
11）はじめに
「ライフサイクルデザイン型エコマテリアル」は、

材料が製造されてから廃棄されるまでの一生（ライ

フサイクル）を通じての環境負荷が低減されるよう

設計された材料を指す。前述の２種類のエコマテリ

アルが材料のパフォーマンスで特定の環境問題に対

処するのに対し、「材料そのものが環境に優しく」

という設計思想で作られた材料（および材料技術）

である。

材料の環境負荷BLは、製造時の環境負荷BP、使用

中の環境負荷BU、廃棄処理時の環境負荷BE、リサイ

クルによる控除BRの合計でBL＝BP+BU+BE-BRと表

せる。この環境負荷に対して、材料が使用中どのく

らいのサービスSUを提供できるかを表したのが環境

効率

である。環境負荷の小さな材料を作るためには、

BP、BU、BEを小さくし、SUとBRを大きくするよう

設計しなければならない。これに基づき、ライフサ

イクルデザイン型エコマテリアルは次の４つに分類

できる。1)

（1）高物質効率材料（SUを大きく、BUを小さく）

（2）低環境負荷履歴材料（BPを小さく）

（3）有害物質フリー材料（BEを小さく）

（4）高リサイクル性材料（BRを大きく）

もちろんこの分類は厳密なものではなく、複数の

特徴を併せ持っている場合も多い。（1）、（2）は従

来型の材料研究のベクトルとも共通する場合も多く

（例：高比強度材料、材料の長寿命化、プロセスの

効率化・省エネ化、etc.）、他の章でも解説されてい

るので、ここでは有害物質フリー材料および高リサ

イクル性材料について最近の動向と今後の展望を述

べる。また、ライフサイクルデザイン適合性の評価

技術も紹介する。

22）有害物質フリー
エレクトロニクス産業が生み出す製品は生活を豊

かにする反面、多くの有害物質を環境に排し、環境

負荷が高い産業の代表でもある。従って有害物質フ

リーに関する研究の多くはこのエレクトロニクス産

業におけるものを中心として行われている。特に日

本における家電リサイクル法の施行やEUにおける

WEEE、ROHS指令の施行によりエレクトロニクス

製品からに重金属を中心とする有害元素排除が急務

となっている。この影響を最も受けるのが電子実装

であり、鉛を含まないはんだつまり鉛フリーはんだ

合金およびそれを用いた電子実装の開発が全世界で

行われている。

世界の動向：当初、鉛フリーはんだの開発は90年

代前半から米国のNCMS (National Center for

Manufacturing Science） Lead-Free Solder Project

から始まり、EUのIDEALS (Improved Design Life

and Environmentally Aware Manufacturing of

Electronics Assemblies by Lead-Free Soldering）、そ

して日本の産業界中心とした活発な開発研究へとつ

づいたが、鉛フリー化の難しさ、特に高温用途のは

んだ開発の困難から米国では法制化から除外される

ことになった。しかし、EUのWEEE/ROHS法案お

よび日本における実用化推進研究の成果から再度米

国においてもNEMI（The National Electronics

Manufacturing Initiative）により鉛フリー実装の産

官学の研究体制が組織され現在に至る。EUでは、

上記IDEALSプロジェクトで中温系はんだ（Sn-Ag-

Cuはんだ）の実用化が可能なことが確認されたが、

実用面では様々な問題を抱えており、COST351

Project（EU COST Initiative）および IMECAT

（Interconnection Materials for Environmentally
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Compatible Assembly Technologies）Projectが進行

中である。図1に欧米におけるこれまで行われてき

た鉛フリー実装関連のプロジェクトを示す。

国内の動向：国内では、上述のNCMS Lead-Free

Solder Projectに刺激され産業界を中心とした開発研

究が活発に行われ、NEDOプロジェクト（1997-2000

年）、最近の日本溶接協会および電子情報技術産業

協会（JEITA）を中心とした中温系はんだ（Sn-Ag-

Cuはんだ）の標準化のプロジェクトが行われ、

JEITAのプロジェクトに関しては低温系はんだの開

発プロジェクトへ続いている。これら日本における

各プロジェクトは産業界中心で組織され欧米のよう

な産官学の体制は組織されていない。電子産業は日

本を支える重要な産業であるにもかかわらず、学術

機関、特に国研の問題意識や積極参加姿勢は欧米に

対し比べ物にならないほど低いという問題を抱えて

いる。そのため、実用面では多くのデータを取得し

たが、学術基盤が形成されておらず、知的財産権は

欧米がリードしている状況にある。

NIMSの現状・NIMSの研究：NIMSにおける鉛フ

リー実装の研究は、個人レベルでの研究体制しかな

く米国のような国立研究所を中心としたような研究

体制は皆無である。だだし、最近ではエコマテリア

ル研究センターのメンバーがJEITAプロジェクトに

参画するようになり、旧国研の積極的な参加が産業

界や業界団体から期待されている。

NIMS外の注目研究、今後の動向：NIMS外の研究

としては、産業界と大学（一部の国立大学）の研究

が中心で、低温系鉛フリーはんだ技術開発のJEITA

プロジェクトが注目されている。これまでに中温系

のSn-Ag-Cu系が実用化されたのみであり、電子実装

全体を鉛フリー化するには、高温系および低温系の

はんだ合金およびその周辺技術の開発が不可欠であ

る。特にLSIのパッケージングに使用される高温系

はんだ（Pb-5Sn）の代替はんだがまったく見つかっ

ておらず、今後の学術機関が中心となった研究開発

体制が必要とされる。また、はんだ合金を使用しな

い接合システム、例えば導電性接着技術（一部実用

化されている）なども今後の研究のトレンドとなる

であろう。さらに鉛フリー関連技術の標準化に対す

る動きが各国とも活発化しており、標準化の国際競

争が激化することは間違いない。従って、これまで

確立してきた技術、またこれから開発される関連技

術の標準化を国家戦略として産官学ですばやく推進

していくいことが求められている。

33）リサイクル対応
どんなにプロセス技術が進歩しても、無選別のゴ

ミの山を溶かしてそこから何種類もの廃棄前と同品

質の材料を取り出すことは不可能であろう。その意

味で、リサイクルシステムの確立は、法整備や回収

ルートの構築、選別の徹底といった社会システムの

充実と易解体性などリサイクル対応の製品設計が鍵

である。しかし現実的な問題として、不純物を許容

できるリサイクルプロセス技術の開発や、材料自体

のリサイクル性の向上といった材料の面からのアプ

ローチも、非常に重要な役割を担っている。またリ

サイクル対応の製品設計にも、材料技術が寄与する

ところは大きい。

リサイクルプロセス技術：国を問わず、材料の種
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図１　世界における鉛フリー実装関連プロジェクト



類を問わず、使用済み製品から出る老廃スクラップ

が今後増加することが確実であり、対処的な技術と

して、老廃スクラップのリサイクル技術の進歩が急

務である。特に、プラスチック、構造用金属材料、

コンクリートが廃棄物量の多さから言って重要であ

り、アメリカ、欧州、日本ともこの３つをターゲッ

トにした研究プロジェクトは多い。アメリカでは軍

絡みのFRPリサイクルプロジェクトも目立つ。

老廃スクラップはほとんどの場合何らかの複合処

理がなされている上、品質管理が容易でなく異物の

混入が避けられない。人工的に混入する不純物に対

する除去プロセス技術は十分ではなく、現状では元

の用途よりも低品位な素材へのカスケードリサイク

ルが多くならざるを得ない。今後は、分離・精製技

術の向上を目指した研究を進めるだけでなく、人工

不純物の存在を許容したり、不純物を利用したりす

るプロセス技術をさらに推し進める必要がある。最

近のエコマテリアル国際会議2) , 3)や材料系国際論文誌

のエコマテリアル特集4) , 5)でも、こうした研究が注目

されていることがうかがえる。このような観点から

のリサイクルプロセス研究は、例えば次のように分

類できる。それぞれの詳細は、上記文献を参考にさ

れたい。

（1）不純物の無害化：プロセス時に悪影響を及ぼ

す不純物について、そのメカニズムを明らかにし、

プロセス時の不純物の働きを封じ無害化する手法。

（2）不純物利用材料設計：不純物の存在形態や分

布を適切に制御してやることで、有効な添加元素と

して積極的に利用する方法。

（3）固相リサイクル：材料を溶解、精製するプロ

セスを取らずに、強加工などによってスクラップ材

料を固相状態のまま再素材化する技術。

リサイクラブル材料設計：回収されるスクラップ

原料のリサイクル技術を考える一方で、これから世

に送り出す材料に対しては、使用後リサイクルが行

いやすいよう、予めリサイクラブル材料設計を組み

込んでいく必要がある。特に複合材料ではこの考え

方は重要である。リサイクラブル材料設計として、

以下の流れが挙げられる。

（1）構造制御リサイクラブル設計：成分調整によ

って特性の向上を図るのではなく、単純な組成の材

料を用い、微細組織の制御による特性変化を利用し

て多様な性質の材料を生み出す考え方。

（2）新しい複合材料：まったく同一の化学組成で

異なる性質を有する材料の組み合わせや、界面に解

体性を組み込んだ材料設計。

リサイクラブル製品設計のための材料技術：ライ

フサイクルエンジニアリングを基本とした製品のエ

コデザイン（環境調和型デザイン）の重要な要素の

一つに易解体性設計がある。易解体性設計のコア技

術である接続部の分離し易さは重要であり、その重

要性が近年認識されるようになって来た。解体処理

に時間が掛かるネジに替わって、簡単に締結を解除

できるワンタッチ締結が種々提案され、形状記憶バ

ネ6)やネジ山が消えてなくなる形状記憶ネジのような

全く新しいタイプも開発されている。接着剤などの

樹脂接合では、加熱する事によって軟化し接合部が

分離し易くなる熱可塑性接着剤や加熱により樹脂が

液化ないしは発砲し界面を剥離するもの、吸水、紫

外線の照射により剥離するものなどが開発されてい

る。イースト菌と生分解性プラスチックを接続部に

導入し水を加える事でイースト菌を成長させ分離す

るユニークな方法なども提案されている。冶金的な

接続手法については界面の低融点材料の溶解や原子

やイオンの拡散を利用して界面に脆化元素を濃縮す

る方法、水素脆性を利用して剥離する方法などが提

案されている。近年低融点金属を界面に拡散させて

簡単に分離する方法などNIMSが開発した。分離を

考慮した接続手法はまだ萌芽的な段階にあり、今後

発展が期待される分野である。

今後の動向：リサイクルを意識した材料研究は世界

的に今後も間違いなく増えると思われる。しかし、こ

の分野の研究は、使われて初めて意味をなすというこ

とを忘れてはならない。将来を考えた研究、開発と同

時に、研究当初から実用をにらみ多様な規模のリサイ

クルに対応する個別技術を産業界とタイアップして開

発することが他の分野以上に重要であろう。

44）ライフサイクルデザイン型材料設計の
ための評価技術

ライフサイクルデザイン型エコマテリアルの進歩

には、従来の材料特性評価だけでなく、ライフサイク

ルデザイン適合性を正しく評価する技術が不可欠であ

る。評価の代表的な指標には、ライフサイクルアセス

メント（LCA）、マテリアルフローアカウンティング

（MFA）、環境効率および資源生産性等がある。
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環境負荷で考える指標：LCAは、ライフサイクル

思考を基礎として製品やサービスの環境側面を評価

することに特化した手法である。製品のライフサイ

クルは、大まかに製造段階、使用段階、廃棄段階に

分けられ、各段階で環境負荷が累積される。世界各

国で、LCAの方法論およびデータベースの構築の研

究は盛んに実施されている。海外の代表的な LCAソ

フトウェアとして、Bousted Model（http://www.

boustead - consulting. co. uk/products. htm）がある。

日本においてもインベントリデータは充実しており、

NIMSでは、鉄鋼素材や非鉄金属素材を含めたインベ

ントリデータベースをホームページ（http://www.

nims. go. jp/emc/）にて公開している。

物質・材料フローで考える指標：MFAとは、国、

地域、産業部門などを単位として、物質収支を定量

化して体系的に把握する手法である。このような調

査研究は、90年代後半から欧州を中心に盛んに実施

されるようになったとされている。日本でも、国立

環境研究所の森口ら7)によって先駆的な研究が実施さ

れている。東北大学では、東アジア圏を調査範囲と

したMFAの研究が、名古屋大、早稲田大、物質･材

料研究機構等との協力で進められている。これは、

MFAに関する日本のこれまでの成果を系統的に整

理し、かつ海外の動向に対応しつつ、国際的な比較

等へも積極的に使えるMFA手法の提案を目的とし

た研究である。（JST RISTEX ｢サステナビリティ指

標としての物質・材料フロー｣）

関与物質総量（TMR）とは、ヒドゥンフロー（隠

れたフローもしくはエコロジカルリュックサック）

に焦点を当てた手法である。物質利用に係る環境ス

トレス因子の有力な表現として提案され、材料集中

度（MIPS）としてアメリカ環境省の「環境適合設

計ガイドライン」8)においても重要視されている。日

本においては、NIMSが、金属をはじめとして、そ

の関与物質総量の概算を実施9)している。

一般に、｢リサイクル率｣と呼ばれる指標も物質や

製品のフローに基づく指標である。しかしながら、

リサイクル率は、業界毎および製品毎に指標の定義

および算出方法が異なり、さらには循環の一部分の

みに注目している指標が少なくない。エコマテリア

ル研究会では、リサイクルを議論する際の『共通の

言語』とも言える俯瞰的な物質フローの把握に基づ

く高リサイクル性指標の提案 10)を行っている。今後、

このガイドラインに基づいた、リサイクル率の議論

が行われることが望まれる。

サービスを考慮した指標：上記の指標は、環境効

率や資源生産性を考える上でも注目を浴びている。

環境効率は、製品レベルでは製品の環境負荷と製品

が提供するサービスを比較することで計算される。

環境効率では、製品の提供するサービスと製品の環

境負荷をどのように表現するかが問題となる。この

環境負荷を評価する手法が前述のLCAであるとも言

える。そして、環境負荷を資源消費量で代表させた

環境効率が資源生産性である。日本における循環型

社会基本計画では、国内総生産（GDP）を天然資源

等投入量（国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量）

で割ることによって資源生産性を算出している。し

かしながら、製品や材料などを評価するための共通

な指標の定義や算出方法は、未だ確立されておらず、

研究段階にあるといえる。
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