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要旨：近年，環境負荷を評価するさまざまな手法が研究されている．本研究では，評価地点

の異なる統合化手法を用いて，交通渋滞道路における RC 構造物建設による環境便益を評価

し，その評価地点の違いによる環境便益への影響について検討した。その結果，RC 構造物

を対象とした場合，統合化手法の評価地点の違いによる影響は小さいことがわかった。 
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１．はじめに 

最近，ますます人々の環境に対する関心が高

まってきている。土木構造物の建設においても

環境に対する配慮が求められているが，土木構

造物建設による環境便益についてはほとんど検

討されていない。環境影響を総合的に評価する

手法として，統合化手法がある。統合化手法の

考え方 1)として，スターティングポイントアプロ

ーチ，ミッドポイントアプローチ，エンドポイ

ントアプローチの 3 種類がある。土木構造物の

環境便益評価を行なう際，それらの統合化手法

の違いにより環境便益がどの程度変化するかを

検討する必要がある。 

本研究では，慢性的な交通渋滞を解消するこ

とを目的とした地下道および鉄道高架橋を建設

する際に発生する直接的な環境負荷量と交通改

善による間接的な環境負荷低減量を評価地点の

異なる統合化手法を用いて環境便益を評価し，

評価地点の違いが環境便益に及ぼす影響につい

て検討した。 

 
２．RC 構造物建設による環境負荷評価 

2.1 対象構造物の概要 

地下道は，6 車線を有する南北及び東西の交差

点の渋滞解消を目的に，東西方向に片側 1 車線

ずつ建設されたものである。 鉄道高架橋は，地

下道の東側に現在建設中で，踏み切りでの一時

停止解消を目的としている。図－1 に地下道およ

び鉄道高架橋の位置図を示す。 

2.2 インベントリ分析 

地下道および鉄道高架橋建設による環境負荷

を，各種の環境負荷原単位を用いて定量的に評

価する。構造物の建設に関する資材製造，輸送，

施工に関する環境負荷を対象とした。環境負荷

原単位は，産業連関表に基づく型枠の原単位 2)

除き，積み上げ法による原単位 1)を用いた。 

(1) 資材製造・輸送・施工 

建設に用いられた資材の使用量と原単位から

発生する環境負荷を算出した。資材は，コンク

リート材料，コンクリート，鉄筋，型枠，基礎

砕石およびセメント系硬化材である。コンクリ

ート材料は，水，普通セメント，高炉セメント，
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図－1 地下道および鉄道高架橋の位置 
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 細骨材，粗骨材，混和剤である。 

資材や施工機械は，必要な場所に輸送されて

初めて利用できるため，輸送による環境負荷も

考慮する必要がある。輸送量，輸送手段，輸送

距離について個別に調査して必要な数量を求め

た。輸送に関する項目は，コンクリート材料，

コンクリート，鉄筋，基礎砕石，仮設材，施工

機械である。 

施工については，施工機械の使用により発生

する環境負荷を，施工量，施工機械から算出し

た。コンクリート工，鉄筋工，砕石基礎工，土

工，中間杭工，土留め工，連続壁工がある。 

(2) 消費資源量 

ここでは資材製造，輸送および施工に関係す

る資源消費量について述べる。輸送時の車両や

施工時の機械で消費した燃料は，エネルギーの

原単位 1)を用いて石油に換算した。また，消費燃

料データがないものは，まず輸送量(km・t)や施

工量(m3)に原単位を乗じ CO2排出量を算出する。

そして CO2 排出量からエネルギーの原単位を用

いて燃料の量を算出し，それを石油に換算した。

非金属資源は，セメント原料，細骨材，粗骨材，

基礎砕石の合計である。鉄は鉄筋，木材は型枠

によるものである。資材製造における熱源や電

力は，石油換算で考慮した。表－1 に RC 構造物

建設に関するインベントリ分析結果を示す。

CO2，NOx，SOx，石油に注目してみると，CO2，

SOx は製造時に，NOx は施工時に多く排出され

ることが分かる。 

 
３．自動車交通に関する環境負荷評価 

3.1 評価の範囲 

本研究では，地下道と鉄道高架橋を含む図－1

に示す区間を対象に，自動車交通による環境負

荷について検討する。この区間を利用する自動

車の種類，交通量，旅行速度を対象とする。た

だし，地下道は完成し供用されているが，鉄道

高架橋は完成していない。そこで 2 つのケース

に分けて環境負荷を評価した。CASE 1 では地下

道建設前後の自動車から発生する環境負荷を評

価し，CASE 2 では地下道建設前に発生していた

環境負荷と地下道および鉄道高架橋完成後に発

生する環境負荷を評価する。 

3.2 交通量 

交通量調査 3)によると地下道建設前の 1 日当

たりの交通量は，交差点西側で 42600 台，東側

で 28700 台，建設後の交通量は，建設前に比べ

て交差点西側で 12800 台，東側で 15300 台増加

している。このように，地下道建設により交通

量が増加しているため，単純に考えれば自動車

交通による環境負荷が増加することになる。交

通量の増加は，他の路線を利用していた自動車

が地下道を利用するようになったものに加え

て，地下道建設により新たに発生する誘発交通

によるものが考えられる。前者については，地

下道を利用する方が，運転距離あるいは時間が

表－1 構造物建設時の負荷量(t) 

 環境負荷 製造 輸送 施工 合計 

CO2 3459.0  148.5  1107.4 4715.0 

点源* 7.8  0.1  0.3 8.3 
NOx

線源** 0  1.7  11.7 13.4 

SOx 1.8  0.5  1.0 3.4 

石油 208.8  57.1  424.1 690.1 

非金属 28956.0  ― ― 28956.0 

鉄 1075.1  ― ― 1075.1 

地
下
道 

木材 16.7  ― ― 16.7 

CO2 2302.5  72.7  343.9 2719.2 

点源* 4.6  0.1  0.1 4.8 
NOx

線源** 0  1.0  5.0 6.0 

SOx 0.9  0.4  0.4 1.7 

石油 199.7  27.7  131.7 359.1 

非金属 8268.3  ― ― 8268.3 

鉄 3654.9  ― ― 3654.9 

高
架
橋 

木材 33.6  ― ― 33.6 

*工場等での製造に関わるもの 

**輸送・施工に関わるもの 
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短縮されるメリットがあるためであり，環境負

荷を考えるとこのような利用路線のシフトは全

体として環境負荷を低減させると考えられる。

しかし，誘発交通については，利用路線のシフ

トによる交通量と誘発交通による交通量の割合

が分からないことから影響を詳細に検討するこ

とは困難であるため，ここでは単純化して，誘

発交通による環境負荷の増加分が利用路線のシ

フトによる環境負荷の低減分以下であると仮定

し，交通量の増加分による環境負荷は考慮しな

いこととする。 

3.3 自動車交通による環境負荷の算定方法 

交通量は，考慮する区間の交差点の東西方向

の流入，流出量を用いた。自動車を，乗用車，

バス，小型貨物車，普通貨物車に分類し，７時

から 19 時までの 1 時間毎の通過台数と旅行速度

(km/h)， 対象区間の距離(m)などの実測データと

速度の関数である燃料消費率 4)(ml/km)を用いて

燃料消費量を算定した。なお，実際には測定し

ていない時間帯の交通量も考慮すべきだが，デ

ータが無いためここでは検討の対象としないこ

ととした。燃料の使用は，乗用車がガソリン，

バスと普通貨物車は軽油使用とし，小型貨物車

は，車種構成比 4)よりガソリン使用車 6，軽油使

用車 4 の割合と仮定した。 

自動車交通による環境負荷量として，燃料消

費量に加えて CO2，NOx，SOx の排出量を算定

する。エネルギーの原単位 1)を用いて，燃料消費

量から CO2，NOx，SOx の排出量を算定した。

また，エネルギーの原単位を用いて，ガソリン，

軽油の燃料消費量を石油に換算した。 

3.4 各ケースの環境負荷評価 

(1) CASE 1 

環境負荷は，図－1 に示す 1 時間毎の a，b，c

および d 地点での流入，流出量を用い，交通速

度は L1，L2，L3 および L4 区間での各 1 時間毎

の平均速度を用いて算定した。 

地下道建設前の環境負荷は，実測値を用いて

計算した。地下道建設後の環境負荷は，図－2

および図－3 に示す地下道の速度の実測値と一

般道の速度の仮定値を用いて算定した。L1，L2

区間の地下道を利用する自動車と L3，L4 区間に

ついては実測値が得られたが，L1，L2 区間の一

般道のデータが得られなかったため仮定を行な

った。仮定値は，実測データを参考に，図－2

については L1 区間で建設前より 20km/h 速度が

上昇すると仮定し，L2 区間では建設前の速度を

用いた。図－3 については L1 区間で建設前の速

度を用いて，L2 区間では建設前より 20km/h 速

度が上昇すると仮定した。 

(2) CASE 2 

地下道建設前の環境負荷は，CASE 1 と同じ値

を用いた。地下道および鉄道高架橋建設後の環

境負荷は，鉄道高架橋が完成していないため，

速度を仮定して算定した。速度は，実測データ

を参考にして，図－4 に示すように西から東への

交通は，L4 区間で 20km/h，L3 区間で 10km/h 速

度が上昇すると仮定した。また，図－5 に示すよ

うに東から西への交通は，L4 区間で 20km/h の

上昇があると仮定した。 

CASE1，CASE2 の 1 日当りの交通による環境

負荷を表－2 に示す。この結果をみると，RC 構
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図－2 地下道建設後の側道の速度仮定 
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図－3 地下道建設後の側道の速度仮定 

(東→西の交通) 
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造物建設により交通による環境負荷がCASE1で

は約 4%，CASE2 では約 14%低減されているこ

とが分かる。 

 
４．統合化による環境便益評価 

4.1 統合化手法 

これまでに算出した環境負荷を，統合化手法

を用いて総合的に評価する。様々な環境負荷要

因に重みをつけて統合する方法としてこれまで

主に海外で比較的多く提案されてきた（例えば，

Eco-indicator, EPS，Eco-point 等）が，日本でも，

日本の地域性を考慮した LIME5)や ELP6)等の統

合化手法が開発されてきた．本研究では， LIME 

(エンドポイントアプローチ)と， ELP (ミッドポ

イントアプローチ)の評価地点の異なる２つの統

合化手法を用いる。なお，スターティングポイ

ントアプローチによる統合化は現実的では無い

のでここでは考慮しないこととした。 

4.2 LIME による統合化 

LIME は，環境負荷物質の発生による環境への

影響を予測し，その影響で発生する被害を想定

し，その被害量を計算し，人間健康，社会資産

等の保護対象ごとに集約，保護対象間で重み付

けすることで統合化を図っている。本研究で計

算する際には，これらの影響を考慮し計算され

た統合化係数を用いる。建設や交通で発生した

環境負荷に統合化係数を乗じて統合化する。

LIME の統合化係数と統合結果を表－3 に示す。

4.3 ELP による統合化 

ELP は，LIME のように被害の算定までは行な

わず，温暖化，大気汚染等の影響領域で重み付

けし統合化している。ELP には，セメント，砕

石等の非金属資源に関する統合化係数が無いた

め，ここでは非金属資源は考えない。計算に用

いた統合化係数と統合結果を表－4 に示す。 

4.4 環境便益評価 

統合化した環境負荷の値を用いて RC 構造物

建設に関する環境便益を評価する。本研究では，

RC 構造物建設に関する環境負荷量と，交通に関

する環境負荷低減量を比較することで環境便益

を評価した。LIME と ELP で統合化した環境負

荷量および環境負荷低減量と構造物供用開始か

らの年数の関係を検討した。LIME の結果を図－

6 に，ELP の結果を図－7 に示す。この結果から，

地下道建設時の環境負荷量は，CASE 1 で LIME

を用いた場合 22.5 年，ELP を用いた場合 22.2 年

表－2 1 日当りの環境負荷算出結果(kg) 

  環境負荷 建設前 建設後 負荷低減量 

CO2 13795.5  13282.0  513.5 

点源 6.3  6.0  0.2 
NOx

線源 91.7  88.3  3.3 

SOx 14.1  13.6  0.5 

CASE1 

石油 5447.6  5242.7  204.9 

CO2 13795.5  11891.4  1904.1 

点源 6.3  5.4  0.9 
NOx

線源 91.7  79.2  12.5 

SOx 14.1  12.2  1.8 

CASE2 

石油 5447.6  4691.0  756.6 
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図－4 地下道・高架橋建設後の各区間の 

速度の仮定(西→東の交通) 

地下道建設後 

地下道建設前 
仮定値 
実測値 

0

10

20

30

40

50

L1 L2 L3 L4

平
均

速
度

(k
m

/
h
)

 
図－5 地下道・高架橋建設後の各区間の 

速度の仮定(東→西の交通) 
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地下道建設前 
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表－5 に示す。この表から，LIME と比べて ELP

は NOx，SOx，鉄の影響が大きいことが分かる。

また， CASE 2 では CASE 1 に比べて建設の際

の鉄の使用量が約 4 倍となっている。これらの

ことが CASE 2 の場合における LIME と ELP の

 表－3 LIME の統合化係数(kg‐1)5)と統合結果 

統合値 

  環境負荷 
統合化 
係数 負荷量 

(×105) 

負荷 

低減量

CO2 1.15  54.2 591 

点源 126 
NOx 

線源 163 
32.3 575 

SOx 717  24.4  340 

石油 1.47  10.1  301 

非金属 0.0408  11.8  ― 

鉄 0.368  4.0 ― 

木材 70  11.7 ― 

CASE1 

合計 ― 148.5 1806 

CO2 1.15  85.5 2190 

点源 126 
NOx 

線源 163 
48.1 2148 

SOx 717  36.6 1312 

石油 1.47  15.4  1112 

非金属 0.0408  15.2 ― 
鉄 0.368  17.4  ― 

木材 70  35.2 ― 

CASE2 

合計 ― 253.4  6762 

*工場等での製造に関わるもの 

**輸送・施工に関わるもの 

で自動車交通の環境負荷低減分により相殺され

ることがわかる．また，CASE 2 では LIME で 10.3

年，ELP では 12.6 年で相殺され，それ以降は，

構造物建設の効果として環境負荷低減が継続的

に蓄積されることが分かる。 

以上の結果から，地下道のみ建設した場合環

境便益は小さいが，鉄道高架橋を建設すること

で地下道建設の意義も大きくなると言える。 

また，CASE 1 では LIME と ELP どちらの統合

化手法を用いた場合でも結果にほとんど差が無

いことが分かる。しかし，CASE 2 の結果を見る

と ELP の便益が LIME より若干少ない。この原

因を以下のように考える。LIME と ELP の統合

化係数を，CO2 を基準の 1 として比較したものを

表－4 ELP の統合化係数(kg‐1)6)と統合結果 

統合値 

  
環境

負荷

統合化

係数 負荷量 

(×107) 

負荷低減量

(×105) 

CO2 631 297.5  3.2 

NOx 858000 1860.4  30.8 

SOx 894000 304.4  4.2 

石油 320 22.1  0.7 

鉄 6230 669.8  ― 

木材 183 0.3  ― 

CASE1

合計 ― 3154.4  38.9 

CO2 631 469.1  12.0 

NOx 858000 2790.5  114.8 

SOx 894000 456.3  16.4 

石油 320 33.6  2.4 

鉄 6230 2946.8  ― 

木材 183 0.9  ― 

CASE2

合計 ― 6697.1  145.6 
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図－6 負荷量および負荷低減量(LIME) 
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図－7 負荷量および負荷低減量(ELP) 

CASE 1 
CASE 2 

10.3 年 22.5 年 

12.6 年 22.2 年 

建設時の負荷量 

建設による負荷低減量 

建設時の負荷量 

建設による負荷低減量 

-1703-



 環境便益の違いを引き起す要因と考えられる。

このように統合化手法の違いにより環境便益

が変化するとはいえ，対象とした RC 構造物では

環境便益には大きな差が見られなかった。つま

り，この場合，統合化手法の評価地点の違いに

よる環境便益への影響は小さいといえる。 

コンクリート構造物の便益評価を行なう場

合，どちらの統合化手法を用いるのが適当か考

察する。まず各手法の特徴を見てみると，LIME

は環境変化による被害量を評価地点にしてお

り，統合化に含める領域終端や保護対象が明確

に定義されているため，透明性が高い。ただし，

環境変化と被害の関係性を必ずしも正確に把握

できるわけではない。一方で，評価項目は少数

に集約しており，重み付けは評価者の持つ情報

に左右されにくい。これに対して，ELP は環境

変化による被害が不確実という理由から影響領

域で評価を行なっているため，実際に環境に及

ぼす被害を評価することができない。また，評

価地点が影響領域であるため評価項目が多く，

重み付けの際に評価者の知識により重み付けが

大きく影響される可能性がある。また，ELP で

はセメントなどの金属以外の鉱物は評価されて

いない。以上のことから RC 構造物対象とした評

価を行なう場合，現時点では ELP より評価でき

る項目が多く，負荷の発生からその被害までの

算定仮定の透明性の高い LIME を選ぶのが適当

だと考えられる。しかしながら，LIME は工業製

品を想定し開発されたものであるため，今後土

木構造物を対象とした手法の開発が望まれる。

表－5 CO2を 1 としたときの統合化係数 

  LIME ELP ELP/LIME 

CO2 1.00  1.00  1.000 

NOx 125.57  1359.75  10.829 

SOx 623.22  1416.80  2.273 

石油 1.28  0.51  0.397 

鉄 0.32  9.87  30.854 

木材 60.87  0.29  0.005 

５．結論 

本研究の範囲および仮定において以下のこと

が言える。 

(1) 建設による環境負荷に関しては，CO2，SOx

の排出量は，資材製造で多く， NOx 排出量

は，施工によるものが多い。 

(2) 渋滞解消による環境負荷低減に関しては，

CASE 1 では約 4%だが，CASE 2 では約 14%

と大幅に改善された。これにより環境便益も

約 2 倍に増加した。このことは，本論文で想

定した条件の下では，地下道のみを建設した

ことによる環境便益は小さいが，鉄道高架橋

を建設することでそれらの相乗効果が大き

くなることを意味する。 

(3) 環境便益を評価した結果，地下道建設時の環

境負荷量が自動車交通の環境負荷低減分に

より相殺されるまでの年数は，CASE 1 の場

合，LIME で 22.5 年，ELP で 22.2 年，CASE 

2 の場合，LIME で 10.3 年，ELP で 12.6 年と

なった。これらの結果から，評価地点の違い

が環境便益に及ぼす影響は小さいと言える。
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