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産業構造審議会地球環境部会製紙・板硝子・セメント等ワーキンググループ

議事録

日時：平成２４年１２月１８日（火）９：００～１０：３０

場所：経済産業省別館１１階１１１１会議室

議題

１．製紙・板硝子・セメント等業種の自主行動計画について

２．製紙・板硝子・セメント等業種の低炭素社会実行計画について

３．その他

議事内容

○飯田環境経済室長 定刻になりましたので、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させていただきます。

本日は、ご多忙のところ、ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。

私は、環境経済室の飯田と申します。どうぞよろしくお願いします。

初めに、委員の先生方の交代がございましたので、新しい委員の先生方のご紹介をさせ

ていただきたいと思います。こちらから、座席の配置は違いますが、秋元委員です。辰巳

委員です。それから、工藤委員でございます。どうぞよろしくお願いします。

それでは、本日ご審議いただきたいのは、2008年から2012年までの取り組みである自主

行動計画、それから、2013年以降の取り組みである低炭素社会実行計画、この２つについ

てご審議いただきたいと思っております。これまでの計画とこれからの計画でございます。

自主行動計画につきましては、残り３ヵ月ということで、目標を達成できるかどうか、

できない場合にはクレジットで埋め合わせをするのか、あるいはリーマン・ショックや東

日本大震災などの影響をどう評価するのかといった点が論点になろうかと思います。

また、これからの計画である低炭素社会実行計画につきましては、ＢＡＴ（ Best Avai

lable Technology）をベースに目標をつくることになっておりますけれども、何がＢＡＴ

なのか、また、それが十分普及することになっているのかといった点のご審議などをお願

いできればと考えております。

また、低炭素計画のほうで今回新たに明確化されるＬＣＡですとか海外貢献、それから、
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革新的技術開発、これらについても産業界として低炭素社会づくりに積極的に取り組む姿

勢が示せるかどうかという点についてもご議論をお願いできればと考えております。

それでは、ここで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。年に一度皆様とお顔合わせできるのは、ある意味で

は楽しみではあるのですけれども、去年からことしにかけまして大変な変動がございまし

たので、明るい顔で議論できるかどうか、ちょっと問題な時期ではございますが、１年の

ご実績をきょうはご報告いただきたいと思いますし、加えまして、来年度以降の新しい計

画についてもご議論をちょうだいしたいと思います。

ご案内のとおり、エネルギー基本計画は今ごろにはでき上がっていたはずなのでありま

すけれども、諸般の事情から基本計画がまだできておりません。エネ庁としては、大もと

となるエネルギーのプログラムができていないということで議論することになろうとは、

思ってもおりませんでしたが、いろいろな事情があってこうなったわけでありますし、ま

た、環境省も地球温暖化対策の削減目標についても今までの数字がまだ残ったままでござ

いまして、これについてもさらなる検討が深められると聞いておりますけれども、それも

はかばかしくないような状況かと思います。

そういう意味では、いささか不透明な時期ではありますが、今年度は、ご案内のように

京都議定書の目標年度のファイナルでございますから、とりあえず今回ここで一度総括を

して、それから新たな目標についてご議論いただくわけでありますけれども、何分にも、

１年間のご議論をたかだか数分でご説明いただくのは、まことに申しわけないのですが、

本日は次にもう１つ分科会があるそうでございまして、通常２時間あるところを１時間半

に。別に皆様方の発言を封じようという意図ではございませんので、要点を絞って的確に

ご発表をお願いしたいと思います。それから、当然、お役所等にご不満とか、ご質問があ

ろうと思います。年に１回でございますから、それも忘れずにつけ加えていただいて、短

い時間でございますが、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、室長、お願いします。

○飯田環境経済室長 どうもありがとうございました。

それでは、本日ご参加いただいております団体の方々でございますけれども、日本製紙

連合会様、セメント協会様、日本印刷産業連合会様、日本染色協会様、板硝子協会様、日

本ガラスびん協会様、日本衛生設備機器工業会様、プレハブ建築協会様より、ご担当の方

々にご出席をいただいております。
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それでは、以降の進行を中上座長にお願いいたします。

○中上座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。

まず、配付資料の確認を事務局からお願いしたいと思います。

○飯田環境経済室長 配付資料の確認でございますが、資料１、議事次第でございます。

それから、資料２、委員名簿でございます。資料３で、この業種の進捗状況の概要をつけ

てございます。

これについては、説明を同時にさせていただきたいと思いますが、資料３、横に広げて

いただきますと、黄色と白とありますけれども、左側から、目標指標、基準年度、目標水

準、2011年度実績――これは、基準年度比で何％か。ここが目標値に達しているところは

黄色い蛍光ペンがつけてありまして、本年度は残念ながら達成できていないところは白抜

きになっているという色合いでございます。

ただ、震災の影響などもありまして、電力係数が2011年度は非常に悪化しているために、

ことしは電力係数を固定した場合の実績という参考１をつけてございます。これは、電事

連が、目標を達成できたとしたらどういう数字になるかということで、固定してつけたも

のでございます。

参考２は前年度の実績、参考３は2008から2011年度まで４ヵ年の平均でございます。右

の３つは、 ＣＯ２排出量の絶対量、前年度比、基準年度比で比べたものでございます。一

番右の欄が、低炭素社会実行計画の目標について、記載していただいているところは目標

だけ抜き書きして書いておりまして、つくる予定が未定であるところは未定と書かせてい

ただいております。

若干あれですけれども、資料３をご参考にしていただければと思います。

資料４以降は、それぞれの団体のご説明資料がついているかと思います。基本的に、資

料４―１とか５―１とかというように、枝番１がついているのが自主行動計画のほう、枝

番２がついているのが低炭素社会実行計画のほう、もしパワーポイントなどで説明資料を

つけていただいているところは枝番３が基本的な考え方でございます。以下、資料４、５、

６、７、８、９、10、11とそれぞれの団体の資料がついているかと思いますが、落丁、乱

丁などがございましたら、事務局までお申しつけください。よろしくお願いいたします。

○中上座長 それでは例年どおり、早速、日本製紙連合会さんから順に取り組みのご説

明をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。

○松尾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
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ルギー委員会の小委員長の松尾です。本日は、エネルギー委員長の山崎が都合で出席でき

ませんので、私がかわって説明いたします。

それでは、お手元の資料４―３のパワーポイントの資料で説明させていただきます。

２ページ目をごらんください。まず、フォローアップの目標ですが、昨年度と同じです。

90年度比で製品当たり化石エネルギー原単位を20％削減、 ＣＯ２排出原単位を16％削減、

もう１つは、植林面積を2012年度までに70万ヘクタールに拡大するという目標を上げてお

ります。

次に、３ページ目です。これはカバー率ですけれども、ここに記載のとおり、紙・板紙

生産量の約90％をカバーしております。

次に、４ページ目です。これが今回のフォローアップの結果です。2011年度の生産量は

2010年度に対して、3.11東日本大震災による需要の減少と、大型工場の被災により約 3.7

％の減となりました。2011年度の化石エネルギー原単位は、生産量の大幅な減にもかかわ

らず、各社の地道な省エネルギー対策工事及び工場生産設備の統廃合の効果がより発揮さ

れたことにより、10年度とほぼ同等の90年度比74.6％となり、目標の80％に対し 5.4ポイ

ント下回り５年連続して目標を達成しております。

一方、 ＣＯ２排出原単位は、震災影響による電力不足に対応した自家発電力の増加並び

に大型工場の被災で製品供給不足を他社の工場で代替生産した等の対応により重油及び購

入電力の減少、オイルコークス、ガス等の増加による燃料構成の影響で10年度比 0.4ポイ

ント悪化、さらに、購入電力の ＣＯ２排出係数の大幅な悪化で 2.2ポイント悪化し、合計

で 2.6ポイントの悪化になっております。しかし、90年度に比べて79.9％で目標の84％を

4.1ポイント下回り、５年連続して目標を達成しています。

また、総エネルギー原単位も、工場の生産体制の見直し等によって、効率的な生産体制

の効果があらわれて2010年度比で 0.4ポイント良化しております。

次に、５ページ目ですが、 ＣＯ２排出量については、 1,879万トンと、2010年度に比べ

約11.4万トンの減少となり、３年連続して 2,000万トン以下となっております。

以上がフォローアップの結果でございます。

次に、６ページ目の、1990年度と2011年度のエネルギー分類別原単位比率ですけれども、

2011年度につきましては、全エネルギーに占める化石エネルギーの割合は50.6％となって

おります。

次に、７ページ目に行きます。これは、2000年度から2011年度までの12年間の省エネ、
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燃料転換投資の推移です。合計で 3,300億円強の投資を行っております。2011年度の投資

額は86億円で、前年と比べ約20％の増加となっております。

８ページ目です。これは、クレジットの活用状況と排出量取引試行実施への参加状況で

すけれども、クレジットの活用はありません。取得予定等の具体的な取り組みも未定です。

試行状況につきましては、９社が参加しており、 ＣＯ２排出量で参加率は70％と昨年と同

じになっております。

次に、９ページ目です。今後の設備投資計画ですが、12年度は約71億円の投資計画です。

ほとんどが省エネの投資で、燃料転換投資は今後の燃料調達が非常に厳しいこともあって

計画されておりません。

次に、10ページ目です。バイオマス・廃棄物使用量推移です。ＲＰＦとか廃プラは若干

増加していますけれども、その他の燃料については、ほぼ横ばいです。今後の使用量増加

については、各社とも厳しい見方をしておりまして、今後は再生可能エネルギー特別措置

法の影響もあって、ますますバイオマス系の集荷が困難となりまして、廃棄物の集荷に努

力することになるのではないかと思われます。

次に、11ページ目です。化石エネルギー原単位と ＣＯ２排出原単位の2008年から2012年

度の５年間の平均試算です。まず、黄色の部分が2008から2011年度の４年間の平均、実績

で、どちらも目標をクリアしております。次に、この４年間の実績を含めた2008から2012

年度の５年間の平均がピンク色の部分です。前年度の投資計画を踏まえまして、環境、品

質等の増エネルギーの要因、燃料転換の状況、また、今後の東日本大震災の影響による需

要動向、原発の稼働状況による電力減への影響などを考慮して製紙連合会独自に予測した

数値を使用して試算した結果ですが、目標を達成できる数値となっております。

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70万ヘクタールで、

2011年度も目標の99％で10年度から進んでおりません。これは製品販売量の落ち込みと、

投資意欲が消極的になっていることと、現地の事情としては新たな植林適地の減少、森林

地の撤去などが挙げられます。12年度の目標達成は非常に微妙な状況にありますが、13年

度から20年度までにさらに10万ヘクタール上積みした80万ヘクタールを低炭素社会実行計

画の目標として決定しておりますので、引き続き目標達成に向けて努力していきたいと思

っております。

次に、13ページ目です。これは昨年の説明と同じなのですが、2009年の省エネポテンシ

ャルを示したグラフです。日本の削減ポテンシャルは、紙生産当たり 0.3ギガジュールの
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削減余地しかないということで、これは ＣＯ２に換算して54万トンの削減量に相当して世

界トップレベルであり、省エネが一番進んでいることを示しております。

次に、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

ですが、2020年度までの削減目標として、20年度のＢＡＵ比 139万トンの ＣＯ２を削減す

ることを目指すことといたしております。このうち、電力排出係数の影響は含んでおりま

せん。また、吸収源としての植林面積を現状の70万ヘクタールから80万ヘクタールに目標

を拡大することもあわせて定めております。

次に、15ページ目です。前述の 139万トンの ＣＯ２削減根拠ですが、一般的な省エネル

ギーの投資のほかに、ここに記載しております３項目を柱として想定しております。その

中でも効果の大きい燃料転換を進め、林地残材を初めとするバイオマス燃料の供給がより

拡大されれば、さらに使用量の増加が可能になるのではないかと思います。ただ、再生可

能エネルギー特別措置法の影響がどうなるかによって、また変わってくるのではないかと

思われます。

次に、16ページ目です。三本柱の投資費用と ＣＯ２削減量の内訳ですが、 ＣＯ２削減 1

30万トンを達成するためには、2006から2020年度までに省エネ、燃料転換で約 3,080億円

の投資が必要となる想定となっております。

次に、17ページ目です。これは、植林の目標と場所を示しています。2020年度までに所

有または管理する国内外の植林地の面積を90年度比で52.5万ヘクタール増加の80万ヘクタ

ールとすることを目標としております。現在は足踏みをしている状況ですが、引き続き努

力していきます。

18ページ目です。これは森林シンクを試算したもので、植林が順調に進めば、本格的収

穫期に達しても2020年度には２億トン近くに達成する見込みとなっております。

次に、19ページ目です。これは、紙製品の軽量化によるライフサイクルでの温暖化対策

への貢献で、国内製紙会社は製品の軽量化を進めてきており、海外の従来品に比べ約10％

前後の軽量化を達成しております。製造工程では軽量化によるエネルギー原単位は悪化し

ますが、エネルギー使用量はほぼ同じのため、輸送工程での軽量化による ＣＯ２削減に貢

献しております。試算では、製品重量が約10％減少すると貨物輸送時の ＣＯ２排出を約 0.

6％削減することになり、日本国内では約50万トンの ＣＯ２削減が見込まれます。

20ページ目です。古紙配合率の推移です。紙では約40％、板紙では約93％の利用率にな

っています。板紙はほぼ限界に達していますが、2015年度までには、紙、板紙合計の古紙
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利用率を約64％に向上させる取り組みを行っていきます。

最後に、参考として、21ページと22ページに民生部門と運輸部門の動向を示しています

が、これらは紙パルプ工場の製造工程の ＣＯ２の排出量の約 0.1％と３％以下で影響は非

常に少なく、一昨年度と変わっていないので、説明を割愛させていただきます。

ちょっと早足でしたけれども、以上で製紙産業の取り組みの説明を終わらせていただき

ます。

○中上座長 ありがとうございました。最初に進め方のご説明をするのを忘れましたけ

れども、一通りご発表をいただいた後で委員の方々からご意見等をちょうだいしたいと思

います。それでは、引き続きセメント協会さん、よろしくお願いします。

○舟町セメント協会専務理事 セメント協会専務理事の舟町でございます。隣は、生産

・環境幹事会幹事長代行の明代でございます。よろしくお願いします。

それでは、資料５―２に沿いまして、ご説明したいと思います。

２ページをごらんください。本日は、１から４までの項目について、順を追ってご説明

いたします。

３ページでございます。業界の概要ですけれども、セメント協会は、セメントメーカー

17社からなる組織で、自主行動計画のカバー率は 100％、すべて温対法の対象事業者とな

っております。

４ページをごらんください。生産量の推移でございますが、1996年度の 9,927万トンを

ピークに減少傾向。2005年度に一時下げ止まりましたが、その後も2010年度まで減少して

きた。2011年度でございますが、東日本大震災の復旧・復興事業、都市の再開発などによ

り、前年度比で 2.7％増の 5,742万トンと、６年ぶりに前年を上回っております。2012年

度も増加傾向で推移しております。

５ページをごらんください。自主行動計画でございます。セメント協会の自主行動計画

は、2008から2012年度の５ヵ年間の平均で、セメント製造用エネルギー原単位を1990年度

比 3.8％低減させるのが目標でございます。

６ページをごらんください。目標指標であるセメント製造用エネルギー原単位の推移で

ございます。2006年度以降、生産の落ち込みが続き厳しい状況が続いておりましたが、省

エネ設備の設置や熱エネルギー代替廃棄物の活用を推進しております。2011年度の実績は

3,409ＭＪ／ｔ－セメントということで、基準年度比 4.9％減となっております。2011年

度までの４年間の平均値は 3,439ＭＪ／ｔ－セメント。こちらは基準年比 4.1％減という
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ことで、目標値をクリアしております。

７ページをごらんください。エネルギー原単位の増減要因の分析でございます。減少要

因としましては、セメントの需要回復に伴う生産調整による抑制運転の解消、省エネ設備

の新設／改造、エネルギー代替廃棄物の使用増、自家発電比率の減少などが挙げられます。

一方、廃棄物を利用するための前処理、例えば粉砕などに要する電力が増加するといった

増加要因もありまして、差し引きではエネルギー原単位が20.6改善したということでござ

います。

８ページ、熱エネルギー原単位の推移でございます。最も省エネ効果が高いＮＳＰ、Ｓ

Ｐへの製造様式の転換は1997年度にもう終わっております。しかし、それ以降も省エネ設

備の設置や廃プラの活用などによりまして、少しずつですが、熱エネルギー原単位は引き

下がっております。

９ページは、熱エネルギーに占めるエネルギー代替廃棄物の割合です。使用は順調に進

んでおりまして、1990年度の 1.1％から、11年度には15.8％まで拡大しております

10ページは、電力エネルギー原単位の推移でございます。最近は、廃棄物を利用するた

めの前処理設備、投入設備の設置により原単位は増加傾向にございます。セメント工場で

は、電力エネルギーの削減の取り組みとして排熱発電、自家発電へのバイオマスの活用と

いったことを進めております。

11ページでございます。本年度でございますが、わずかですけれども、原単位の改善を

見込んでおります。したがって、自主行動計画の目標値は達成できるものと考えておりま

す。

12ページ、来年度からの低炭素社会実行計画についてご説明いたします。表題の横にあ

りますように暫定版でございまして、まだ作成途上ということでご理解いただければと思

います。

13ページ、まず、セメント製造用エネルギーの削減。自主行動計画に引き続きまして、

省エネ技術の普及、及びエネルギー代替廃棄物の使用拡大ということで、エネルギーを削

減していきたいという内容になってございます。具体的には、2020年度のセメント製造用

エネルギー量を2010年度比で原油換算 5.6万キロリットル削減というのが目標でございま

す。これは、2020年度の生産量見通しを 5,621万トンと想定し、ＢＡＵを前提としており

ます。また、本計画では、 ＣＯ２の削減量については、目標は設定しておりません。

14ページですが、ＬＣＡ的な観点からの取り組みによる ＣＯ２削減への貢献でございま
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す。コンクリート舗装とアスファルト舗装とでは、乗用車の燃料消費量が異なることがわ

かっております。舗装面の違いによる転がり抵抗の差でございます。アスファルトを 100

とした場合、コンクリート舗装での燃料消費量は95.4から99.2と、 0.8から 4.6％の省エ

ネという結果になっております。

それを ＣＯ２削減量で示したのが15ページでございます。積載量を11トンとして 100キ

ロ走行した場合、コンクリート舗装ではアスファルト舗装より軽油の使用量が0.44から2.

54リットル少なくなりまして、最大6.56キログラムの ＣＯ２を削減できると試算されます。

１台当たりの数字は小さいですけれども、舗装面の材質変更によって継続的にこういった

削減が可能になるということでございます。

16ページ、セメント産業の循環型社会への貢献についてご説明いたします。セメント産

業は、セメントをつくるという動脈産業から、いろいろな廃棄物を受け入れて消費すると

いう静脈産業、こういった両面を備えた産業ということで大きく変貌してございます。

17ページが、セメント工場が受け入れられている廃棄物とか副産物のものでございます。

これをセメントの原燃料として活用することにより、新たな廃棄物を一切出さずにセメン

トとして生まれ変わらせるというような究極のリサイクルを実施しております。産業活動、

日常生活から出る廃棄物を処理する静脈産業としてのセメント産業の、まさに真骨頂であ

ると自負してございます。

18ページ、具体的に廃棄物・副産物使用量の推移でございます。セメント生産１トン当

たりの使用量は年々増加しておりまして、11年度は 471キログラムとなっております。総

量では約 2,700万トンでございます。

19ページ、２つの事例を紹介いたします。全国で発生する下水汚泥の４割、全国の火力

発電所で発生する石炭灰の５割をセメント工場で資源化しております。下水汚泥につきま

しては、2011年度は放射能を含んだ汚泥の処理問題がございまして、各セメント工場では

放射能の測定体制を確立した上で受け入れを再開しまして、例年並みの受入量となってご

ざいます。

20ページをごらんください。この図は、最終処理場の新規立地件数の推移でございます。

平成10年に 136件認められて以降、大変厳しい状況でございまして、環境省は、この処理

場の残余年数を13.2年と見積もっております。協会で試算しますと、仮にセメント協会が

こういった廃棄物、副産物の受け入れをやめた場合には残余年数が 5.5年になるというこ

とでございます。
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21ページをごらんください。先ほど、紙業界でも出ておりましたけれども、ＩＥＡの資

料でございます。わが国のセメント産業におけるエネルギーの削減ポテンシャルは非常に

小さいものとなってございます。ただ、世界に目を向けますと、いろいろ削減余地の大き

なところがいっぱいあるということでございます。

22ページをお願いします。セメント業界では、ホームページで日本のセメント製造エネ

ルギーの使用状況、省エネ技術の導入状況、今ご説明しました廃棄物の使用状況など、広

く世界に発信することを計画しております。また、要請があれば、海外のセメント工場の

省エネにも協力していきたいと考えております。こういった取り組みを通じまして、世界

レベルでのエネルギーの削減、循環型社会の推進に貢献できればと考えております。

以上、セメント協会の取り組みでございます。ありがとうございました。

○中上座長 どうもありがとうございました。それでは、引き続き日本印刷産業連合会

さん、よろしくお願いします。

○油井日本印刷産業連合会常務理事 日本印刷産業連合会・油井でございます。よろし

くお願いいたします。

それでは、印刷業における地球温暖化対策の取り組み、資料６―３に基づきまして、ご

説明させていただきたいと思います。

ＩＴ化が広がりをみせており、印刷業においても、いわゆる商材が、今までの紙ベース

の印刷物から産業資材とかソフトビジネスへと広がってきております。商材が広がってき

てはおりますが、2000年度以降、出荷額の推移といたしましては右肩下がりが続いており

ます。平成21年度は６兆 3,000ということで、日本の景気低迷の影響を受けまして印刷業

は景気低迷の歯止めがかかっていない状況が続いております。

５ページにつきましては、印刷産業の規模・構造の紹介でございます。98.6％が従業員

100人未満の中小企業で、100人以上の大手企業が残りの 1.4％でございますけれども、

出荷額の45％を大手企業が占めているといった特異な産業構造にございます。

それでは、６ページでございますけれども、本題の印刷業における地球温暖化対策の取

り組みということで、今までの目標、それから参加企業の内容でございますけれども、目

標につきましては、2005年度を基準年度といたしまして、2010年度及び2008から2012年ま

での５年間、ともに 7.7％を削減するとしております。参加企業数は 101社、全部で会員

企業数といたしましては 9,300社弱ございますので、企業数の率としては0.35％、ただ、

売り上げカバー率といたしましては半数の50.9％という形になっておりますので、大手企
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業が参画しているという内容でございます。

それでは、７ページでございますけれども、23年度における結果でございます。 7.7％

削減という目標水準に対しまして 2.2％増加してしまったという結果でございます。その

原因としては、電力の排出係数の大幅な変化があげられます。印刷産業におけるエネルギ

ーの使用割合は、電力が65～70％を占めている構造になっております。このような構造の

中で、電力係数が36％増加し、この影響をもろに受けている結果となっております。

参考としまして、目標期間４年間の実績という表がございますけれども、 ＣＯ２排出量

は基準年度比、2008から2011年度の４年間の平均でございますが、91.1％ということで、

目標水準はキープしております。ただ、ここに数字であらわしておりませんけれども、20

12年度も電力排出係数が同じだとしますと、目標水準の 7.7％ぎりぎりかなという感触を

受けております。

それでは、次期の実行計画でございますが、９ページでございます。こちらは、低炭素

社会実行計画の内容でございますけれども、電力の排出係数の見通しが立たない状況でご

ざいますので、我々の目標といたしましては、まず2020年度における目標売上高は３兆 2,

000億円という仮定をいたしました。取り組み内容といたしましては、2010年度から毎年

原油換算の原単位を１％改善することで、電力の排出係数は3.16を使っておりますけれど

も、 2020年度には、 8.5万トン削減して97万 5,000トンを目指すというような計画を立

てております。

革新的な技術としては、非常に最先端を行く省エネ型印刷機を導入して ＣＯ２の排出量

を削減したり、印刷業における乾燥はエネルギーを非常に使う工程でございますので、乾

燥システムの改善を手がける、といったところから目標を達成していきたいと考えており

ます。

次に、12ページでございます。実施予定の対策ということで、これは2010年度、2011年

度も同じでございますけれども、毎年 ＣＯ２を２万から３万トン削減する施策を立ててお

ります。こちらは、照明、空調、動力、それから受変電関係といったハード面の投資を行

い、年度計画に基づきまして ＣＯ２を２万から３万トン削減していくという取り組みを継

続してやってきております。特に動力関係につきましては、先ほど紹介いたしましたデジ

タル印刷機の導入の促進を図り、動力関係の ＣＯ２排出削減を実施していく計画でござい

ます。

13ページ、最後でございますけれども、 ＣＯ２排出削減のための取り組みやＰＲ活動と
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しては、印刷業界における環境配慮基準の中に ＣＯ２排出抑制という基準もございまして、

こちらを業界全体で周知して取り組みを図っていきます。また、省エネ対策の情報提供と

いたしましては、日本印刷産業連合会がつくりました省エネのパンフレットがございます

ので、これを会員企業に配付し、業界全体で ＣＯ２排出量削減を呼びかける、このような

取り組みを行ってきておりますので、今後も引き続き取り組みを行っていきたいと思って

おります。

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。１年間のご努力を、わずか４分か５分で

ということで申しわけございませんが、引き続き日本染色協会さん、よろしくお願いしま

す。

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

料７をごらんください。

まず、１ページ目、 (1)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、

ご存じの方もいるかとは思うのですが、いわゆる天然繊維、ポリ、それから合成繊維の染

色及び附帯加工を施すことを業務としております。染色加工では、染色液の加熱、それか

ら、各工程ごとの布地の乾燥に熱エネルギーを使用しますので、企業規模の割には多量の

エネルギーを使用する業界です。

業界の規模は、企業数 166社、 179事業所。業界団体の規模は、80社、92事業所。企業

数は多いのですが、約90％は中小企業です。自主行動計画の参加は33社、43事業所で、カ

バー率は55％です。

次に、 (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

度の予想生産数量を見直すことによりまして、目標をエネルギー消費量で55％減、 ＣＯ２

排出量で62％減としました。

次に、２ページをごらんください。 (3)実績概要②に目標期間４年間における実績の平

均値を記載しました。４年間の実績でエネルギー消費量59.9％減、 ＣＯ２排出量は65.6％

減となり、目標を達成しております。2012年度もこのままいけばトータル５年間の目標は

達成できるものと考えております。

続いて、飛んで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、二酸化

炭素排出量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2011年度、太線枠

内を中心に説明させていただきます。2011年度の生産数量は20億 2,900万平方メーターで



- 13 -

あり、1990年度比で28.9％となりました。すなわち、日本国内の染色整理業の規模は、こ

の約20年間で30％以下にまで減少しております。日本国内に流通している繊維製品の90％

以上は海外からの輸入製品です。

我々国内の染色整理業者にとりましては、二酸化炭素の排出量削減は大変重要な課題と

は考えておりますが、まずは使用エネルギーを削減することによりコスト競争力を高めて、

国内において染色整理業が生き残ることが最優先の課題であります。2011年度のエネルギ

ー消費量は、昨年度より 2,000キロリットル減少して60万 6,000キロリットルとなりまし

た。2011年度の ＣＯ２排出量は 124万 9,000トンでした。

次に、５ページをごらんください。表５―１に個別エネルギーの使用状況について、19

90年度と2011年度の比較を記載しました。エネルギー種別では、Ａ重油、Ｃ重油の減少が

顕著で、都市ガスの消費量が増加しております。ご存じのように、都市ガスに変換するこ

とだけでも ＣＯ２排出量を約30％削減することができます。表５―２に個別エネルギーの

発生量、表５―３に個別の ＣＯ２発生量を記載しました。

次に、３ページをごらんください。表３―１に2004年から2011年度に実施した代表的な

省エネ対策を記載しました。詳細は省略させていただきます。

最後に、10ページをごらんください。５行目、先ほども申し上げましたように、私ども

の業界は約90％が中小企業です。中小企業にとりまして、この自主行動計画に参加させて

いただくことは、国内クレジット制度の排出枠提供企業に応募できなくなってしまいます。

これは、中小企業にとって大きなデメリットです。このようなことを踏まえまして、2013

年度以降の自主行動計画参加については、検討させていただき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、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 板硝子協会環境技術委員会の前田が報告させていた

だきます。本日は、資料８―１と８―２がございますが、時間の関係上、８―２のグラフ

と図が使われているほうを使いたいと思います。

まず、板硝子協会自主行動計画実績についてご説明いたします。１ページ目の上のグラ

フですが、赤がエネルギー削減率、青のラインが ＣＯ２削減率の推移でございます。目標

につきましては、過去２度にわたり引き上げを行いまして、今現在、1990年度比エネルギ

ー消費削減目標21％、 ＣＯ２の削減22％になっております。1990年度対比でいいますと、
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住宅着工戸数が約50％、国内の自動車生産量が約30％と、かなり生産量が落ちております

ので、その関係もありまして、このような形になっておりますが、ここのところ省エネの

エコガラス、もしくは太陽電池ということで生産量の今後の拡大が見込まれております。

また、８―２の資料の３枚目にエコガラス、もしくは太陽電池基板用ガラス、それから、

自動車に対する軽量化、もしくは紫外線、赤外線カットの取り組みを挙げておりますが、

機能性ガラスがふえておりますので、この生産品種に対応すべく効率的な生産を進めてい

くことが我々業界にとっては大変大事なことでございます。この間、生産計画の見直し、

設備の集約、そして省エネ技術の導入を進めてまいりました。

次に、１ページ目の下の、エコガラス等による ＣＯ２削減の推定値と板硝子協会加盟全

体の工場から排出される ＣＯ２量実績及び太陽光発電パネルの生産量の、今後の期待も含

めてということでございます。橙色が工場から排出される ＣＯ２の量、緑の棒グラフがエ

コガラスを中心としたエコ製品による ＣＯ２削減量推定値でございます。エコガラスによ

る ＣＯ２削減量推定値につきましては、累積で出しております。2007年度以降、使用段階

の ＣＯ２の削減が工場排出の ＣＯ２量を上回っていることがわかるかと思います。この削

減のときの計算では、エアコンの設定は冷房が27度、暖房は20度で計算しております。今

現在、新築につきましては、複層ガラスの普及率は戸建てで95％、共同で60％、そのうち

Ｌｏｗ－Ｅ膜をつけたエコガラスについては、戸建てが50％程度、共同住宅が15％程度と

なっております。

今後、省エネ法改正、住宅ローン減税、その他の国の施策も含めまして、既築の住宅に

このような複層ガラス、エコガラスをより一層普及していきたいと考えております。

太陽電池につきましては、一時的に生産の伸びは落ちておりますが、今後、再生可能エ

ネルギーの全量買い取り制度、その他の施策により、将来的には日本では拡大していくと

考えております。

次に、２ページ目でございますが、生産量とエネルギー原単位の関係について、板硝子

をつくる段階について説明したいと思います。板硝子をつくる工程は、固定エネルギー、

いわゆる窯の炎等が約７割と高く、生産量が低下しますとエネルギー原単位が同じ窯を使

っている段階では、このグラフの赤、橙、黄色のラインに沿って上がっていきます。した

がって、稼働率が極めて重要。また、大体10年以上継続使用していきますので、経年劣化

も避けられないということでございます。エネルギー原単位をいかに維持、もしくは上げ

ていくかが、この赤のライン、橙のライン、黄色のラインと、行く方向がいわゆる技術革
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新、それから生産計画の見直し、日々の努力も含めたものでございます。現在は黄色のラ

インにのっとった線のところまで来ていることがわかるかと思います。

省エネ、 ＣＯ２削減に関しましては、技術課題として、このグラフの下に述べられてい

るような施策を今まで打ってきましたし、今後も省エネ技術の導入により一層努めていく

所存でございます。

以上で板硝子協会の説明を終わります。

○中上座長 ありがとうございました。それでは、引き続き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 日本ガラスびん協会の省エネルギーの徳

丸です。本日は、省エネルギー委員長の曽根が急遽欠席となりまして、かわりに私が報告

させていただきます。ガラスびんにおける地球温暖化の自主行動計画及び低炭素社会実行

計画の報告です。資料９―１に沿って説明させていただきます。

まず、業界全体のカバー率ですけれども、生産量、2011年度は 134.2万トン、自主行動

計画参加は６社、生産量は 123万トンということで、カバー率は91.6％となっております。

目標につきましては、2008から2012年度の５年間の平均で基準年の1990年度対比におき

ましてエネルギー使用量が30％減、 ＣＯ２排出量が40％減というようにしております。

資料の９ページをお願いいたします。実績としまして、生産量が 123万トン、エネルギ

ー消費量が37.5万キロリットル、これが42.6％減。あと、 ＣＯ２排出量85万トン、対年度

比で53％減となっております。目標期間４年間の平均実績としまして、 ＣＯ２排出量が53.

36％、エネルギーの使用量が40.1％減となっておりますので、目標はクリアできるかと思

っております。

あと、独自の具体的目標の設定ということで、２ページ目の表１を参照願います。その

中でカレット利用率の向上ということで、91％の目標に対しまして94.7％。エコロジーボ

トルの生産推進が５％以上に対しまして2.56％。軽量化の推進、１びん当たり 198グラム

未満に対しまして 178.9グラム。あと、製造工程の歩留向上が81.8％以上に対しまして76.

4％。あと、工場内のガス化、ＬＮＧ化、目標 100％に対しましてほぼ 100％完了してお

ります。

投資額につきまして、６ページを参照してください2011年度も歩留向上目的に投資を実

施してまいりました。2012年以降も設備の更新や排熱利用の設備の導入ということで、そ

のように計画しております。
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12ページを参照してください。低炭素社会の実行計画なのですけれども、2020年度にお

ける削減目標は、現状の削減状況を踏まえまして、エネルギー消費量が45％減、 ＣＯ２排

出量は60％減というように上乗せして目標設定を考えております。本自主行動計画の目標

の見直しとの意見もありましたが、業界としては2020年度を視野に取り組んで目標値の修

正は今回は行っておりません。

業界の生産量も減少はまだまだ続いているのですけれども、省エネ対策は当然やってお

りますし、生産量の減も考慮に入れて検討しております。その対策としまして、溶解炉の

経年劣化抑制の対策、あと排熱利用技術の導入並びに溶解炉の燃料転換、ＬＮＧ化を継続

して行っていく。

あと、革新的技術開発につきましては、ＮＥＤＯのプロジェクトで進められております

直接ガラス化による革新的省エネルギーガラス溶解技術の開発。これにつきましても当業

界からも参画しており、効果がまだ公表されていない状況でありまして、普及には相当時

間がかかるということで、実行計画等には現段階では含めておりませんが、引き続き検討

していくというように思っております。

13ページ、14ページ、実績値の分析ということで、図３のグラフを参照願います。エネ

ルギー消費削減分の全体の25.2万キロリットルのうち生産量の減少分が17.4万キロ、業界

努力分ということで 7.8万キロとみております。

ＣＯ２排出量につきましては、図４を参照してください。排出量全体で98.5万トン、そ

のうち生産量減少分が67.9万トン、業界の努力分で28.3万トン、あと電力の排出係数、こ

の悪化による増加分が 2.3万トンというように分析しております。

あと、 ＣＯ２排出量・排出原単位、16ページの表８を参照願います。原単位に関しては

目標はとっておりませんが、図５に示すとおり、エネルギー原単位に関しましては、生産

量の減少傾向が続いているため悪化方向にあります。16ページ、表８にあります ＣＯ２排

出量・排出原単位に関しましては、カレット利用率の向上、あと溶解炉の燃料転換を進め

たことで2008年以降減少させることができております。

最後に、19ページを参照願います。当業界の取り組みについてなのですけれども、ガラ

スびん業界としては、1990年の最大生産量以降、右肩下がりで生産量は減少し続けている

のですけれども、2010年、2011年と実績はわずかながら生産量は増加しております。しか

しながら、厳しい経営環境下ということで、これについては変化がなく地球温暖化防止と

いう大きな目的に向かって多額の投資を行っていると判断しております。
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また、生産量の増加はあるのですけれども、業界の努力によりエネルギー使用量は削減

できている。また、震災以降の原子力問題による電力需要によって、結果として ＣＯ２排

出量増加という方向にせざるを得ない状況下にあるということです。電力の ＣＯ２排出係

数を一定と考えれば、当業界は着実に ＣＯ２排出量を削減できており、目標は今後も達成

できると考えております。

以上で、当業界の報告を終わります。ありがとうございました。

○中上座長 どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、日本衛生設

備機器工業会さん、よろしくお願いします。

○川合日本衛生設備機器工業会自主行動計画ＷＧ主査 衛生設備機器工業会の川合です。

資料10―１に基づいて説明させていただきます。

まず、１枚目、業界の概要です。業界全体の規模が５社で、自主行動計画参加規模が５

社ということで、カバー率 100％になっております。

(2)の目標ですけれども、当業界といたしまして、 ＣＯ２排出量総量を1990年比で25％

以上削減するという目標です。旧目標を20％以上としておりましたが、一度上方修正をし

たということです。

それでは、２枚目、 (3)実績概要、①平成23年度における実績概要ですけれども、 Ｃ

Ｏ２排出量、基準年に対して46.6％削減ということで目標の25％に対して大きく達成して

おります。その下の、括弧53.3ということで、これは2010年度実績なのですけれども、生

産がふえたことと電気の係数の関係で若干悪化しているという結果になっております。

(4)目標を達成するために実施した対策と省エネ効果で、３ページ目の表の下のほうを

みていただきたいのですけれども、2011年度といたしまして、主に ＣＯ２を削減する施策

といたしまして焼成炉の燃料転換、具体的にはＬＰＧをＬＮＧにするですとか、工場を再

配置する、また、老朽設備を更新する、こういったことで ＣＯ２削減を確実に進めており

ます。

それで、５ページの (7)エネルギー消費量・原単位、 ＣＯ２排出量・原単位の実績及び

見通しにつきまして、1990年度から生産額、 ＣＯ２排出量、削減率、エネルギー原単位等

の推移となっております。特に ＣＯ２排出量削減率につきましては、順調に減らしている

ということで、もう１つ、ここで、総量だけではなくてエネルギー原単位も減らしている

ことについて補足させていただきます。

続きまして、９ページに目標達成に向けた考え方ということで、 (1)目標達成の蓋然性。
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2008年から2012年度 ＣＯ２排出量見込みを23.9万トンと考えておりまして、これは、90年

比49.8％減ということで、目標25％につきまして確実に達成できる見込みです。

続きまして、11ページ。下のほうの (7)取り組みについての自己評価ですけれども、先

ほどもいいましたように、業界として燃料転換等を確実に進めて ＣＯ２排出量を削減して

きた、 ＣＯ２総量だけではなくて原単位も確実に削減してきているということで、総量と

原単位両方とも削減を進めてまいりました。

最後に、12ページのⅢ、民生・運輸部門からの取り組みの拡大というところで、特に14

ページの (3)民生部門への貢献、②製品・サービス等を通じた貢献ということで、節水型

便器――大昔は13リットルかかっていたものが、現状は４リットル、あるいは 3.8リット

ルまで節水できるようになりました。また、暖房便座につきましても常に通電しているわ

けではなくて、座った瞬間に温めるというような取り組みをして、民生部門での ＣＯ２削

減に貢献している次第でございます。

以上で当業界の報告を終わらせていただきます。

○中上座長 ありがとうございました。それでは、最後になりましたが、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、プレハブ建築協会の発表を行

います。資料11―１をごらんください。

まず、業界の概要のところに主な事業としまして、我々プレハブ建築協会は工業化住宅

を取り扱っているわけなのですが、住宅の基本部材を工場で生産する、その工場生産部分

を対象としています。業界全体に占めるカバー率は、参加企業数は10社でカバー率 100％

となっています。

(2)の目標ですが、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、2008から2012年度までの５ヵ年の平均で2001年度比15.2％の削減という目標を

設定しています。

５ページをごらんください。 (3)実績概要の表、目標水準15.2％に対しまして2011年度

実績は 8.4％減という数字になっています。 ＣＯ２排出量は 12.15万トン。前年度比 Ｃ

Ｏ２排出量は20.6％ふえたと。上の図３、総 ＣＯ２排出量の実績と目標のところで、ここ

数年はずっと減少傾向にあったのですが、2011年度は ＣＯ２排出係数が悪化したこともあ

りまして、総量が前年度比20.6％ふえてしまいました。

次の６ページ、７ページは、これまで目標を達成するために実施してきました対策と省
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エネ効果について記載しております。７ページ、今後実施予定の対策ということで、2012

年度実施予定につきましては、2011年度の規模とほぼ同じ ＣＯ２の削減量の投資を行うと

いうことです。

11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、我々

プレハブ建築協会は、目標達成の蓋然性の４行目、目標 11.25万トンに対し、現状の見通

しが 11.32万トンと目標達成は困難という状況にあります。増加要因としては、電力の

ＣＯ２排出原単位が改善されなかったことが大きくて、これによって２万 1,413トンの Ｃ

Ｏ２の増加となっています。これが非常に大きい。しかし、総エネルギー消費量でみます

と目標の6.32万キロリットルに対しまして、見通しでは6.22万キロリットルと達成見込み

です。エネルギーの消費量でみると達成見込みなのですが、 ＣＯ２では係数の悪化によっ

て目標達成が困難という状況にあります。

13ページをごらんいただきたいのですが、京都メカニズム・国内クレジット・試行排出

量取引スキームの排出枠の活用についてということで、現状では京都メカニズム等の活用

については協会全体としては考えておりません。

あとは、資料11―２です。これが最後なのですが、業界団体の削減目標ということで、

2020年度の目標値としまして、工場生産における住宅の供給床面積 ＣＯ２排出量を基準年

度比10％削減するという計画を立てています。

以上です。

○中上座長 どうもありがとうございました。皆さんに時間短縮のご協力をいただきま

して、ほぼ目標時間どおりに終わっております。残り限られた時間でございますけれども、

ご意見、ご質問等がございましたら、お願いしたいと思いますが、ご発言される場合には、

いつものようにプレートを立てていただきまして、私のほうから指名いたします。では、

新井委員からお願いします。

○新井委員 群馬大学の新井でございます。ことしが最後の年度ということで、全体的

にすれば、私はよかったかなと。それから、これはもともと自主行動計画ですから、ここ

で何かいけないというようなことをいうべき筋合いではなくて、ある意味、皆さん方の中

で考えていただく問題だろうと基本的に考えています。

１つ、話を聞いて、ちょっと残念かなと思ったのは、毎回いっているのですけれども、

エネルギーセキュリティーとかヒューエルロバストネスについての考え方が、特に将来の

ことについて少し入ってもいいかなという感じを受けていました。これは、ちょっと失礼
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なことをいいますが、ある意味、行政側の責任かもしれないのです。業界とすればいいの

かもしれませんけれども、最近、私、車関係のことをやっていますが、アメリカから新し

い概念としてエコノミーセキュリティーという言葉が出てきた。

ヒューエルセキュリティーよりもっと広げて、車業界がどのエネルギーを使うかという

ことで経済そのものの構造が変わってくるということも始まって、今アメリカだとシェー

ルガスの話がありますが、それをトラック業界が使うか使わないかによって国の安全保障

の考え、経済がどっちに動くかががらっと変わってくる。そのように、マクロ的に考える

という考え方が出てくるだろうということがありまして、ちょっとそういうこともお考え

になっていただけたらと思います。

それから、現実的には、過去のことよりも次からの問題として、座長がおっしゃいまし

たＢＡＴ（ Best Available Technology）についてのもうちょっと具体的なものがそれぞ

れの業種についてないのか。各業界、幾つかあるのですけれども、できれば来年度あたり

に、こういう技術があってこれだけ生きますというような話がきちんと出ないかなと。

１つ例を挙げて、恐縮かもしれませんけれども、印刷のほうで、印刷の後の乾燥すると

ころの新しいテクノロジーが入ってくればと。これはインクそのものの開発と物すごく絡

んでいると思うのです。新しいインクができたとすれば、これだけできると。将来の神頼

みの技術で、わからない部分もありますけれども、ＢＡＴの中身とすれば、製品製造にお

ける新技術、または、今新技術になっているけれども、導入が３％しかないなら30％にす

るとか、具体性のあるもの。製品製造の新技術、それから、ＢＡＴといっていいのかどう

かわかりませんけれども、間接エネルギー。これは照明とか何かです。ＬＥＤの次がある

のか。間接エネルギーとしてのＢＡＴをどう考えるか。

それから、エネルギー資源の問題。これは、かなり重要だと思うのです。１つは、輸入

するエネルギーの問題なのですけれども、各業種ですべて廃プラとか廃材とか全部上げて

いますけれども、国内にそれだけの素材があるのか。セメント業界は廃材とかを手に入れ

るコストが上がるという話をしていましたけれども、それ以外のところは、ＢＡＴという

内容かどうかはわからないのですが、割と気軽に、廃材の利用で ＣＯ２がゼロにできると

いうような、バイオとか ＣＯ２とか入れていますけれども、そんなに国内にあるのか。で

きれば現実的な数字を来年度は上げていただきたい。

それとは別に、ガラスですとか住宅関係では製品をつくるところよりも、つくった後の、

使用の際に減るというのが国とすれば非常に重要になってくる。そこの部分も、できれば



- 21 -

来年は数字を上げて、ビジネス・アズ・ユージュアルといいますか、エコガラスでないも

のでいったときと、エコガラスが何％になって何％になったとき、幾つかステップでつく

って――エコガラスが20％になったら、エコガラスが80％になったらという差をつくって

ほしい。

そのときに重要なのは、ビジネス・アズ・ユージュアルとの比較よりも、この技術を10

％にしたらこうなる、こういうものに30％変えたらこうなるという相対比較が重要になっ

てくるだろう。現状のものについての比較ですと、ぼけてしまうのです。ですから、そう

ではなくて、ある技術を入れて、ある製品が何％になったら何、それがもうちょっとふえ

たらどうなると数字でみえるようにしていただきたいということが気になっております。

時間がありませんので、個々の技術はやりませんけれども、いずれにせよ、ＢＡＴの中

身、技術的なものを来年度はぜひはっきりさせていただきたい。

○中上座長 ありがとうございました。各協会の方々は情報をおもちなのでしょうけれ

ども、何分にも発表時間を大幅にカットしているものですから、資料等がございましたら、

後ほど事務局を通じてお届けしていただきたいと思います。

では、順番は、森口委員、秋元委員、辰巳委員、工藤委員の順番でお願いします。

○森口委員 中央環境審議会から参加させていただいております森口でございます。こ

れまで鉄鋼あるいは非鉄、化学といった業種を主に担当しておりましたので、このＷＧは

初めてになりますけれども、同じく素材関係の業種ということで、興味深く拝聴いたしま

した。個別に指摘している時間はございませんので、なるべく複数の業種にかかわること

を、まとめて３点ばかり申し上げたいと思います。

特にセメントさん、製紙さんなのですけれども、廃棄物、副産物の利用、あるいはバイ

オマスの利活用ということで非常に重要な役割を担っておられると思いますし、特に昨今

は災害廃棄物の受け入れということでも非常にご努力いただいているところかと思います。

先ほど既に、廃材などにどのぐらいポテンシャルがあるのかという話があったわけですけ

れども、限られたものをなるべく高効率に生かしていくということで、非常に重要だと思

いますので、その観点では、特に両業界にさらなるご尽力をお願いしたいと思っておりま

す。

恐らく廃プラと紙の燃料、ＲＤＦですとか製紙とか使っておられるかと思いますけれど

も、それぞれの業界がご努力いただくことも必要なのですが、限られた廃棄物、副産物を

エネルギー資源として使っていくときに、その業界で使うことが一番効率的なのだという
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ところの主張までしていっていただけると、ありがたいと思います。また、自家発電等も

やっておられると思います。電力供給が非常に厳しい中で、自家発電設備をおもちの業界

のご努力は非常に重要かと思いますので、その点につきましても、特にご尽力をお願いし

たいと思います。

もう一点だけ。廃棄物に絡むところですと、ガラス、びんさん、リターナブルびんの使

用段階での削減等は重要かと思いますが、現実には、残念ながらワンウェイびんのシェア

が膨らんでしまっていて、本来のガラスびんさんの業界としてのご努力の部分があらわれ

にくいかと思いますので、そのあたりも、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

２点目はライフサイクルの話でありまして、これも既に指摘されているところかと思い

ますが、特に板硝子さん、衛生設備さん、それからプレハブさんといった住宅関連の設備

というところかと思います。これについては、各業界でライフサイクルで数字を出してい

ただくのも非常に重要なのですが、ともすれば、やや我田引水的な計算をしがちになって

しまう問題がございます。私もＳＣＯＰＥ３の委員会、経済産業省と環境省が共同の委員

会の環境省側の座長をさせていただいておりますが、これは役所の側で過不足なく、ちゃ

んと中立的な評価ができるような仕組みが必要かと思っておりますので、そういった中で

各業界は引き続きご尽力いただければありがたいなと思います。

３点目は若干制度的なものでございまして、染色業界さんからご指摘がございましたが、

国内クレジットと自主行動計画の関係の問題。私もかかわっているほかの業界でもそうい

う指摘がございました。これは特に役所の制度側の問題かと思います。今からいってもし

ようがないのですけれども、今後そういうことで各業界の不利益にならないところを、十

分ご注意いただきたいと思います。

これは制度というより、電力原単位は非常に重い問題でありますけれども、電力業界が

取得されたクレジットを一体どのような考え方でやるのか。特に電力ユーザーさんが達成

できなかった部分の責任を一体どこがどのように負うのか。場合によってはクレジットの

考え方の中で、経産省さん、所管業者全体として処理していかれるという考え方も、ひょ

っとするとあり得るのではないかと思いますので、ご考慮いただければと思います。

以上でございます。

○中上座長 ありがとうございました。それぞれ非常に的確なご指摘だと思います。後

ほど役所からもコメントがあれば、お願いしたいと思います。それでは、秋元さん。

○秋元委員 秋元でございます。今回初めて参加させていただいておりますけれども、
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きょうご発表の業界の皆さんがほとんど目標達成見込みであるというような力強いご報告

を受けて、皆さん大変努力されているなと感じました。

私は、建築の環境系の分野を専門としているものですから、それに関して特にご意見を

申し上げたいと思います。業界の皆さんはよくご存じだと思いますけれども、この12月の

頭、４日にも低炭素認定の建築とか住宅の基準も公布、施行されたこともあって、その中

で新しい省エネルギーの基準の考え方に触れられていまして、建築の性能、それと設備の

性能を合わせてアップしていくことがとても大事だというようなことがいわれております。

さらに、国は経済産業省さんを中心として、2020年までにすべての新築住宅、建築物の

省エネルギーの義務化を進めようではないかというようなことを発表されておりますので、

特に省エネルギーとか総 ＣＯ２がより注目されるはずであると考えております。

同じく、ゼロエネルギーというようなキーワードで、ゼロエネルギー住宅、ゼロエネル

ギー建築というようなキーワードも2020年度から2030年度を目標年度として期待されてお

りますので、建設にかかわる業界の皆さん、より一層高い目標を掲げて力を入れていただ

きたいところだなと感じました。

それで、各業界さんのご報告を受けて、民生部門への波及効果を算入したような数字が

幾つも出ておりますけれども、これは各協会、業界だけの話ではなくて、ここにいる皆さ

んを初めとして、さらにプラスアルファのグループとの協力体制が必須だろうと考えてお

ります。ぜひ力を入れていただきたいと思っております。

最後に２点ほど、時間があればお答えいただきたいのは、板硝子協会さんの、資料３の

一番右側の、2013年度以降の取り組みの目標数値が35％減ということで2011年度までの数

字よりも下げられているのはどうしてなのかなと。あと、プレハブ建築協会さんで、同じ

く13年度以降の取り組み、ここでは ＣＯ２の原単位であらわされている。総量についても

踏み込んで、ぜひご検討いただきたいなと感じた次第でございます。

以上でございます。

○中上座長 ありがとうございました。それでは、辰巳さん、お願いします。

○辰巳委員 ありがとうございました。私も今回初めて参加させていただいて、業界の

皆様の自主的な取り組みであるのにすごく頑張っておられるなと、お話を聞いて思いまし

た。私の立場は、要するにＢ to ＣのＣの立場。今もいろいろなところで出てきておりま

すけれども、皆さんがおつくりになったものを、いろいろな過程を経て使わせてもらって

いる。それで、買うときに、商品の削減されているものが非常に重要で、そういうものを
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選んでいかなければいけないと思っております。

私自身は、活動するのに、いつもこれをもらって歩いているのですけれども、商品の意

匠を知って、そして選択していこう、そうしないと地球は持続可能になっていかないよと

いうことを常にいいながら活動しておりますもので、そういう意味では、 to Ｃだけでは

ないですけれども、途中のサプライチェーンとも協力していかないといけないのかなと思

います。

すごくわかりやすい例として、印刷業界さんなども、例えば、グリーンプリンティング

のお話とかもおっしゃっていましたけれども、そのようなことをやったとしても、それを

使ってもらう、あるいは選んでもらわないと削減にはつながらないわけで、使ってもらう

ための情報提供、つまり、見える化というお話もありましたが、その製品がいかに、製造

工程なりサプライチェーンなり、どこどこで削減したかがわからないと選んでもらえない

わけなので、そういう価値をきちんと伝えてほしいなと思っています。

あと、全体をみて、染色業界さんが私たちにとっては非常に身近な製品で、みんな衣類

をちゃんと着ておりますもので、真っ白なものばかり着ているわけではなくて非常に重要

で、今までの数値をみてみるととても努力なさっているようにみえるのですけれども、中

小が多いから目標をつくりにくいのだというお話があって、残念だなと思ったのです。

それこそ、いかに製品が、おしゃれだとかどうかだけではなくて、環境的な視点で付加

が少ないのだということをうまく伝える努力をしていただきたいなと私は今聞いていてす

ごく思って、そういうことをやっておられますよと情報提供するのに協力できるといいな

と思っておりました。

長くなってしまって、済みません。１つだけ。コンクリートさんのところで、道路をア

スファルトからコンクリートに変えると転がり抵抗が小さくなって負荷が非常に減るのだ

というお話があったのですけれども、アスファルトは石油のライフサイクルの中で、出て

くるものをうまく廃棄物利用していたのかなと思ったりするのですが、そういう視点で、

片方がうまくいってよくなれば、どこかで迷惑をこうむって行き場がなくなることがある

と思うのです。そのあたりは、どのように考えておられて、あのような表現をなさってい

るのか、ちょっと知りたいなと思っただけなのです。

以上です。

○中上座長 ありがとうございました。それでは、工藤さん。

○工藤委員 ありがとうございます。最後になると必ずかぶるところがあって、できる
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だけコンパクトにお伺いしなければいけないのですが、１点目は、森口委員もご指摘にな

ったとおり、廃棄物、もしくはリサイクル等、社会的な貢献というものを考えたときに、

評価上は増エネになる、増 ＣＯ２になるということが過去の報告の中でも指摘されていま

す。

今後のことをいろいろ考えていくときにも、 ＣＯ２のことをみているのは当然なのです

けれども、社会的貢献度をあわせて考えながら、いろいろな意味でのパフォーマンスをみ

ていくという視点から、そういうことを継続的にやると大体どのぐらい増エネになるか、

既に報告がありましたが、継続的に報告いただいて、社会的な注意喚起も含めてやってい

くことが大事かなと、共通のイメージとして感じました。

関連してＬＣＡの話も、森口先生、秋元先生からご指摘があったとおり、方法論の話が

これだけ出てきますと、共通化も含めたコンセンサスをこれから進めていくのは大事だな

と感じた次第です。

似たような話で、ＳＣＯＰＥ３と呼ばれている、使用段階等で削減している部分と、生

産段階ではふえている部分、そういったバランスでそれぞれのプロダクツなりサービスを

みる視点も結構大事かなと思っておりまして、可能な範囲で、こういったフォローアップ

等が継続するのであれば、そういう計算方法の確立とモニタリングが結構大事かなと。こ

れも比較的各業界で共通かなと感じた次第です。

３番目は、これも以降の課題かなと思ったのですが、13年以降の低炭素のほうの目標設

定の仕方とこれまでの目標設定の仕方が、並べてみますとバリエーションがあるなと気が

つきました。この場だけではなく、ほかのＷＧの集計の中で目標設定の仕方の変更、背景

を一度ちゃんと整理することが、恐らく社会的な説明という観点も含めて大事かなと感じ

ました。

最後に、フォローアップは、継続的なレビューがとても大事だと個人的に思っていて、

特に今回は2011年ということもあって、震災影響が一体どうだったのだろうと個人的に気

になっています。資料３等では、特に電力原単位に着目した数字の評価をされているので

すが、プロセス関係になりますと、先ほどもご説明があったとおり複雑な対応をされて、

若干増エネ、もしくは増 ＣＯ２になっているというお話があったものですから、そういう

部分は テイクノートとして、後々こういったことが起こったときに、どういう影響があ

ったのかということを資料としてみていく意味でもできればやっていただければと思いま

す。
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最後に２点だけ。これは後ほどでも結構なのですが、１点は、板硝子のお話の中で、Ｐ

Ｖガラスの生産量が今一時的に落ちていると。一時的という言葉をあえておっしゃってい

たのですけれども、その背景が、あれっと思って。なぜかというと、今後、今のフィード

インタリフを含めて、この分野での量が伸びるというのは、すなわち省エネなりの対策が

必要になる。一方で、実はそうではないとなりますと全然違う絵がみえるので、この場で

なくても結構なのですが、どこかで教えていただければ。

２番目は、衛生陶器の2011年実績をちょっと拝見しましたら、先ほどの震災影響と絡む

のですけれども、生産額はふえているのですが、エネルギー原単位が悪化しているのです。

これは何か特殊な要因があったのか。ある程度は増産効果に伴う効率化というのが一般的

なイメージだったものですから、もし特殊な要因等があったら、後でも結構ですので、教

えていただければと思います。

以上です。

○中上座長 ありがとうございました。お約束の時間はあと５分しかないわけでありま

すけれども、すべてのご質問にお答えいただくだけの時間がございませんが、ポイントを

絞って業界さんのほうで、今の委員の方々のコメントからきょういっておきたいという方

がおられましたら、そちらを優先したいと思います。ございますでしょうか。では、セメ

ント協会さん。

○舟町セメント協会専務理事 先ほどコンクリート舗装の話が出ておりましたけれども、

ご指摘のとおり、昔はアスファルトがいっぱいあったのですが、最近は石油精製の蒸留が

進んでいまして、そちらのコストが上がってきたということで、コストでみますと、ライ

フサイクルコストでコンクリート舗装のほうが有利ではないかというような状況まで来て

おります。

それで、国土交通省さんなども道路をつくるに際して、コンクリートとアスファルト、

適材適所で使い分けをしましょうというような方針が出てきております。ですから、これ

から、このコンクリート舗装もふえていくのかなと考えております。

○中上座長 今のご質問に絡んで、いろいろな委員からご指摘がございましたけれども、

ＬＣＡを含んだ評価については、中立的な評価ができるように役所も事務局も体制を整え

ていかないと。我田引水ということはないと思いますけれども、そのようにとられては、

せっかくの作業が申しわけないので、そういう点は今後、何かうまい形で比較できるよう

にしていただきたいと思います。
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では、前に、時間があれですけれども、電力業界の義務をどうするかとかを含めて、事

務局から何かコメントはございませんか。

○飯田環境経済室長 いろいろご指摘をありがとうございました。ＬＣＡの話は、まさ

にＳＣＯＰＥ３などもあって、私は別の部屋の室長もやっているのですが、そちらではや

っておりまして、ただ、物差しが、これで自分に合うのか合わないのかといったいろいろ

な議論があって、業界ごとに評価があるようです。

ですから、トップダウンといいますか、物差しづくりは一方で進めながらも、ちょっと

勉強したいと思っていますのは、それぞれの業界さんに合ったやり方があれば、それをピ

ックアップしながら、ＳＣＯＰＥ３みたいなものと結びつけていくようなやり方でできる

だけ標準化を図っていくやり方もありかなと思っていまして、そういうのも工夫して考え

ていきたいと思っています。

それから、クレジットについてのご指摘がございまして、去年も染色業界さんからそう

いうお話がありまして、４月から環境省のＪ―ＶＥＲと統合することになりまして、その

場では自主行動計画に参加している、しないにかかわらずお使いいただけるような工夫は

しておりますので、先ほど辰巳委員からのお話もありましたが、この中で未定と書いてい

るのは１つだけでございますので、ぜひご検討いただければと思います。

あといろいろありますけれども、時間の関係で失礼します。

○中上座長 板硝子のほうでＰＶが落ちたのがちょっと気にかかったというお話がござ

いましたけれども、何かコメントはございませんでしょうか。

○前田板硝子協会環境技術委員長 日本はこれからどんどん期待したいと思っているの

ですけれども、太陽電池はヨーロッパがかなり全体を引っ張っておりましたのが、今はヨ

ーロッパ経済の状況から世界全体ということでは一時的に少なくなっている。

それから、我々は、太陽電池用の基板ガラスを供給するという観点でいうと、太陽電池

の結晶系と薄膜系のガラスということでいいますと、結晶系は比較的海外でつくらないと

合わない形になっており国外となります。薄膜系については日本でつくっておりますし、

今後のいわゆるＦＩＴの関係も含めて、日本がさらに大きくなることを期待しているとい

うことでございます。

あと、先ほど35％はどうしてかというご質問がありましたけれども、住宅着工は減って

いるのですが、省エネ法等によりエコガラス、複層ガラスは２枚になりますので、そうい

う意味では生産量の増加につながると期待しております。そういうことで35％にさせてい
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ただきましたが、先ほど来お話がありますように、ライフサイクルで考えますと、このエ

コガラス等でかなり大きな ＣＯ２削減効果が期待できると。

以上です。

○中上座長 ありがとうございました。まだまだ議論を続けたいところでございますけ

れども、お時間の都合もございますので、この辺で閉じたいと思いますが、辰巳委員から

もご指摘がありました、使ってもらうための情報提供という話は、たしか去年も委員の方

から、ホームページをのぞいてみたら消費者はなかなかわからなかったという話がありま

して、消費者向けにもわかりやすい情報をもっと出してくださるといいのだなと。本当は、

きょうその辺もお聞きしたかったのですが、着々と進めていただいていると思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

紙、パ、窯業、土石がエネルギー多消費産業の代表例でありまして、新しく入られた方

は基準年次がブレているのがお気になられたのかもしれませんが、後から参加された業界

の方もいらっしゃいまして、必ずしも基準年のデータがそろわない例もあり、それぞれ業

界になじんだ形で目標を定めていただいております。今まではそうでしたが、これから低

炭素になりますから改めてリセットして、同じスタートラインからスタートできると思い

ますので、来年はまた違った角度からご議論がちょうだいできるのではないかと思います。

今後の予定としましては、ＷＧの親会議がございまして、産業構造審議会と中央環境審

議会の合同会議でこのＷＧの議論の報告を含めて、自主行動計画とこれから進められる低

炭素社会実行計画の審議を行うことになっております。したがいまして、合同会議に、こ

のＷＧの議事を報告しなければなりません。議論の概要を作成して報告をするわけであり

ますけれども、時間の都合もございますので、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、申しわけございませんが、お願いしたいと思います。そういう

ことで進めていきたいと思います。

それでは、本日の審議は、これで終了させていただきます。また１年、皆さんご努力い

ただいて、来年またお会いするのを楽しみにしております。頑張ってください。ありがと

うございました。

――了――


