費者に対し

て、一般市民に対して、この部分をもっと訴えられたらいいのではないかとか、説明されたらいい

のではないかということの重点の置き方です。ホームページというのは、例えば業界関係者もみら

れる、お役所もみられる、一般市民もみられる。いろいろなレベルの人が自分のニーズに応じて中

を探索することができるわけですが、という意味では、例えば読者が決まってしまっているある雑

誌の編集方針と違って、ホームページ自体に相当多様な見せ方があるという気がするのです。そ

ういう意味で、全体としてホームページのつくり方がもったいないなという気がいたしました。 

 つまりもっと一般の人に、ここのところを、このようにみせたらいいのにというのが、例えばセメント業

界のコンクリートの舗装にしてもそうですし、あるいは紙の「ＰＡＰＥＲ ＷＯＲＬＤ（ペーパーワール

ド）」にしてもそうですし、もちろんホームページは各業界によっていろいろありますから、いいなと

思うところもあるのですけれども、全体としてみればまだまだそういう意味での工夫というか、視点と

いうか、つまり生活者サイドに立った視点で、そこの部分をつくるということをもうちょっとやられたら
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どうかなと思いました。そういう意味で先ほど専門の担当者はいらっしゃるのかと伺ったのですが、

やはり業界として、ここでこのように訴えたいとか、みせたいというものを専門に工夫される方がい

らしたほうがいいのではないかというのが意見です。 

 それから、これも全体に関することです。今、新井委員もおっしゃいましたが、電力の排出係数と

いうのは当然変わるわけです。つまり電力の排出係数が変わるということに対して一体、各業界は

本当にどう考えていらっしゃるのか。それをなかなか発表できないのかもしれません。つまり経団

連なら経団連ということで発表する形にどうもなっているような気がして、もうちょっと各業界が原子

力発電なら原子力発電について、あるいは地球温暖化について、本当にどう考えられているのか

というところはもうちょっと出されないと、今の時代、一般市民に対しての迫力が何かないという気

がいたします。これはなかなかご無理なのだとは思いますが、そう思いました。 

 先ほどの一般市民に対してもっと訴えたらいいと思われることの中に、例えば板硝子協会のエコ

ガラスです。あるいは軽量ガラス瓶、衛生設備機器の節水の問題。そのようなことについて生活者

サイドは結構いろいろな経験をして、そのデータをもっているわけです。新井委員は今、エコガラ

スは尐し過大ではないかといわれましたが、実は私は複層ガラスの家に住んでいるので、これは

決して過大だと思っていません。大変な効果があると思っているので、そういう意味では実際にそ

ういう製品を使ったり、プレハブ住宅にしてもそうです。そこに住んでいる側の人の体験とか意見を

もっと吸い上げる、フィードバックさせるという努力を、もうちょっとされてもいいのではないかという

気がいたしました。 

 まだ申し上げたいことでちょっと抜けたことがあるような気がするのですが、私はホームページはも

う一度、ぜひ見直していただきたいなと。 

 それから１つだけ、具体的なことをいって申しわけないですが、セメント協会のホームページでセメ

タローというのが出てきますね。――何かアイコンが、セメタローではなかったでしたか。 

○舟町セメント協会専務理事  はい。 

○碧海委員  あれがホームページで大きく出てきた場合はいいですが、グーグルなんかの検索の

ページでアイコン的に、前にセメタローの小さな絵がついていますよね。そうすると、あれが何か骸

骨にみえてしまうのです（笑声）。申しわけありません。――セメタローではなかったでしたか。 

○舟町セメント協会専務理事  そうです。 

○碧海委員  あれはわからなくはないですが、ちょっとアイコン的には使わないほうがいいとか（笑

声）。という工夫をされたらどうかなと思いました。ごめんなさい、非常に具体的なことを申し上げて

しまいました。 
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○中上座長  いっぱいご意見をちょうだいしました。最後は消費者目線というか、なかなかメーカ

ーサイドでは消費者目線まで行き届きにくいところがあったと思いますので、これはよかれと思っ

たご発言でございますから、ぜひそのように解釈していただければ……（笑声）。 

 では順を追って、全部に詳細にお答えしていただく時間はございませんが、紙パ、セメント、板硝

子等々、ご質問がございましたので順番によろしくお願いします。 

○二瓶日本製紙連合会常務理事  それでは、野村小委員長にかわりまして、私は日本製紙連合

会の二瓶ですが、幾つかございましたのでお答えいたします。 

 まず放射性物質の問題でございますが、一部の地域、例えば日本製紙の石巻工場あたりでは、

地元の自治体と共同でバイオマスボイラーでの燃焼を始めておりますので、恐らくそういう形でや

っていかないと、要は出てくる灰の処理問題もございまして、いってみれば煙突から飛ぶのではな

いかというご心配を皆様におかけする話になりますから、地元自治体と協力しながらやっていく必

要があるだろうと思っております。――それでよろしゅうございますか。 

 島田委員のご質問の中で、森林資源のバイオマスエネルギーとしての利用のことでございます。

当製紙業界のスタンスといたしましては、森林資源はまずマテリアル利用を優先すべきであるとい

う認識に立っておりますので、たとえ間伐材、廃材であろうとも、まず材料利用をする。そうすること

で木材の水分が飛んでくれますので低位発熱量（の利用度）がよくなります。そういうことで一度、

何らかの形で利用されたものについて燃料にするというカスケード利用が優先されるべきだと思っ

ております。ですから当然、社有林を含めて材料利用を優先してやっているということでございま

す。 

 それから古紙の利用率の問題でございます。確かに現時点まで中国に対して相当量の、年間 4

00万トンとか、日本の紙生産量の十数％、古紙として輸出される時代ではありますが、本来中国と

いえども自分のところで発生する古紙があるはずですので、これをまず優先して使っていただける

ように、要は私ども日本の製紙業界の古紙の循環システム。これについてノウハウその他を含めま

して2009年から先方の業界の方、あるいは政府の方を招聘いたしましてセミナーをやっておりま

す。ことし第３回目で12月に開催する予定でして、国の中枢の方が何名か来られるという話を聞い

ております。 

 新井先生の中で２つございましたが、まず新エネ投資です。我々としてもできればやっていきたい

と思いますが、やはり投資効率の問題が最優先されますので、これから油が上がっていくという時

代ですから投資効率を改善していくと思いますので、今後の対策の中で多分出てくると思ってお

ります。これは個社のレベルでどのように判断するか。私、立場上、勝手なことを申し上げていま
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すが、進展していくというように予測しております。 

 それから原発の関係ですが、当会の見通しは一応電力係数は最悪を想定してカウントしてござい

ます。 

 最後の碧海先生のご意見の中で幾つかございまして、まず廃棄物の安全対策。基本的には私ど

も受け入れる段階である程度の管理はしておりますが、これはほとんどできません。ですから、基

本的に我々がやっておりますのは、例えば燃やした後の工場から出す灰ですとか、それから大気

に出るガスといったもののチェックを責任をもってやらせていただくという対応をとっておりますの

で、入ってくるものは結構いろいろ懸念はございますが、一応受け入れでチェックしながらやって

いくと。これも今後、続けてまいりたいと思っております。 

 それからホームページですが、ご指摘のとおりでございまして、これまでどちらかというと、業界の

コップの中のホームページみたいな形がちょっと大きかったです。ある程度反省をしていろいろ工

夫はしてきておりますが、まだ十分ではないと思っております。一応広報の担当がおりまして専門

にみてはおります。 

 原発についての考え方につきましては、私の個人的な意見としまして、とあるホームページに投

稿しておりますのでごらんいただきたいと思いますが、業界全体としてこうだということは、いってみ

ればまだそういう意思統一のようなものはされておりませんので、なかなか発表しづらいというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○中上座長  ありがとうございました。 

 それでは、セメント。 

○舟町セメント協会専務理事  セメントの関係で、まず平井委員の放射能を帯びた下水汚泥とい

うことで、この件につきましては震災が起こってから経済産業省さん、国土交通省さんと何度も何

度も話し合いをいたしまして、対応をしてきたところでございます。基本的にはコンクリート段階で

キログラム当たり 100ベクレル/キログラム以下にしなさいということで、水とか砂利をまぜてコンクリ

ートになりますので、セメント段階であれば 200ベクレル/キログラムぐらいまではいいのではない

かという話を受けまして、安全な製品をつくるということを大前提に、濃度の低い下水汚泥はセメン

トの原料として受け入れるようなことで進めております。ですから、下水汚泥を燃やして焼却灰。あ

れは相当高いセシウムが出ておりますけれども、ああいったものまでは受け入れられないということ

で、現在では脱水汚泥。水を絞った汚泥を安全な範囲で受けているという状況でございます。 

 それからコンクリート舗装の話がございましたけれども、これは協会のほうでもいろいろ調査をいた
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しまして、初期投資段階ではアスファルト舗装よりもコストがかかるのですが、アスファルトですと10

年に一度ぐらい表面の舗装をし直すというので一度、二度、そういった作業が入ってまいりますと、

トータルのライフサイクルコストではコンクリートのほうが割安になるということです。道路の舗装は

公共事業が多いですので、国交省とか都道府県のほうにＰＲをしているところでございます。 

 島田委員のサプライチェーン等の研究について、これまで継続しておりまして、数字が出てまいり

ましたらまたいろいろＰＲしていきたいと考えております。 

 それから震災廃棄物の受け入れ増加ということですけれども、これも既にやっておりまして、例え

ば腐ってすごいにおいのする魚といったものが、セメントのキルンの中にもう既に入れた実績もあ

るということで、東北地方のセメント工場ではそういったものを受け取っている。今後の課題としまし

ては、海水とかで塩分が含まれている瓦れきが多いということで、有毒物質とか塩分をどのように

除去して原料にするかということが課題になろうかと思っております。セメント業界としましては、で

きる限り受け入れて瓦れきの処理に貢献していきたいと考えております。 

 そういった廃棄物の安全対策でございますけれども、基本的には出す側が有毒、有害を除去す

るというのが前提でございますが、セメントの場合にはそういったものが既製品の中に入っていき

ますので、セメント工場のほうでも定期的にチェックをするという形で作業をやっております。 

 ホームページにつきましては、いろいろご指導いただきましてありがとうございます。去年もご指摘

いただいて見直したつもりなのですけれども、さらにいいものになるように努めてまいりたいと思い

ます。 

 それから電力の排出係数につきましては悪くなることが懸念されるのですけれども、何とかいい数

字になってくれないものかと思っております。購入電力の数字が悪くなると自分のほうで努力する

分がふえてくることになりますので、困ったものだなというのは皆さん思っておられるのではないか

と思います。 

 以上でございます。 

○中上座長  時間がほぼ定刻に迫っておりますが、せっかくでございますから一通りちょうだいし

て、１年に１回ですので、その辺はちょっとご協力をお願いします。 

○荒木日本染色協会理事  それでは、日本染色協会からご報告させていただきます。 

 昨年も、輸入品95％という同じ質問をいただいたかと思います。大げさな数字をいっているのでは

ないのというご指摘かと思いますが、ちょうど11月11日、繊研新聞という業界紙があります。そこに

10年間で96％まで上昇と。コピーをもってまいりましたが、後ほどお渡しいたします。96％だそうで

す。 
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 もう１つ、安全の問題です。これは環境といいますか、 ＣＯ２のところでお話をさせていただくのは

ちょっと場違いかなと思いますが、質問が出ましたのでお答えさせていただきます。繊維製品の安

全というのは、日本では厚生労働省の有害物質を含有する繊維製品の規制という法律があります。

有害家庭用品規制法というのがあります。親しみといいますか、皆さんご存じのホルマリンです。

繊維製品からホルマリンが出るということで、これは昭和50年代に日本は世界に先駆けて、いち

早くホルマリン規制というのをやりました。 

 その後、特にヨーロッパのほうは繊維製品についても安全性をいろいろ調査研究いたしまして、2

000年ごろから今度は使っている染料とか顔料の安全性についていろいろ規制をつくってきまし

た。 

 ＥＵでは2000年ごろに法規制をしております。それから2003年ごろには中国でも法規制をしており

ます。一昨年あたりから韓国でも法規制しております。 

 私どもは業界団体として、やはり日本でも法規制するべきものではないかというお話はさせていた

だいております。 

 業界として困ったことは、先ほど申しましたようにヨーロッパ、中国、韓国、は法規制しております。

ですから、国内から輸出するものは、それぞれの国の厳しい規制に合わせて物をつくります。では

日本国内向けのものは手を抜くかというと、そういうことはいたしません。そういう基準でつくってお

ります。ただ、海外から日本に入ってくるものは必ずしもそうではない。それは日本の法規制に合

わせて海外から入ってきます。そういうものが日本国内に蔓延しているのかというと、そうではない

と思いますが、ではゼロかというと、そうとも言い切れないと思います。従いまして、繊維業界として

は、行政とともに繊維製品の安全性を高める取り組みを進めております。 

 長くなりましたが、以上です。 

○中上座長  ありがとうございました。この場に福瀬繊維課長補佐さんもおみえですからぜひ持ち

帰って、厚労省とけんかしろという話ではないですが、よろしくお願いしたいと思います。お答えい

ただく時間がございませんで、次へいきます。 

○前田板硝子協会環境技術委員長  板硝子協会でございます。 

 まず島田先生から原単位のグラフでお褒めのお言葉をいただきまして、ありがとうございます。生

産量が下がってもエネルギー原単位がそれほど悪化しない。生産量が上がると原単位が下がりま

す。生産の集約以外に技術開発、そして生産努力。これは現場の努力でございます。この辺をわ

かっていただける資料をいかにつくるかということで、担当の委員はかなり苦労してこのグラフをつ

くりましたので、わかっていただけてよかったかなと思っております。 
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 ご質問の生産拠点の集約化についてでございますが、板硝子協会各社かなりグローバル運営を

しておりまして、世界で50窯、60窯と運営をしております。したがいまして、国内だけでなくアジア

その他の世界の工場との連携で、今後、生産の集約を考えていくという形になっていくかと思いま

す。特に自動車、もしくは太陽電池用のガラスというものにつきましては、日本のお客様の会社の

方々のグローバル展開とも関係してくるかと考えております。 

 新井先生から、特にエコガラス、太陽電池等の過大評価をしないと。これはそのとおりでございま

して、いろいろなケーススタディーで考えていきたいと思っています。 

 ただ日本は、欧米はもちろんのこと韓国よりも複層ガラスの普及率がかなり低いので、これについ

ては碧海委員からお話があったようなところをホームページ等を使って、より活用していきたい。私

自身もガラス会社に勤めて大分長いですが、確かにここ数年、親戚の方や友人から何とかエコガ

ラスにならないのと、もしくは入れていただいた方からは大変効果が実感できるという言葉をいた

だいておりますので、お客様の声というか、そういうものをホームページ等でもご紹介できるように

していきたいと考えています。 

 あと板硝子協会だけではなくてガラス産業連合会というのがございますが、その中では環境に対

する取り組みというのを、専門家の方が左側、一般の方が右側という形で、板ガラスだけでなく電

気ガラス、瓶ガラス、ガラス製品、すべて説明をしておりますので、できましたらそちらのホームペ

ージもみていただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○中上座長  では堀口さん、お願いします。 

○堀口日本印刷産業連合会常務理事  個別の質問は特にございませんので、ホームページのこ

とだけちょっと答えさせていただきます。 

 先ほど説明したように印刷業界、当連合会だけで１万社、全部で３万という位置づけでして、第一

に、その企業で発する立場は一番大事かなと考えております。ただし、先ほど碧海先生のほうで

ご指摘いただいた消費者の目というのもこれから必要だと思いますので、努力していきたいと思い

ます。専任の担当者はおりませんが、兼任でやっております。 

 以上です。 

○中上座長  ありがとうございました。 

○徳丸日本ガラスびん協会省エネルギー委員長  ガラスびん協会のほうも個別の質問等ありませ

んでしたので、まず新井先生の燃料転換ということでエネルギーセキュリティーは大丈夫かという

話の中で、確かに瓶業界も重油からガスにどんどんかえてきて、ほぼ各社なった状態なのです。
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エネルギー単価だけではなく使い勝手も含めた形でガスへ転換してきたのですけれども、これが

将来的に逆転した場合どうするのかということも考えてくれという話なので、確かにおっしゃるとおり

でして、今後の検討課題ということにさせてください。 

 あともう１つ、碧海先生の軽量瓶に対する民生の使用側のデータもいいのではないかという話な

のですけれども、確かに使っている側のデータも今後載せることができたらなと思っております。次

回の報告には、ぜひそれを記載させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○中上座長  では清水さん、お願いします。 

○清水日本衛生設備機器工業会環境保護対策委員長  最初に島田先生のトップランナーとの

評価、どうもありがとうございます。アジアへも展開しておりますので今後ともやっていきます。 

 それと、新井先生のところでご指摘のあった使用時 ＣＯ２の評価に関して、グリーンウォッシュにな

らないように注意しなさいと。まさにそのとおりだと業界で認識しておりまして、我々、今業界に存

在する使用時の評価モデルというのが1996年に立てられたモデルで、当然そこからライフスタイル

自体が変わっていますので最新版のモデルにすべきだという認識で、それも我々だけがいうので

はなくて業界全体が実態に即したモデルでないと何の意味もありせんから、空気調和・衛生工学

会の中に委員会を立ち上げて、それで業界全体を標準化。当然社会を代表するモデルで、みん

なが使っていくモデルというのを今ちょうど立ち上げ、トイレ、次はシャワーと一個一個いろいろな

ところでやっている最中ですので、順次進化していってという形で進めております。 

 うちのところは以上です。 

○中上座長  ありがとうございます。 

 それでは、玉田さん。 

○玉田プレハブ建築協会環境分科会代表幹事  本日はどうもありがとうございます。 

 ホームページの話がありましたので、その点だけちょっと説明させていただきます。もう既にプレハ

ブ建築協会のホームページだけではなくて、会員企業のホームページを随分とみていただいた

上で発言をされているのかと思います。住宅産業は民生部門のＣＯ２排出量が大変ふえているこ

とからも、我々、工業化住宅といっているのですが、いわゆる事業活動のプロセスにおける ＣＯ２

排出量を削減することも大事なのですが、我々が商品といっています住宅そのものでいかにエネ

ルギー消費量を減らしていくのか。いわゆる省エネ型の住宅であったり、太陽光発電だとか再生

可能エネルギー、あるいは自然のエネルギーをうまく活用していくということが、住宅そのものと住

まい方も含めて今非常に問われていますので、我々の業界も会員企業を含めてそういう取り組み
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を一生懸命やっているところでございます。ですが一般の方への情報発信ということについてはま

だまだ課題があると思いますので、引き続き一般のユーザーの方にきちんと理解していただけるよ

うなホームページ、情報発信の形にしていきたいと思います。 

 以上です。 

○中上座長  どうもありがとうございました。 

 おなかが大分すいてこられたのではないかと思いますけれども、まだまだご質疑が尽きそうもあり

ませんが、時間もオーバーしておりますので、さらにご意見等ございましたら、事務局からのメモで

は、11月21日の月曜日までに書面またはメールにて事務局までご連絡いただければとなっていま

す。ぜひ何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、きょうはせっかく環境省から室石課長もおみえですから……。 

○室石環境省地球温暖化対策課長  私から立場上ということもございますけれども、十分超過達

成している業界におかれましては次期目標検討中だからとか、いろいろな理由をおっしゃってい

る場合もありますけれども、あと１年だからこそ最後の頑張りということで目標値の引き下げに再度

検討といいますか、チャレンジをしていただければと。これだけでございます。 

○中上座長  ありがとうございました。 

 坂本課長は所用でお帰りになりましたけれども、渡邊課長もおみえでございますので何かありま

せんか。――遠慮なさらなくていいですよ（笑声）。話すと長くなるからいいそうです。ちょっと余分

なことをいいました。 

 今後の予定としましては、いつものとおり自主行動計画の評価検証ワーキンググループを一通り

開催。今順次やっているところでございますが、ワーキングの親会議であります産業構造審議会

の地球環境小委員会及び環境省の中央環境審議会の自主行動計画フォローアップ専門委員

会の合同会議で、このワーキンググループの議論の報告をさせていただくことになっております。 

 きょういろいろなご意見をちょうだいしましたけれども、その際、当然きょうのご意見を反映して報告

させていただきたいと思います。その後、全体の評価検証結果、今後の課題等についてパブリッ

クコメントにかける予定でございます。合同会議に本ワーキンググループの議事を報告するために

本日の議論の概要を作成しなければなりませんけれども、その内容につきましては座長である私

にご一任いただくということで、まことに勝手でございますがご了承いただきたい。よろしゅうござい

ますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 
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 それでは、本日の審議、15分もオーバーしてしまいましたけれども、これで終了させていただきま

す。また一年頑張って、来年お会いしたい（笑声）。よろしくお願いします。 

 

                                 ――了――  
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