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建設系廃棄物のリサイクルにおける
社会環境評価に関する研究

我が国では環境意識の高まりから廃棄物リサイクルが推進されているものの，リサイクルにはコストを
要するため，その市場性が問われている．一方，廃棄物リサイクルを実施する本質は環境負荷の削減であ
る．本研究では直接コストに加え，環境負荷を環境コストとして内部化することで，廃棄物リサイクルを
社会的に評価する社会環境効率性評価手法を検討・試作する．具体的に，廃棄物リサイクルには様々な不
確実要素が絡み合っているため，感度分析およびモンテカルロシミュレーションを用いることで不確実性
をも考慮した社会環境効率性評価を実施した．その結果，特に再資源化等率の低い建設汚泥に着目したと
ころ，建設汚泥のリサイクルの社会環境的な有意性を定量的に評価することができた．

Key Words : construction sludge, environmental impact assessment,monetary value,
social and environmental efficiency, waste recycling

1. はじめに

が技術的に可能であっても，当該再資源化製品の最終需
要や再資源化施設等がなければ，結果的に建設副産物は
廃棄物とみなされる．建設副産物のリサイクルを阻害す
る主な要因の一つには，バージン材と比較してリサイク
ル材の単価が高価なため，市場性の低下が挙げられる．
しかしながら，これは単にコストの面においてのみリサ
イクルを捉えている結果として考えることができる．リ
サイクルを実施する本質は，持続的な発展を継続するた
めの環境保全である．よって，廃棄物のリサイクルの事
業性を評価する際には，実際に要するコスト面のみでな
く，環境への影響も考慮する必要があると考えられる．
換言すれば，廃棄物のリサイクルにおける様々な事業活
動は，環境影響評価や環境会計的手法 2) を用いてライフ
サイクルを通して環境影響をも内部化して評価・計上す
ることで，実際に要するコストと環境影響の相互バラン
スを考慮した総合的な評価を行うことが重要である．そ
こで，本研究では総合的な評価のため，経済効率性と環
境負荷量の両者を考慮できる概念として社会環境効率性
を新たに定義する．すなわち，費用対効果を通常の経済

我が国では廃棄物量が年々増加の一途を辿っている.
一方，現在では関連する技術の発展に伴う廃棄物の縮減
およびリサイクルが促進され，相対的に最終処分場の残
余年数が増えてきている．しかしながら，新規最終処分
場の設置が難しいことから，廃棄物に対する更なる対応
は依然として望まれている．
上記を解決するためには，これまでの大量消費社会か
ら循環型社会への変遷が必要となってくる．現在，資源
有効利用促進法によって事業者による製品の回収やリサ
イクル実施等，リサイクル対策を強化するとともに，
3R を促進することで循環型社会システムの構築を図っ
ている．その中でも，建設業は特定再利用業種として，
当該業種に属する事業者は再生資源または再生部品の利
用に積極的に取り組むことが求められている 1) ．実際，
建設業は産業廃棄物の業種別排出量（平成 17 年度）の
約 20%を占めており，特段早期に対策を講じるべき業種
である．しかしながら，建設副産物を再資源化すること
1

効率性として考えると，費用と環境負荷の総和に対する
効果が社会環境効率性である．なお，社会環境効率性の
具体的な指標としては，環境負荷を含めたトータルコス
ト等があり，本論文ではこれらの指標の算定法を提案す
る．しかしながら，廃棄物のリサイクルを取り巻く状況
には数多くの要素が複雑に絡み合っており，リサイクル
材が社会環境効率的に優れている，または劣っていると
いう解が一つに絞られることはない．
本研究では直接コストに加え，環境負荷を環境コスト
として換算することで，廃棄物リサイクルを社会的に評
価する社会環境効率性評価手法を検討・試作する．さら
に，循環資源として位置付けられる建設系廃棄物の中で
も再資源化等率が比較的低い「建設汚泥」のリサイクル
に着目する．なお，建設汚泥のリサイクルには様々な不
確実性要素が絡み合っているため，検討・試作した社会
環境効率性評価手法へ感度分析およびモンテカルロシミ
ュレーションを組み込み，すなわち，建設汚泥のリサイ
クルに対する不確実性をも考慮した社会環境効率性評価
を実施している．
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2. 建設汚泥に関するリサイクルの現状
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(1) 建設汚泥の位置付け
建設副産物とは，建設工事に伴い副次的に得られた全
ての物品を指し，大別して建設発生土と建設系廃棄物に
分けられる．
建設発生土は建設工事現場から外部に搬出される土砂
であり，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物
処理法）（2008 年最終改正）」に規定する廃棄物には
該当せず，再生資源と位置付けられている．一方，建設
系廃棄物とは，廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当す
るものを指し，一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概
念である．
本研究では建設副産物の内，建設汚泥に着目している．
建設汚泥の定義は，「建設工事に関わる掘削工事から生
じる泥状の掘削物および泥水の内，廃棄物処理法に規定
する産業廃棄物として取り扱われるもの」である．なお，
現行法制度において建設汚泥は，自ら利用，有償売却，
および再生利用制度の方法で再利用もしくはリサイクル
することができる．また，これをサポートするため，
「建設汚泥リサイクル指針（平成 11 年 11 月建設省監
修）」3) が発刊されている．しかしながら，いずれの場
合も基準が厳しく，建設汚泥は産業廃棄物として最終処
分されることが多い現状である．
(2) 建設汚泥の排出とリサイクル
環境省の調査によると，平成 17 年度における我が国
2

図-3 建設副産物の再資源化等率（平成 17 年度）

の産業廃棄物は平成 16 年度から 500 万 t 増え，4 億 2,200
万 t となっている．また，平成 23 年時点において過去
20 年間の産業廃棄物の排出量は増減を繰り返している
ものの，全体傾向として増加傾向にある 4)．
環境省による産業廃棄物の業種別排出量（平成 17 年
度）では，建設業が 7,700 万 t で 18.1%となっており，産
業廃棄物の排出量が多い上位 3 位に入っている 4) ．同様
に，国土交通省の建設副産物実態調査によると，平成
17 年度における品目別の建設系廃棄物の排出量では，
建設汚泥が 750 万 t である（図-1 参照）5) ．ただし，全
体の建設系廃棄物排出量において，建設汚泥の排出量は
比較的少ない．しかしながら，建設系廃棄物の品目別最
終処分量（平成 17 年度）では，全体で 600 万 t の内，建
設汚泥が 190 万 t を占めており，建設汚泥が最終処分量
に占める割合は 3 割と非常に高くなっている（図-2 参照）
5)
．一方，平成 17 年度の建設系廃棄物の再資源化等の状
況は，建設系廃棄物全体の再資源化等率が 92.2%であり，
且つ建設汚泥の再生資源化等率が 74.5%である（図-3 参
照）．よって，建設汚泥の再資源化等は，他の建設系廃
棄物に比べて進んでいないことが考えられる．ただし，
平成 20 年度においても国土交通省による同様の調査が
実施されており，建設汚泥のリサイクル状況は改善され

排出することが予想される．そこで，人類が活動を続け
ていくためには，循環型社会の形成が重要な課題となる．
これを考慮する場合，再資源化処理に要するコストと環
境負荷の両者をともに低減可能な廃棄物のリサイクルを
実施するべきであると考えられる．しかしながら，経済
的効率性と環境負荷量は互いには両立し得ない可能性が
ある．そのため，社会環境効率的に最適な廃棄物のリサ
イクルを実施するためには，両者の関係を評価すること
が重要であると考えれる．ただし，コストと環境負荷量
は次元が異なるために，単純に比較することができない．
よって，両者の関係を評価する方法としては，環境負荷
量をコストと同じ次元（コストベース）に換算して評価
することが有効であると考えられる．本研究では環境影
響評価ならびに環境会計手法 2) を用い，一般的な建設系
廃棄物のリサイクルに伴うコストと環境負荷量を定量的
に評価し，社会環境効率性を評価する手法を検討・試作
する．

ているものの，依然として他の建設系廃棄物の水準に比
べて低くなっている．ここで，再資源化等率とは，全体
の廃棄物量に対する再資源化量および縮減量の割合を表
している．また，建設発生土の有効利用率とは，工事で
利用される土砂のうち建設発生土の割合を表している．
(3) 建設汚泥のリサイクルにおける障害
建設汚泥の再資源化処理工法は多岐にわたっている．
一般的に建設汚泥は，再資源化処理工法によって処理後
の品質等も変わってくるため，用途に応じた処理工法の
選定が必要となる．同時に，再資源化処理コストの点で
も変動するため，再資源化処理工法の選定は建設汚泥の
リサイクルにおける経済効率性にも影響を与える．ここ
で，建設汚泥のリサイクルにおける最も大きな障害の一
つには，一般的な購入土や採取土等のバージン材と比較
して多額のコストを要することが挙げられる．特に，建
設汚泥は名のとおり泥水状であるため，リサイクルのた
めには脱水処理等の処理コスト（直接コスト）が欠かせ
ない．
排出した建設汚泥のリサイクル材は，工事間利用でき
ることが望ましい．しかしながら，平成 17 年度建設副
産物実態調査 5) によれば，工事間利用はわずか 4%であ
る．これは，再資源化処理施設の数が少なく，排出現場
から再資源化処理施設，再資源化処理施設から工事現場
へと長距離の輸送になる場合が多いためである．すなわ
ち，輸送に要するコストは増大し，さらに大気汚染物質
が多く排出される．また，リサイクル材が供給されない
ために生じる工期の遅れも問題となり，これらも建設汚
泥のリサイクルの障害となっている．
建設汚泥のリサイクル材の用途は，主として盛土材や
埋戻し材である．そのため，建設汚泥のリサイクルでは
処理コスト（直接コスト）面のみでなく，盛土材や埋戻
し材が環境へ悪影響を及ぼさないように対応しなければ
ならない．なお，建設汚泥のリサイクルが環境への悪影
響を及ぼす要因としては，建設汚泥自体に含まれ得る重
金属や，固化処理を実施する際に混練する固化材による
高アルカリが挙げられる 3) ．そのため，環境影響を与え
る物質が含まれ得る建設汚泥のリサイクル材を利用する
際には，リサイクル材から有害物質の溶出がないこと，
もしくは有害物質の溶出レベルが環境への影響を与えな
い程度であることを確認しなければならない 6)．

3. 社会環境効率性評価手法の検討・試作

(2) ライフサイクルアセスメント
バージン材と建設系廃棄物のリサイクル材の社会環境
効率性評価による比較を実施するには，材料の製造に関
してのみ評価を実施するべきではない．バージン材を製
造するためには，新たな材料からの製造もしくは天然資
源等の採掘を実施する必要があり，特に採掘は環境に大
きな負荷を与えることが推測される．一方，リサイクル
材を製造するためには建設系廃棄物の排出地点から再資
源化処理施設へ，そして再資源化処理施設から工事地点
まで長距離輸送を伴わなければならないため，環境に大
きな負荷を与えることが推測される．そのため，社会環
境効率性評価を実施するには，バージン材とリサイクル
材の資源の採掘から製造，使用，廃棄に至るまで，ライ
フサイクルの全ての段階において資源消費量や排出物流
等，様々な環境負荷を考慮する必要がある 7)．
本研究では我が国の建設汚泥リサイクルの現状を踏ま
えつつ，バージン材と建設汚泥リサイクルのライフサイ
クルを考慮した直接コストならびに環境コストを分析す
る．すなわち，社会環境効率性評価の範囲は，材料の製
造から運搬車を用いての輸送，土構造物の施工までとし
ており，重機や運搬車両の製造，および各々施設建設に
必要な材料の製造過程は考慮しない．具体的には，再資
源化処理施設等の建設に伴う直接コストならびに環境コ
ストは考慮しない．図-4 および図-5 は，各過程で想定
し得る直接コストおよび環境コストを示している．

(1) 概
要
人類が日々の生活を営む中，廃棄物の排出は避けられ
ないものである．また，現在の社会生活水準を維持し，
発展させることでより多くの資源が消費され，廃棄物が

(3) 直接コストの定量化
建設系廃棄物のリサイクルを実施するためには，輸送
コストや再資源化処理コスト等，実際に要するコストが
必要である．本研究では，当該コストを直接コストと呼
3

ぶ．なお，直接コストは，大量消費社会において意思決
定の最も重要な指標とされていたものである．さらに，
直接コストを大別すると，イニシャルコストおよびラン
ニングコスト（処理コスト，輸送コスト，および保管コ
スト）に区別できる 8)．
直接コストは式(1)により算出する．すなわち，式(1)
をバージン材製造，リサイクル材製造，および廃棄処理
に適用する．なお，式(1)に示す要素は単位工事あたり
の単価である．

C CI CS CT CK
CS  WS

CT  WLT

CK  WDK

採掘

輸送

土構造物の建設

直接コスト

採掘コスト

輸送コスト

施工コスト

環境コスト

燃料の消費

燃料の消費

燃料の消費

大気汚染物質の排出

大気汚染物質の排出

大気汚染物質の排出

純一次生産の低下

純一次生産の低下

天然資源の減少

生態系への影響

生態系への影響

居住環境の悪化

居住環境の悪化

図-4 想定した LCA過程ならびに各過程における
直接および環境コスト要素（バージン材）

(1)

ここで，C：直接コスト(円)，CI：イニシャルコスト
(円)，CS：処理コスト(円)，CT：輸送コスト(円)，CK：
保管コスト(円)，W：材料の質量(m3)，S：各材料の処
理に要する単価(円/m3)，L：輸送距離(km)，T：輸送に
要する単価(円/t·km)，D：保管日数(day)，K：各材料の
保管に要する単価(円/t·day)である．

直接コスト

環境コスト

再資源化処理

輸送

土構造物の建設

再資源化処理コスト

輸送コスト

施工コスト

エネルギーの消費

燃料の消費

燃料の消費

大気汚染物質の排出

大気汚染物質の排出

大気汚染物質の排出

重金属による影響

純一次生産の低下

居住環境の悪化

生態系への影響

事業効果

居住環境の悪化

図-5 想定した LCA過程ならびに各過程における
直接および環境コスト要素（リサイクル材）

(4) 環境コストの定量化
環境は，人間に幅広く価値のある機能とサービスを無
償で提供してくれる資産である．しかしながら，経済優
先の社会では，環境が必ずしもその価値を正しく評価さ
れていると言い難い．理由として，環境は無料で無限に
利用できる財として考えられ，環境の価値が定量化され
ていないことが挙げられる．このため，環境保全は経済
的な利益に直結せず，環境破壊が止まることなく続いて
いる．リサイクルを実施する目的は，上記した社会構造
からの脱却を目指すことでもあり，その意味において環
境の価値を貨幣換算することで一般的な理解を容易にす
る必要がある．本研究では，発生する環境負荷量を直接
コストと同様のコストベースに換算したものを環境コス
トと呼ぶ．
環境コストの定量化には，環境負荷を与える物質の排
出量に各種マニュアル等で位置付けられた貨幣価値原単
位を用いることで評価する原単位法がある 9) ．また，生
態系への影響や自然から得られる環境価値といった定量
化の難しい環境コストの評価には，主に人々に直接尋ね
ることで得られる表明選好データに基づく直接法と経済
活動から間接的に得られる顕示選好データに基づく間接
法に大別できる 9) ．環境コストを算出する際において重
要な点は，環境に負荷を与える可能性のある要素を的確
に抽出することである．続いて，抽出した要素を的確な
評価方法で環境コストとして算出することである．上記
で述べたように，環境コストの評価方法は数多く，方法
によって適用範囲や計算方法が異なっている．そのため，
要素特性や評価目的によって最も適切な評価方法を選択
しなければならない．
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本研究で実施する建設系廃棄物リサイクルの社会環境
効率性評価において，特に注目する環境コスト要素は式
(2)のとおりである．式(2)をバージン材製造，リサイク
ル材製造，および廃棄処理について適用する．なお，式
(2)に示す各要素は単位工事あたりの値である．ここで，
当該環境コスト要素の抽出には，大嶺らの成果 10), 11) を参
照している．

E  EO  ET  EC1  EC 2  EC 3  EC 4

(2)

ここで，E：環境コスト(円)，EO：施設稼働に伴う環境
コスト(円)，ET：輸送に伴う環境コスト(円)，EC1：森林
等の公益的機能に関する環境コスト(円)，EC2：生態系
への影響に関する環境コスト(円)，EC3：天然資源の採
取に関する環境コスト(円)，EC4：居住環境の悪化に関
する環境コスト(円)である．
a)施設稼働に伴う環境コスト
採掘，再資源化処理，および最終処分等の活動を実施
することで環境負荷は発生する．本研究では，当該活動
から発生した環境負荷を，排出した二酸化炭素（CO2）
量として考える．CO2 の定量化には，各々活動の際に使
用した資源・エネルギー量に対して，国土交通省等が発
表している CO2 排出係数（表-1 参照）12) を乗じることで
実施する．さらに，CO2 排出量に CO2 貨幣価値原単位を
乗じることで，CO2 排出に関する環境コストとして式(3)
を定義する．

EO  CO2貨幣価値原単位  CO2排出量
CO2排出量  CO2 排出係数  使用量

表-1 エネルギー起源の CO2 排出係数

(3)

CO2 貨幣価値原単位に関しては様々な評価手法があり，
既往研究 13) から国や企業によって様々な値が設定され
ている．本研究では，国土交通省によって我が国の CO2
貨幣価値原単位として設定されている 2,890 円/t-CO2 を採
用している 12)．
b)輸送に伴う環境コスト
土構造物の建設において，土材料を再資源化処理施設
から建設現場へ，建設現場から発生した建設系廃棄物を
最終処分場まで輸送を実施する際には運搬車両を用いる．
運搬車両を利用した場合に排出される大気汚染物質，主
として CO2 排出を輸送に伴う環境負荷として考える．す
なわち，国土交通省が発表する輸送排出原単位（1t の荷
物を 1km 輸送する過程で排出される CO2 排出量）（表-2
参照）を用い，式(4)に示す輸送に伴う環境コストとし
て算出する 12)．

エネルギー
電力
ガソリン
軽油
灯油
A重油
B・C重油
LPG
LNG
都市ガス

CO2排出係数
0.555kg-CO2/kWh
2.322kg-CO2/L
2.619kg-CO2/L
2.489kg-CO2/L
2.710kg-CO2/ L
2.982kg-CO2/L
3.000kg-CO2/kg
2.698kg-CO2/kg
2.080kg-CO2/Nm3

表-2 貨物輸送の CO2 排出係数
輸送手段
営業用普通トラック
営業小型トラック
営業用軽トラック
鉄道

CO2排出係数
0.178kg-CO2/t·km
0.819kg-CO2/t·km
1.933kg-CO2/t·km
0.021kg-CO2/t·km

ET  CO2貨幣価値原単位 輸送排出原単位 W  L (4)

ここで，W：輸送される土量(t)，L：輸送距離(km)であ
る．
c)森林等の公益的機能に関する環境コスト
採掘，施設の建設，および最終処分を実施する際に伐
採される植物の純一次生産 NPP（Net Primary Productivity）
のダメージについて考慮する．本来，森林等の公益的機
能には貯水機能や防災機能等，様々なものが考えられる
が，定量化が難しいという点から本研究では純一次生産
にのみ考慮する．NPP とは，植物が光合成により大気中
の CO2 を固定し，生産する有機物量である．有機物には，
窒素等さまざまな化合物が含まれているが，本研究では
炭素化合物に限定する．すなわち，植物による一単位地
区における CO2 の削減量として換言できる 13) ．さらに，
採掘や施設の建設ならびに最終処分を実施することで，
土地の占有期間，改変された植生 NPPa から本来の植生
NPPp に回復するまでの期間の NPP 損失をΔNPP として，
式(5)より算出する（図-6 参照）．なお，植生は線形に
回復するとし，回復期間は 30 年とする．
ΔNPP  ( NPPp  NPPa )  Ta


1

（NPPp  NPPa )  Ta  p
2

(5)

ここで，NPP：一次生産 NPP の損失，NPPp：本来の植
生での一次生産(t-CO2/year·ha)，NPPa：土地改変後の一
次生産(t-CO2/year·ha)，Ta：土地占有の期間(year)，Ta→p：
土地の回復に要する期間(year)である．
5

図-6 純一次生産(NPP)損失のイメージ

森林等の公益的機能に関する環境コストは式(6)に定
義し，NPP に改変された土地の面積 S と CO2 貨幣価値
原単位を乗じる．
EC1  CO2貨幣価値原単位  NPP  S

(6)

d)生態系への影響に関する環境コスト
採掘ならびに再資源化処理施設の建設および最終処分
場の建設等によって土地を利用する場合，当該土地周辺
の生態系に影響を与える．ここで，生態系への影響は生
物種の絶滅リスクがどの程度増加するかを表す 7) ．しか
しながら，土地利用による生態系への影響は主としてレ
ッドリスト対象植物種に絞られているため現実的でない．
よって，土地利用による生態系への影響は，本研究にお
いて考慮しない．
リサイクル材に含まれ得る重金属による生態系への影
響は絶滅危惧種のみでなく，健全種においても評価され
る必要がある．よって，リサイクル材に含まれ得る重金
属による生態系に関する環境コストは式(7)で示され，

重金属含有量に対して表-3 に示す貨幣換算係数を乗じ
る 7)．

EC 2  貨幣換算係数  重金属含有量

表-3 重金属に起因する生態系被害に関する貨幣換算係数
物質
カドミウム
鉛
六価クロム
砒素
総水銀
セレン

(7)

e)天然資源の採取に関する環境コスト
本研究における天然資源とは，鉱物資源ならびに土石
資源の二つを指している．天然資源を採取することで発
生し得る環境負荷は，人間健康への被害，生態系への影
響，および土地利用への影響等が挙げられるが，本研究
では資源ストックの減少について着目する．資源ストッ
クの減少によるエンドポイントは，資源の枯渇，および
採掘コストや精錬コストの上昇に伴う将来世代への経済
被害として考えることができる．鉱物資源の採取に関し
ては式(8)に示す環境コストを定義する．

EC 3  貨幣換算係数  鉱物資源採取量

(6) トータルコスト
社会環境効率性評価では，式(11)に示すトータルコス
トを社会環境効率性指標の一つとして定義する．なお，
トータルコストは環境影響を考慮した社会的なコストと
考えられる．

(8)

T CEB

(11)

ここで，T：トータルコスト(円)，C：直接コスト(円)，
E：環境コスト(円)，B：リサイクルによる事業効果
(円)である．
(7) 不確実性の考慮
建設系廃棄物リサイクルの社会環境効率性を評価する
ためには，前述したように多くのデータが必要である．
さらに，各々データは状況に応じて変化する．例えば，
ある特定の再資源化処理施設を拠点とした場合には，各
地に点在する建設現場へリサイクル材を輸送しなければ
ならず，位置状況によって輸送距離が変動する．また，
同一の建設系廃棄物においても，性状が異なれば再資源
化処理コストに差が生じる．これらをデータの変動性と
呼ぶ．さらに，処理コスト（直接コスト）ならびに環境
コストの算出において，各々のデータは線形結合してい
ない．また，環境影響評価・環境会計は近年に発展して
きた分野であるため，環境価値を定量的に正確に評価で
きているのか確証が得られない不確実性も含んでいる．
データの変動性と不確実性によっては，ベースケースと
して算出された評価と実際の評価で大きく乖離する可能
性がある 16) ．その結果，社会環境効率性に沿わない行
動を取り，更なる環境負荷を与える危険性がある．この
ような事態を防ぐためには，データの変動性と不確実性
の考慮が必要であると考えられる．
a)感度分析
データの変動性と不確実性を考慮するために用いられ
る手法の一つには感度分析がある 17) ．感度分析とはイ
ンプットとなる複数の不確実要素の内，一つの不確実要

(9)

ここで，居住環境悪化に伴う原単位（円/m3），土石資
源量はバージン材の採掘量やリサイクル材の再資源化量
を表している．
(5) 建設系廃棄物のリサイクルにおける事業効果
建設系廃棄物のリサイクルを実施することで，本来廃
棄処分に要するコストを削減することができる 15) ．よ
って，廃棄物処分に要するコストの削減量をリサイクル
の事業効果として計上する必要がある．事業効果の評価
額は，式(10)に示すとおり建設系廃棄物量に最終処分処
理単価を乗じて算出する．ただし，事業効果はコスト削
減を表しているため，値は負となる．

B  W  S 

土壌排出時
6.45E+05円/kg
4.95E+04円/kg
5.08E+04円/kg
1.11E+05円/kg
3.07E+06円/kg
7.76E+04円/kg

ここで，B：建設系廃棄物リサイクルによる事業効果
(円)，W：建設系廃棄物量(m3)，S：最終処分処理単価
(円/m3)である．

一方，土石資源の採取に関する場合は，自然保護等の
法的規制等によって採取可能量が制限されるため社会的
に無尽蔵とは言えないが，基本的に客土，埋戻しや土地
造成に用いられるため，資源ストック減少の点では考慮
が難しい．このため，建設汚泥のリサイクルにおいては
考慮しない．
f)居住環境の悪化に関する環境コスト
採掘もしくは再資源化処理施設の設置が行われた場合
の地価下落額を，居住環境の悪化に関する環境コストと
して定義する．ここで，居住環境の悪化に関する環境コ
ストは，ヘドニック法 14) を用いて算出した値を採用し
ており，式(9)で示される．
EC 4  居住環境悪化に伴う原単位  土石資源量

水域排出時
8.53E+05円/kg
6.55E+05円/kg
6.72E+04円/kg
1.47E+05円/kg
4.06E+06円/kg
1.03E+05円/kg

(10)
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4. 建設汚泥のリサイクルにおける社会環境効率性
(1) 概
要
3.では，建設系廃棄物のリサイクルにおける社会環境
効率性評価手法の検討・試作を実施した．本章では建設
系廃棄物の一つである建設汚泥のリサイクルついて，バ
ージン材（再生材ではない土材料）とリサイクル材（建
設汚泥の再生材）の社会環境効率性評価を実施する．図
-7 は，地盤材料としての建設汚泥リサイクルの簡便な
イメージを示している．

図-7 地盤材料としての建設汚泥リサイクルの概略

表-4 不確実要素の最小値，中央値，および最大値
締固め後の土の体積(m3)
輸送距離（バージン材）(km)
輸送距離（リサイクル材）(km)
採掘処理コスト(円/m3)
再資源化処理コスト(円/m3)
輸送コスト(円/km·t)
ふけ率
ΔNPP(t-C/year·ha)
重金属含有量（鉛）(mg/kg)
面積(ha)
CO2貨幣価値原単位(円/t-CO2)

施設稼働に伴う環境コスト（円）

素のみを変化させ，他不確実要素の値はベースケースに
固定した場合に，アウトプットの変化を把握する方法で
ある．感度分析には，一つの不確実要素の値を一定割合
で変化させる手法，および取り得る最大値から最小値ま
で変化させる手法がある．本研究では実際との整合性を
高めるため，後者を採用する．ここで，全ての不確実要
素に対する感度分析の実施は，全てのアウトプットの振
れ幅のすることができる，すなわち，各々不確実要素に
関するインプットとしての影響度の大小を把握すること
ができる．得られた結果を用いることで，障害となる不
確実要素に関して対策等を実施することが可能となる．
b)モンテカルロシミュレーション
感度分析が一つの不確実要素のみの評価であるのに対
し，モンテカルロシミュレーションは全ての不確実要素
を同時に変化させて起こり得る全ての組合せを把握する
手法である．モンテカルロシミュレーションを実施する
ことで，アウトプットの頻度分布を得ることができ，事
業におけるリスクを求めるために用いられる．同様の手
法には，ベストケース・ワーストケース分析 18) がある．
この手法では，アウトプットの最大値および最小値のみ
からリスク分析を実施する．しかしながら，得られた結
果は実際の結果と乖離している場合があり，現実的でな
いと考えられる．よって，本研究ではモンテカルロシミ
ュレーションを採用する．

最小値
0
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1,000
2,000
58
1.26
0
0
700

中央値
300
2.5
20
3,000
5,000
69
1.47
2
23.1
0.1
2,890

最大値
5
25
5,000
8,000
83
1.70
9
150
9,425
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4000

採掘処理コスト

2000
0

再資源化処理コスト
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4000
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3
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図-8 処理コストと施設稼働に伴う環境コストの関係

される材料およびエネルギーに依存すると仮定し，
図-8 に示すように処理コストが上昇すれば施設稼働
に伴う環境コストも増大する．
(v) 採掘においてはふけ率を考慮する．地山掘削に伴い
間隙が入り込むことで，締固め後の土量より地山の
土量・掘削後の土量は大きくなる．この土量体積の
変化率をふけ率（土量換算係数）と呼ぶ．
(vi) バージン材およびリサイクル材の質は同等とし，施
工方法に差異はないとする．
(vii) リサイクル材を使用する際の工期の遅れはないとす
る．換言すれば，保管コストは考慮しない．
(viii)土構造物の建設材料（バージン材およびリサイクル
材）は廃棄処分されず，100%使用されるとする．
(ix) 建設汚泥に含まれ得る重金属は鉛（Pb）とする．
(x) 再資源化処理コストが上昇すれば，リサイクル材に
含まれ得る重金属含有量が図-9 に示すように削減さ
れるとする．本研究では，再資源化処理において重

(2) 仮定条件
地盤材料としての建設汚泥リサイクルに関する社会環
境効率性評価を実施する際の仮定条件は，以下のとおり
である．
(i) 建設する土構造物の設定土量は，300m3 とする．
(ii) 各々不確実要素には，表-4 に示すように最小値，中
央値（ベースケース），および最大値を設定する．
中央値は文献調査 3), 8), 10) によって得られた値の平均
値，またはヒアリングで得られた値を採用する．
(iii) 建設汚泥の再資源化処理は，安定処理とする．
(iv) 採掘コストおよび再資源化処理コストの単価は消費
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(3) 感度分析に基づく評価
図-10 は，建設汚泥のリサイクルにおけるトータルコ
ストに対する各不確実要素の感度分析結果である．これ
より，ベースケースにおいては，“重金属含有を考慮し
ない場合のリサイクル材”，“バージン材”，および
“重金属含有を考慮する場合のリサイクル材”の順にト
ータルコストが小さくなっている．ただし，リサイクル
材におけるトータルコストは変動するリスクが高い．
“バージン材”では採掘コストが，“重金属含有を考
慮しない場合のリサイクル材”では再資源化処理コスト
が，トータルコストへ比較的大きな影響を及ぼしている
（図-10 参照）．これは，環境コストが直接コストに比
べて低額であるため，トータルコストに対して直接コス
トが支配的な影響を及ぼすためである．よって，建設汚
泥のリサイクル促進には直接コストの低下が必要不可欠
であると考えられる．一方，“重金属含有を考慮する場
合のリサイクル材”では，トータルコストに対して再資
源化処理コスト（直接コスト）よりもリサイクル材に含
まれ得る重金属による生態系に関する環境コストの影響
が大きくなっている（図-10 参照）．すなわち，“重金
属含有を考慮する場合のリサイクル材”では，直接コス
トよりも環境コストに注目すべきであり，リサイクル材
の使用を許容する指標には，建設汚泥に含まれ得る重金
属の含有量が重要であると考えられる．
感度分析では，一つの不確実要素によるアウトプット
への影響についての定量化を実施している．しかしなが
ら，実際のリサイクルにおいては全ての不確実要素の影
響を受けると考えられる．そこで，モンテカルロシミュ
レーションを実施することで，全ての不確実要素を考慮
したリサイクル事業のリスク評価を実施する必要がある．

100

重金属含有率 [%]

金属の除去を行うと仮定する．
建設汚泥に含まれ得る重金属はリサイクルの障害とな
り得るが，実際にはリサイクル材に重金属が含まれてい
た事例が少ない 1) ．同時に，建設省監修の「建設汚泥リ
サイクル指針」3) においても重金属含有に関する対策に
ついては特に述べられていない．このため，環境コスト
の算出には，重金属含有を考慮する場合と考慮しない場
合の 2 パターンで実施する．なお，重金属含有を考慮し
ない場合では，生態系に関する環境コストを考慮しない．

80
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0
2000

4000

6000

8000
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図-9 再資源化処理コストと重金属含有率の関係
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(c)重金属含有を考慮する場合のリサイクル材

図-10 トータルコストにおける各不確実要素の感度

ータルコストを引いたものを評価額とする．すなわち，
評価額が 0 以上であれば，リサイクル材はバージン材と
比較してトータルコストで優れている，0 未満であれば，
バージン材はトータルコストで優れている結果を意味す
る．なお，モンテカルロシミュレーションでは，得られ
た結果を確率分布的に把握することができ，一つ一つの
結果から対象とする状況によってバージン材とリサイク
(4) モンテカルロシミュレーションに基づく評価
ル材の優位性を区別することができる．
モンテカルロシミュレーションによる評価では，各々
モンテカルロシミュレーションを実施する仮定には，
の不確実要素に確率分布を与え，累積確率分布からラン
ダムに値を抽出して不確実要素の値を決定する．さらに， 各々不確実要素の確率分布を図-11 に示すように，最小
値，中央値（ベースケース），および最大値を設定し，
この行為を全ての不確実要素に対して実施し，バージン
三角分布を設定した上，一様乱数を与えて 1000 回試行
材およびリサイクル材のトータルコストを算出する．ま
する．なお，締固め後の土量は 300m3，および CO2 貨幣
た，バージン材のトータルコストからリサイクル材のト
8

表-5 不確実要素と評価額の相関係数
中央値

確率

土量（地山）
採掘コスト
土量（掘削後）
輸送距離
（バージン材）
輸送距離
（リサイクル材）
輸送コスト
ΔNPP
再資源化コスト
重金属含有量

最大値

最小値

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 900010000

再資源化処理コスト（円/m3）

図-11 不確実要素に設定した確率分布の一例

重金属含有を
考慮しない場合
-0.0005
0.5026
0.0527
0.1496

重金属含有を
考慮する場合
0.0433
0.4465
0.0084
0.1528

-0.2781

0.2285

-0.1134
0.0317
-0.7805
-

-0.0674
-0.0109
-0.1433
-0.7633

100
80

表-6 相関係数に対する相関性の程度

頻度

60

±0.7～±1
±0.4～±0.7
±02～±0.4
±0～±0.2

40
20
0
-3,000,000-2,000,000-1,000,000

0

1,000,000 2,000,000

強い相関を持つ
中程度の相関を持つ
弱い相関を持つ
ほとんど相関がない

評価額（円）

図-12 直接コストにおける評価額のモンテカルロ
シミュレーション結果

ションの結果（頻度分布を表すヒストグラム）であり，
“重金属含有を考慮しない場合のリサイクル材”および
“重金属含有を考慮する場合のリサイクル材”の 2 パタ
ーンを示している．“重金属含有を考慮しない場合のリ
サイクル材”では，評価額が 0 以上になる場合，換言す
れば“バージン材”より“重金属含有を考慮しない場合
のリサイクル材”がトータルコスト面で優れている場合
が全試行に対して 75%であり，“重金属含有を考慮しな
い場合のリサイクル材”の“バージン材”と比較した社
会環境効率性は概して良いと評価できる．一方，“重金
属含有を考慮する場合のリサイクル材”では，評価額が
0 以上となる場合が全試行に対して 23%であり，“重金
属含有を考慮する場合のリサイクル材”は“バージン材”
と比較して社会環境効率性が劣ると評価できる．ただし，
図-12 と比較したところ，直接コストのみでなく，環境
への負荷をも考慮したトータルコストによって評価する
ことで，建設汚泥のリサイクルに関する有意性は増すこ
とが示された．
しかしながら，トータルコストにおいてもリサイクル
を実施する必要がないと考えられる場合も多く，それら
を判定するための分析が必要であるが，多くの不確実要
素について分析をしていては手間を要し，分析によるコ
ストや工期の遅れもまたリサイクルの障害となり得る．
そのため，影響度の大きい不確実要素に絞り分析を実施
すべきである．そこで，不確実要素と評価額の相関を求
めた．表-5 および表-6 は，得られた相関および相関度
合いを示している．ここで，正の相関を有することは不
確実要素の値が増加すれば評価額も増加することを意味
し，負の相関を有することは不確実要素の値が増加すれ
ば評価額は減少することを意味する．表-5 より，“重

100
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図-13 トータルコストにおける評価額のモンテカルロ
シミュレーション結果（重金属含有を考慮しない
場合のリサイクル材）
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図-14 トータルコストにおける評価額のモンテカルロ
シミュレーション結果（重金属含有を考慮する場
合のリサイクル材）

価値原単位は 2,890 円/t-CO2 に固定している．
図-12 は，直接コストのみに着目したモンテカルロシ
ミュレーションの結果を，頻度分布を表すヒストグラム
として示している．これより，直接コストによる評価で
はリサイクル材が優位となる場合は僅かであり，直接コ
ストを優先させる従来的な考え方では，建設汚泥のリサ
イクル促進が困難であることが推察できる．
図-13 および図-14 は，社会環境効率性評価手法を用
いてトータルコストに着目したモンテカルロシミュレー
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金属含有を考慮しない場合のリサイクル材”では採掘コ
ストが中程度の正の相関を有し，再資源化処理コストが
強い負の相関を有する．“重金属含有を考慮する場合の
リサイクル材”では，同様に採掘コストが中程度の正の
相関を持ち，重金属含有が強い負の相関を有することが
わかった．また，リサイクル材製造における輸送距離も
弱い負の相関を有している．当該結果から，リサイクル
材の社会環境効率性を分析するためには，特に採掘コス
ト，再資源化処理コスト，および重金属含有量が重要と
なる．また，これは感度分析で得られた結果と同様であ
る．なお，輸送距離に関しても建設汚泥のリサイクルに
おける障害の一つとなることを示すことができた．

社会的費用便益率

20
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5
0

0

500000 1000000 1500000 2000000 2500000

-5
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図-15 社会的費用便益率における評価額のモンテカルロ
シミュレーション結果（重金属含有を考慮しない
場合のリサイクル材）

(5) 社会的費用便益に基づく評価
我が国では，環境への負荷を削減する取組みを推進し
ており，年々環境に対する投資（費用）は増加してきて
いる．環境省が実施した平成 21 年度環境投資等実態調
査 19) によれば，事業者による環境保全のために 5 兆
5,223 億円もの額を投資している。しかしながら，環境
保全への取組みに対する莫大な投資は国内経済への大き
な影響を与えると懸念されている．
建設汚泥に関するリサイクルの実施は，再資源化処理
コストや輸送コスト等の直接コストが増加するものの，
環境負荷の削減やリサイクルに伴う事業効果で代表でき
るリターン（便益）を得ることができる．しかしながら，
莫大なコストを投じたものの，僅かなリターンしか得ら
れないリサイクルであれば，現実的に実施することは困
難である．上記の状況に対応するため，建設汚泥のリサ
イクルにおける直接コストの増加とリターンの相応性
（社会的費用便益）に関する分析が必要になる 20) ．そ
こで，社会的費用便益率を用いて評価する．社会的費用
便益率は式(12)に表わされる．
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図-16 社会的費用便益率における評価額のモンテカルロ
シミュレーション結果（重金属含有を考慮する場
合のリサイクル材）

と算出できる．社会的費用便益率は，単位あたりの投資
額（費用）に対するリターン（便益）の程度を表す指標
として換言することができる．よって，建設汚泥のリサ
イクルは投資額に対して比較的相応しいリターンを得る
ことができると考えられる．
図-15 および図-16 は，モンテカルロシミュレーショ
ンの結果について社会的費用便益率を用いて示している．
ここで，社会的費用便益率がマイナスの場合は，リサイ
クルを実施したものの，環境負荷が増加したことを示し
環境負荷削減量  事業効果
ている．“重金属含有を考慮しない場合のリサイクル材”
(12)
社会的費用便益率＝
投資額
では，投資額が低い領域で社会的費用便益率が大きくな
っており，投資額の低減が社会的費用便益率の増大に寄
投資額とは，“バージン材”の使用に伴う直接コスト
与することを示している．ただし，これはリサイクルに
から“リサイクル材”の使用に伴う直接コストの差分を
よる事業効果を一定として仮定していることに注意が必
指す．環境負荷削減量とは，“リサイクル材”を使用す
要である．また，社会的費用便益率は，投資額の増加に
ることで本来“バージン材”の使用に伴う環境負荷量か
伴い 0.7 付近に収束している．一方，“重金属含有を考
ら削減された環境負荷量を表す．なお，リサイクルによ
慮する場合のリサイクル材”では，投資額が比較的低い
る事業効果は 3.(5)で述べたとおりである．社会的費用
領域において社会的費用便益率のばらつきが大きいもの
便益率とは投資額を分母とし，リサイクルを実施するこ
の，投資額を増額すること社会的費用便益率は 0.6 付近
とのリターンである環境負荷削減量とリサイクルによる
に収束することが示されている．すなわち，“重金属含
事業効果を分子で表わしたものである．なお，本研究で
有を考慮する場合のリサイクル材”では，再資源化処理
は環境負荷を環境コストとして扱う．
コスト等の増額に応じて一定の社会的費用便益率に収束
社会的費用便益率は，ベースケースにおいて“重金属
含有を考慮しない場合のリサイクル材”で 1.21 であり， する．なお，投資額が比較的低い領域における社会的費
用便益率のばらつきは，重金属含有量に起因していると
“重金属含有を考慮する場合のリサイクル材”は 0.94
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ならない．環境コストの算出方法は，より詳細に検討す
べきであり，将来における環境価値の変動によって原単
位や環境影響に関する貨幣換算係数も変動する可能性が
ある．

考えられる．そのため，建設汚泥のリサイクル実施に際
しては，事前に重金属含有量に関する精密な調査が必要
であると考えられる．さらに，社会的費用便益率の基準
設定については，社会経済状況を顧みつつ，今後更なる
議論が必要である．
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EVALUATION OF SOCIAL ENVIRONMENTAL EFFICIENCY ON RECYCLING
OF CONSTRUCTION SLUDGES AS GROUND MATERIALS

Although waste recycling has been promoted in response to increasing environmental awareness
in Japan, its marketability is being questioned due to the recycling cost. The ultimate goal of waste
recycling is to reduce the environmental load. In this paper, we examined the evaluation method for
socialenvironmental efficiency to socially evaluate waste recycling,by incorporating environmental
load as an environmental cost in addition to the direct cost. Specifically, by applying sensitivity
analysis and Monte-Carlo Simulation, we conducted the socialenvironmental efficiency evaluation
including consideration of uncertainties,because waste recycling involves various uncertain elements.
As a result, we were able to quantitatively evaluate the socialenvironmental significance
ofconstruction sludge recycling while focusing on the particular construction sludge with a lower recycling rate.

12

参考資料

様式－３－３

EVALUATION OF SOCIAL ENVIRONMENTAL EFFICIENCY ON
RECYCLING OF CONSTRUCTION SLUDGES AS GROUND
MATERIALS
Inazumi, S. 1
Kyoto University

1

Although waste recycling has been promoted in response to increasing environmental awareness in Japan,
its marketability is being questioned due to the recycling cost. The ultimate goal of waste recycling is to reduce
the environmental load. In this paper, we examined the evaluation method for social environmental efficiency
to socially evaluate waste recycling, by incorporating environmental load as an environmental cost in addition
to the direct cost. Specifically, by applying sensitivity analysis and Monte-Carlo Simulation, we conducted the
social environmental efficiency evaluation including consideration of uncertainties, because waste recycling
involves various uncertain elements. As a result, we were able to quantitatively evaluate the social
environmental significance of construction sludge recycling while focusing on the particular construction
sludge with a lower recycling rate.
KEYWORDS:
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and environmental efficiency, waste recycling.
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建設系廃棄物のリサイクルにおける社会環境評価
に関する研究

本研究では直接コストに加え，環境負荷を環境
コストとして換算することで，廃棄物リサイクル
を社会的に評価する社会環境効率性評価手法を検
討・試作する。さらに，循環資源として位置付け
られる建設系廃棄物の中でも再資源化等率が比較
的低い「建設汚泥」のリサイクルに着目する。な
お，建設汚泥のリサイクルには様々な不確実性要
素が絡み合っているため，検討・試作した社会環
境効率性評価手法へ感度分析およびモンテカルロ
シミュレーションを組み込み，すなわち，建設汚
泥のリサイクルに対する不確実性をも考慮した社
会環境効率性評価を実施している。
得られた成果は以下のとおりである。
(1)建設系廃棄物のリサイクルに伴う社会環境効
率性評価手法では，CO2排出量のみに依存した環
境コストからCO2換算できない環境負荷量まで
をコストベースに換算することができた。これ
より，環境負荷量と直接コストという別次元要
素を新たな指標であるトータルコストに組み合
わせることが可能になった。
(2)感度分析による社会環境効率性評価を実施す
ることで，建設汚泥のリサイクルに大きな影響
を与える要因は採掘コスト，再資源化処理コス
ト，および重金属含有量であることを明らかに
した。
(3)モンテカルロシミュレーションによる社会環
境効率性評価を実施することで，想定した要素
の不確実性を同時に考慮した上，トータルコス
トによる評価は建設汚泥のリサイクルに対する
バージン材との相対的な有意性を増すことを示
した。
(4)社会的費用便益率を建設汚泥のリサイクルに
おける社会環境効率性評価に用いた。“重金属
含有を考慮しない場合のリサイクル材”では，
処理コスト（直接コスト）の抑制に伴い社会的
費用便益率が大きくなり，一方，“重金属含有
を考慮する場合のリサイクル材”では，処理コ
スト（直接コスト）の増額に応じて一定の社会
的費用便益率に収束することを明らかにした。
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