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　他産業再生資材であるガラスカレットの積雪寒冷地における凍上抑制層材料への適用については、
凍上の抑制効果、融解期の支持力、環境安全性、供用性やその他材料性状等が明確ではなく、利用が
進んでいない。そこで、本研究ではガラスカレットを凍上抑制層材料に用いた試験施工を行い、その
適用性を確認した。その結果、ガラスカレットは凍上抑制層に用いると切込砕石等の粒状材料より熱
伝導率が小さくでき、最大凍結深さを低減する効果や路床の凍結期間を短縮する効果を有することを
明らかにすることができた。また、融解期における舗装体の支持力は、粒状材料を用いた場合と同程
度であることを確認した。さらに、ガラスカレットの環境安全性や製造時におけるCO2発生量の削減
効果（粒状材料と比較して12％程度削減）も確認された。
《キーワード：積雪寒冷地、リサイクル、ガラスカレット、最大凍結深さ、凍上》

　Glass cullet, which is a material recycled from industries other than road construction, has not 
been used as an anti-frost heave layer for roads in cold snowy regions because the material's 
properties, effectiveness in mitigating frost heave, bearing capacity during the frost-heave season, 
environmental safety and performance have not been clarified. This study found that glass cullet 
can be used as the anti-frost heave layer, as verified by the experimental construction of a test road 
section. The experiment clarified that the installation of an anti-frost heave layer consisting of glass 
cullet is effective in reducing the maximum depth of frost penetration and frost duration in the 
subgrade, because the thermal conductivity of glass cullet is lower than that of conventional 
granular material. The experiment also clarified that, during the frost-heave season, the layers 
below the pavement of the test road section installed with glass cullet had pavement bearing 
capacity equal to that of the sub layers constructed of a conventional granular material. The 
experiment also clarified that glass cullet has no environmental safety problems and that it affords 
CO2 emissions reductions of about 12％ at production relative to the value for production of 
conventional granular material. 
《Keywords：cold snowy regions, recycle, glass cullet, maximum frost penetration depth, frost 
heaving》
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１．はじめに

　ガラスびんには、回収して何度も使用されるリター
ナルブルびん（ビールや牛乳びんなど）と、一度の使
用で捨てられるワンウェイびん（ドリンク剤や調味料
のびんなど）の二種類がある。リターナブルびんは、
繰り返し洗浄して何度も利用できるため、使い捨て容
器に比べて環境負荷が低く、地球温暖化対策、3R対
策の一体的な取組を進める上で、極めて有効な容器で
あり、平成28年国内実績1）で年間84.2万tが使用されて
いる。一方、ワンウェイびんは年間102.4万t製造され、
使用後は主に地方自治体が回収し、日本容器包装リサ
イクル協会2）へ引き渡される。その後、びん用カレッ
トとして79.4万t、その他用途として17.6万tがリサイク
ルされている。
　表－1に回収したガラスびんの利用用途内訳を示す。
なお、回収したガラスびんはワンウェイビンと使用で
きなくなったリターナルびんが含まれた数量を対象と
している。ガラスびんへの利用が71.0％、路床・路盤・
土壌改良用骨材が17.9％、舗装用骨材が1.5％であり、
ガラスびん以外の30％程度が他産業再生資材として利
用されている。
　また、平成28年のガラスカレットのびん用やその他
用途に使用されたリサイクル率3）は71％であり、資源有
効利用促進法における平成32年度までの目標値75％に
近づいている。ただし、平成28年においては、37万tの
回収されないワンウェイびんや資源化できない残渣が
最終処分場に埋立てられていると推定されている2）。
　ガラスびんの建設産業への利用はアスファルト混合
物に混入する事例が多く報告4）されている。しかし、
この文献によると品質管理の面においては、ガラスカ
レット入りアスファルト混合物は剥離しやすく、走行
車両による骨材飛散も指摘され、混入率を10％以下と
することが望ましいとされている。
　建設産業におけるガラスカレットのさらなる利用促
進のためには、アスファルト混合物以外との組み合わ
せも検討する必要があると考える。そこでガラスカレ
ットの土木材料としての有効利用方法のひとつとし
て、凍上抑制層材料への使用の適用性について検討し
た。北海道のような積雪寒冷地では、凍上対策として
路床土の一部を凍上しにくい材料で置換する置換工法
がとられており、本研究では通常用いられている粒状
材料の代わりにガラスカレットを凍上抑制層として利
用することを試みた。

２．試験施工

　
　ガラスカレットの凍上抑制層材料としての適用性を
検討するために行った過去5年間の骨材の材料試験結
果と旭川市役所の構内道路における試験施工結果から
得られたデータを用いた。使用したガラスカレットは
北海道内の地方自治体から回収されたガラスびん全体
の65％程度（平成27年度実績10,652t）2）を受け入れて
いる旭川市内のガラスカレット専用のプラントで製造
された材料である。なお、このガラスカレットについ
ては、処理の過程でびんの蓋や紙ラベルは手作業で除
去され、粒径を0～5mmに調整されている。また、試
験施工箇所である構内道路は旭川市が管理しており、
冬期間の除雪は市道と同水準で実施されている。
　図－1に試験施工の工区割を示す。ガラスカレット
を凍上抑制層に使用した再生資材工区と旭川地区で一

表－1　ガラスびんの利用用途2）

図－1　試験施工の工区割

図－2　舗装構成と熱電対の埋設位置
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般的に凍上抑制層材料として使用されている切込砕石
80mm級（以下、切込砕石）を用いた比較工区を設け
た。試験施工の舗装構成は旭川市の市道の舗装構成に
準拠し、図－2に示すとおりとした。
　なお、舗装構成の考え方は舗装路面上に圧雪がある
ことを前提としており、置換厚さは80cmとした。
　表－2に調査項目を示す。試験施工で用いる材料の
性状試験やガラスカレットの環境安全性を評価する溶
出試験や含有量試験を行った。次に現地の試験施工を
行い、このうち施工時には締固め度等の品質管理を行
い、供用後には図－2に示す銅－コンスタンタン熱電
対（以下、熱電対）よる温度計測、凍結深さの計測、
修正Berggren式による凍結深さの推定5）、冬期間の
凍上量調査、融解期の支持力を把握するFWD試験、
供用性状の把握も行った。さらにガラスカレットを利
用することによるCO2排出量の試算等も行った。

２．１　室内試験結果

　凍上抑制層材料に使用したガラスカレット、および
切込砕石の室内試験結果を表－3に示す。なお、ガラ
スカレットの品質の変動を把握するため、先述の過去
5年間（平成24～28年）のデータを用いた。表中の2段
に記載してある数値については、上段が試験施工で使
用した材料の室内試験結果、下段の括弧書きの試験デ
ータについては過去5年間の室内試験結果の平均値と
標準偏差を記載した。
２．１．１　骨材の微粒分試験

　微粒分試験は5mm以下の骨材を対象に実施するもの
であり、骨材の凍上性を評価する試験である。北海道
開発局「道路・河川工事仕様書」6）の規格値では、5
mm以下の骨材に対する75μm以下の比率を砂の場合
は6％以下、切込砕石の場合は15％以下とするよう定
めている。ガラスカレットの試験値は砂の規格値を満
足する性状となっている。また、過去5ヶ年間の平均値
は2.0％、標準偏差0.73％を示し、全てが規格値を満足
している。
２．１．２　粗骨材の密度・吸水率試験

　ガラスカレットの密度は切込砕石と比較し、同程度
であるが、吸水率は0.19％を示し、切込砕石2.33％と
比較し小さい結果となった。過去5ヶ年の吸水率の試
験データでも同様な結果を示した。
２．１．３　ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり

　　　　　　減り試験

　ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり減り試験は
施工時の転圧機械による細粒化を評価する試験であ

る。試験の結果は、ガラスカレットが26.0％、切込砕
石が21.6％を示し、ガラスカレットの値は切込砕石と
比較しやや大きな値となった。凍上抑制層には規格値
がないが、下層路盤の規格値である45％以下を満足す
る値となっている。
２．１．４　硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験

　骨材の安定性試験は凍結融解の耐久性を評価するも
のである。試験の結果、ガラスカレットの安定性試験
損失量は切込砕石と比較し低い値となった。このこと
からガラスカレットの凍結融解に対する耐久性は、切
込砕石と比較し高いと考えられる。これはガラスカレ
ットの吸水率が低いことが起因していると考えられ
る。なお、過去5ヶ年の試験データでも同様な結果が
得られた。
２．１．５　突固めによる土の締固め試験

　図－3にガラスカレットと切込砕石の突固め試験結
果を示す。切込砕石は最適含水比が明確に分かる凸型
の締固め曲線となっているが、ガラスカレットは吸水 

表－2　調査項目

表－3　室内試験結果
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関係を図－4、5に、作業状況は写真－1に示す。図に
示す測線とは、試験施工の各工区で転圧時の沈下量を
測定した位置を示す。なお、転圧時の1層当たりの仕
上がり厚さは20cmとした。使用した転圧機械の選定
については、再生資材工区は施工性を考慮し砂の転圧
に有効な振動ローラを、比較工区はタイヤローラを使
用した。再生資材工区と比較工区では、転圧機械が異
なるため単純な比較はできないが、再生資材工区は振
動ローラによる転圧において、転圧回数が4～6回程度
で沈下が収束した。また、転圧終了までの沈下量は30
mm程度である。一方、切込砕石を用いた比較工区で
は、タイヤローラを用いた転圧において、転圧回数が
6～8回程度で沈下が収束し、転圧終了までの沈下量は
40～70mm程度となった。比較工区の測線1と測線2の
転圧回数と沈下量の関係が異なるのは、測線の位置に
おける粒度分布のバラツキの影響と考えられる。ま
た、ガラスカレット工区の測線1と測線2の転圧回数と
沈下量の関係が同じような推移を示しているのは、均
一な材料であることが影響していると考えられる。
　再生資材工区および比較工区の凍上抑制層において
砂置換法により密度測定を行い、締固め度を計測した
結果を図－6に示す。再生資材工区は平均101.8％、比
較工区は平均92.7％となり、再生資材工区は比較工区
より高い値を示した。なお、再生資材工区の転圧作業
は振動ローラ、比較工区はタイヤローラを用いて施工
を行ったが、ガラスカレットの転圧作業時のスリップ
による走行不能もなく作業性に問題はなかった。

図－3　凍上抑制層材料の突固め試験

表－4　溶出基準と試験値

表－5　含有量基準と試験値

率が低いため、含水比を変動させても乾燥密度に変動
があまり見られなかった。一般的な骨材では、ある含
水量の範囲まで水が潤滑剤となって土粒子の摩擦力を
低減するため締固めにより乾燥密度が増大する。一
方、ガラスカレットは吸水率が低いことや撥水性の材
料であるため水の潤滑剤の効果に変化が少ないと考え
られるが、含水比の変動があっても所定の締固め度が
得られやすい材料であるといえる。
２．１．６　CBR試験

　凍上抑制層は路床の一部を構成する材料であるの
で、支持力を評価するためCBR試験を実施した。ガ
ラスカレットは切込砕石と比較し支持力は低いが、設
計CBRの上限値である20％7）は確保されている。
２．１．７　凍上試験・凍結融解後のCBR試験

　NEXCO試験方法による凍上試験8）を行い、ガラス
カレットは非凍上性の材料であることを確認した。ま
た、凍結融解後のCBR試験では、凍結融解後の支持
力を評価するCBR保存率は切込砕石より大きく凍結
融解作用を受けても支持力の低下は少ないことが確認
された。 
２．１．８　溶出試験・含有量試験

　他産業で発生する再生資材全般に共通する環境安全
性の評価基準は現在定められていない。ただし、凍上
抑制層に使用する場合は、土壌などと接する使用形態
であるので、「土壌汚染対策法施行規則」9）に準拠
し、溶出試験および含有量試験を実施した。表－4、5

に試験結果を示す。試験結果では溶出試験、含有量試
験のいずれにおいても基準値を満足していた。このこ
とから今回試験施工で用いたガラスカレットの環境安
全性は問題がないことを確認できた。

２．２　現地調査結果

２．２．１　品質管理

　再生資材工区および比較工区の転圧回数と沈下量の 

寒地土木研究所月報　№781　2018年６月  5



図－4　転圧回数と沈下量の関係（再生資材工区） 図－6　締固め度

写真－2　球体落下試験

図－5　転圧回数と沈下量の関係（比較工区）

写真－1　再生資材工区の転圧状況と測線
図－7　ガラスカレットと粗砂の粒度分布

図－8　砂置換法と球体落下試験の関係

　次にガラスカレットの品質管理手法を検討するため
に、現場で簡易に測定できる球体落下試験を実施した
（写真－2）。この試験方法は北海道開発局「道路・
河川工事仕様書」6）において凍上抑制層材料に用いら
れる火山灰や砂の締固め管理に用いられている試験方
法である。この試験方法は地表面より60cmの高さか
ら球体を地表面に落下させ、路床等に生ずるくぼみの
弧の長さ（D値）から支持力の大小を判定する方法で
ある。
　ガラスカレットの粒度分布は、図－7に示すように
粗砂と比較すると2.36mmふるいを通過する砂分に相
当する細骨材は少なく2.36mmふるい通過量が66％占    
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める材料であり、粗砂よりやや粗い材料であることが
分かる。砂置換法により得られる締固め度と球体落下
試験で得られるD値の両者を比較した。試験結果を図

－8に示す。図には他の施工箇所でガラスカレットの
締固め度と球体落下試験を実施したデータも追加し図
示した。試験結果では砂置換法により得られた締固め
度とD値の関係の相関は高く、球体落下試験を用いて
も締固め度の品質管理ができる可能性が示唆された。
２．２．２　舗装体温度

　試験施工箇所の舗装体温度の計測結果の事例とし
て、調査の初年度である2010年の温度データを示す。
2010年を例示したのは、同時に実施した凍上量調査と
舗装体温度の関係を後述するためである。なお、本報
文では舗装体を表層から路床までと定義する。試験施
工箇所の2010年における凍結指数は531℃・daysであ
り、調査期間中5ヶ年（2010～2014年）の平均値623
℃・daysと比較し温暖な気象条件であった。
　試験施工区間におけるアスファルト混合物層の表面
部（深さ2.5cm）、下層路盤層の中間部（深さ26cm）、
凍上抑制層の中間部（深さ53cm）、路床の上面部（深
さ83cm）における温度の測定結果を図－9～12に示
す。アスファルト混合物層の温度は、再生資材工区と
比較工区においてあまり差は見られず、舗装表面の舗
装体温度は両者とも同程度と考えられる。一方、下層
路盤層内部の温度は1～2℃程度、凍上抑制層内部の温
度は1～3℃程度の温度差が見られ、再生資材工区の方
が比較工区に対して初冬期から2月上旬あるいは下旬
まで高い温度で推移している。また、路床の温度も凍
上抑制層と同様な傾向を示しており、さらに比較工区
の路床が凍結した期間は19日間であるのに対して、再
生資材工区は0日であった（表－6）。2月下旬以降
は、下層路盤層、凍上抑制層、路床の温度データは逆
転し、比較工区の方が高い結果となった。こうした結
果は、後述するガラスカレットの熱伝導率が切込砕石
と比較し小さいため、冬期間は路床に寒さを伝達しに
くく、融解期は下面からの地熱を下層路盤に伝達しに
くい影響と考えられる。
２．２．３　路床の凍結期間と凍結日数

　表－6に再生資材工区と比較工区の路床の凍結期間
と凍結日数を示す。また、表には併せて凍結指数も記
載した。5ヶ年の調査期間の内、再生資材工区の路床
が凍結したのは2011、2012年の2ヶ年のみであり、
2010、2013、2014年は、路床は凍結していない。これ
は2011、2012年の凍結指数が700℃・days以上の寒冷
な年であったためである。また、この両年度において

図－9　舗装体の温度（アスファルト混合物）

図－10　舗装体の温度（下層路盤層）

図－11　舗装体の温度（凍上抑制層）

図－12　舗装体温度（路床）
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定数の算出は「寒冷地地盤工学」5）を基に算出した
が、ガラスカレットの熱伝導率についてはサーマルプ

も路床の凍結日数は、比較工区と比べて60日間程度短
くガラスカレットの断熱効果が確認された。
２．２．４　凍上量調査

　舗装体の凍上の影響を把握するため、2010年に再生
資材工区では3測線、比較工区では4測線で凍上量を計
測した。凍上量調査の結果を図－13に示す。比較工区
において最大凍上量が概ね20mm程度であるのに対
し、再生資材工区では5mm程度と凍上量は明らかに
小さくなっている。これは、比較工区では路床内部ま
で凍結していたが、再生資材工区では路床が凍結しな
かったといった違いによるためと考えられる。また、
表－3の材料試験の結果に示すように、ガラスカレッ
トの凍上率は0.3％、切込砕石の凍上率は0.8％と、ガ
ラスカレットの方が凍上しにくい材料となっているこ
とも影響していると考えられる。
２．２．５　最大凍結深さ

　最大凍結深さとして図－2に示す熱電対による深度
別の温度からプラスとマイナスの境界となる温度デー
タを抽出し、両温度間を一次関数で内挿して0℃の位
置を算出した。なお、マイナスの温度の深度が93cm
を越える場合は83cmと93cmの温度データを用い、一
次関数を外挿し0℃の位置を算出した。また、修正
Berggren式5）による凍結深さの推定も併せて実施し
た。表－7に計算に用いた各材料の熱定数を示す。熱

表－6　路床の凍結期間と凍結日数 表－7　各材料の熱定数

図－14　熱電対の温度計測による最大凍結深さ

図－15　最大凍結深さの実測値と解析値の関係

（再生資材工区）

図－16　最大凍結深さの実測値と解析値の関係

（比較工区）

図－13　凍上量調査

8 寒地土木研究所月報　№781　2018年６月



数を比較すると、凍結指数が大きくなるに伴いD0たわ
み量も大きくなる傾向が見られ、凍結が路床にまで及
び、さらにより深く達した年はD0たわみ量も大きく
なっていることが確認できた。
２．２．７　供用性状

　試験施工箇所の状況を写真－3に示す。冬期間は除雪
ステーションとなっており、除雪車も頻繁に走行する
区間である。図－18に5年経過後の供用性状を示す。
わだち掘れ量は比較工区8mm、再生資材工区12mmを
示し、再生資材工区のわだち掘れ量は比較工区と比べ
てやや大きいが、どちらの工区も良好な路面状態であ
る。
２．２．８　CO2の削減効果

 「舗装の環境負荷低減に関する算定ガイドブック」
（以下、ガイドブック）12）による手法を用い、ガラス
カレットを凍上抑制層に利用した場合のCO2排出量の
削減効果を算出した。
　表－8にCO2排出量算定の設定条件を示す。ガラス
カレットの単位容積質量は実績値、ロス率は切込砕石
と同じ値とし、切込砕石の単位容積質量およびロス率
はガイドブックの値を使用した。なお、ロス率とは施
工時の散逸等を考慮した比率である。表－9に施工機

ローブ法によって算出した参考文献10）の値を引用し
た。ガラスカレット、切込砕石、路床土の熱容量と融
解潜熱は、施工時に採取した試料の含水比、乾燥密度
を用い算出した。
　図－14に熱電対の温度計測による最大凍結深さを示
す。各年度とも再生資材工区の最大凍結深さは比較工
区より10～30cm程度浅い結果となった。旭川市の10
年確率凍結指数（2003～2013年データを使用）は763
（℃・日）であるので、2011年や2012年は概ね10年に
1回起こると推定される凍結指数に相当する。さらに、
修正Berggren式を用いて最大凍結深さの解析を実施
した。図－15に再生資材工区の最大凍結深さの実測値
と解析値の関係を示す。実測値と解析値の差は、2010
年については14cmの差が生じたが、2011～2014年度
は5～8cmであり、概ね10cm以内の範囲に収まってい
る。
　図－16に比較工区の最大凍結深さの実測値と解析値
の関係を示す。2010～2014年度の実測値と解析値の差
は5～8cmであり再生資材工区と同程度の解析精度であ
る。
２．２．６　FWD試験

　図－17にFWD試験の結果を示す。図には凍結指数も
併せて記載した。FWD試験は2010年11月の施工後に
初期値を測定し、その後の追跡調査では舗装体の支持
力が低下する融解期に行ない、測定期間は5ヶ年間実
施した。図に示すD0たわみ量は49kNに荷重補正後、
20℃に温度補正11）した値を用いた。なお、D0たわみ
量とは載荷板直下のたわみ量である。
　再生資材工区と比較工区の初期値に着目すると、再
生資材工区は比較工区と比べてD0たわみ量は同程度
の舗装体の支持力を示した。また、融解期の追跡調査
の結果についても、再生資材工区は比較工区と比べて
同程度の支持力を有していることが確認された。
　再生資材工区および比較工区のD0たわみ量と凍結指

12

8

0

5

10

15

20

25

30

m
m

図－17　FWD試験

図－18　供用性状

写真－3　試験施工箇所の状況
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（1）ガラスカレットの材料性状
　ガラスカレットは凍上試験の結果、非凍上性の材料
であることを確認した。また、凍結融解作用を受けた
後のCBR保存率は82.0％を示し切込砕石より高いこと
や安定性試験損失量も低いことから、ガラスカレット
は凍結融解による支持力低下が少なく耐久性が高い材
料と考えられる。
（2）環境安全性
　ガラスカレットを用い溶出試験や含有量試験を実施
した結果、環境安全性に問題がないことを確認した。
これは、収集するガラスびんが主に飲料用であること
や、ガラスびんの成分がSiO3等の安全な素材であるこ
とが考えられる。
（3）品質管理
　ガラスカレットの転圧作業は振動ローラを用いて施
工を行ったが、作業性には問題はなく、6回程度の転
圧を行うことで所定の締固め度である90％以上を得る
ことができた。
　砂置換法以外の方法として現場で品質管理が簡易な
球体落下試験を実施した結果、ガラスカレットの凍上
抑制層の品質管理手法として活用できる可能性がある
ことを確認した。
（4）路床の凍結期間・最大凍結深さ
　ガラスカレットは熱伝導率が切込砕石と比較し低い
ことから熱を伝導しにくい材料であり断熱効果があ
る。そのため、比較工区では路床まで凍結するが、再
生資材工区では路床が凍結しない年があることを確認
した。また、比較工区と比べて下層路盤、凍上抑制
層、路床の温度が下がりにくく、たとえ再生資材工区
の路床が凍結した年でも、路床の凍結期間を最大60日
間程度短縮できることを確認した。さらに、ガラスカ
レットを凍上抑制層に使用すると、その断熱効果によ
り最大凍結深さが低減され、実測値では最大30cm程
度の差があることを確認した。また、修正Berggren
式を用い最大凍結深さを試算し比較した結果、実測値
と解析値の差は概ね10cm程度であることを確認した。
（5）凍上量調査
　再生資材工区の凍結が路床まで到達しない年度につ
いて凍上量を確認した結果、再生資材工区の凍上量が
比較工区より小さい結果となった。これは、主にガラ
スカレットの断熱効果によるものと考えられる。
（6）融解期の支持力・供用性
　FWD試験により融解期における再生資材工区のD0た
わみ量による再生資材工区の支持力を評価した結果、
比較工区と同程度であることが確認された。また、再

械・素材のCO2原単位を示す。算出に当たっては使用
する施工機械は同一とした。なお、ガラスカレットの
CO2原単位は製造工場の消費電力の実績値を用い算出
したものである。
　図－19にガラスカレットを使用した場合のCO2排出
量の削減効果を示す。今回の設定条件を用い試算した
場合、12％程度の削減効果があることを確認した。

３．結論

　本報文では、積雪寒冷地においてガラスカレットを
道路の凍上抑制層材料として使用し、その適用性につ
いて検証した。以下に得られた知見を示す。なお、対
象となるガラスカレットは0～5mmに粒度調整され、
びんの蓋や紙ラベルを手作業で除去した材料である。

表－8　CO2排出量算定の設定条件

表－9　施工機械・素材のCO2原単位

図－19　CO2排出量の比較
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生資材工区の供用後のわだち掘れ量はやや大きい結果
となったが路面状況も良好であることから、供用性に
は問題ないと考えられる。
（7）CO2の削減効果
　ガラスカレットを使用した場合のCO2排出量の削減
効果を試算した結果、12％程度の削減効果が得られる
ことを確認した。

　以上の結果から、ガラスカレットの材料性状として
は、非凍上性であり凍結融解の影響を受けにくい材料
であることが確認された。また、作業性や環境安全性
に問題がなく、ガラスカレットの断熱効果により凍結
深さを低減することができ、供用性状にも問題がない
ことが確認された。上記の結果を踏まえると積雪寒冷
地において0～5mmに粒度調整されたガラスカレット
を凍上抑制層材料として適用することについては問題
ないと考えられる。ただし、ガラスカレットの品質は
変動する可能性があるので、環境安全性を確認後、使
用することが望ましい。なお、適用に当たってはライ
フサイクルコストだけではなく、ライフサイクルアセ
スメントなどにより環境負荷低減に関する寄与も勘案
することが望ましい。
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