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一般論文

環境科学会誌27(2) : 93-106 (2014) 

エネルギー分析における変動因子係数を用いた

インベントリ分析の提案および検証

小 田秀 充t.岡島敬一・内山洋司

摘要

この研究の目的は，産業連関表の基本表および延長表，簡易表が未発行の年における，

産業構造の突発的変化が発生した場合，その影響を迅速に反映し簡易に推計できるイン

ベントリ分析法構築の第一歩を その検証を通して提案することである。

2005年産業連関表の基本表・同年度のエネルギーバランス表を通して得られた産業連

関分析法による直接・間接のエネルギー消費原単位を確定値とし，提案法である変動因子

係数法および延長表，簡易表によって算出した 2005年推計値とを比較検証した。その結果，

確定値との相対誤差率は昇順に延長表，変動因子係数法，簡易表となった。

また，推計年のエネルギーバランス表が存在しない場合を想定し. 1年間および2年間

の線型予測値を用いて算出した直接・間接のエネルギー消費原単位を 3方法毎に確定値と

比較した。その結果，変動因子係数法の精度は延長表未満，簡易表以上であった。直接・

間接のエネルギー消費原単位の相対誤差率が30%未満に収まる部門数の割合でも延長表，

変動因子係数法，簡易表の)11買であった。

以上から，本研究の範囲では変動因子係数を用いた直接・間接のエネルギー消費量の推

計は一定の誤差を内包しつつも 迅速簡易に変化を反映するインベントリ分析の l手法と

なり得る可能性が示唆された。

キーワード:インベントリ分析，産業連関分析法，鋳鍛造品，エネルギー消費原単位
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1.はじめに
組み合わせることにより LC1を実施する各種のハ

イブリッド法3)が開発されてきた。

財・サービスの生涯にわたる環境負荷を定量化

し，その影響を評価するライフサイクルアセスメン

ト(LifeCycle Assessment: LCA)の方法論は，ラ

イフサイクルエネルギ一分析，エネルギー技術の評

価において欠くことができない解析法として重要

な位置を占めている。 LCAには (1) 目的および調

査範囲の設定. (2) インベントリ分析. (3)影響評

価. (4)解釈の 4段階があるが1)中でもインベン

トリ分析 (LifeCycle 1nventory Analysis: LCI)は

その結果次第で影響評価ひいては解釈の結果も変

えるため. LCAにおいて中核的な役割を担ってい

る。 LC1の手法は，プロセス法と産業連関分析法

(input-output analysis: 10A) の2方法2)に大別さ

れる。更に第 3の方法としてプロセス法と 10Aを

2013年 6月7日受付. 2014年 1月27日受理

LC1に際し. 10Aを用いる場合の課題のひとつ

として，産業連関表 (input-outputtable: 10) の

基本表4) (以下，基本表)は頻繁には改訂されない

ため，分析時点で古いデータを使用せざるを得ない

場合が多いという問題を挙げることができる。この

問題は "dataage"の問題として. Suh et al.も取り

上げており .10 データに存在する 1~5 年の "data

age を10Aによる LCAの課題と指摘してい

る5，6)。この "dataage". すなわち 10の対象年と

発行年の時間差を本論文では時間的遅延という。基

本表は， 日本では 10府省庁の共同作業によって基

礎統計の整備から始まり，各産業に対する事業所調

査の実施，行部門と列部門の整合調整など多大な時

間を要するプロセスを経て発行7)される注 10 5年間
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隔で改訂される基本表を補完するために，投入係

数行列を基本表に合わせて作成される延長産業連

関表8)(以下，延長表)・簡易延長産業連関表9)(以下，

簡易表)も適宜発行されている注2。実際の LC1で

は基本的には基本表が用いられるが必要に応じて

延長表・簡易表も使用される。エネルギーバランス

表10)をはじめ，推計に用いる他の統計資料も使用す

る10と同対象年または同年度版を使用しデータ整

合性を確保した上で分析が行われることが通例で

ある。

上述した基本表のデータの時間的遅延は，延長

表・簡易表を使用することにより緩和される。しか

し基本表より分析の精度は低下する。社会経済情

勢の変化が年々速まっている現状を踏まえ，表の時

間差と分析の精度をある程度両立させ，当該年で分

析できる新手法が求められている。なお， 10Aに

おいては，データの時間的遅延の他に，部門統合に

よる分析精度への影響の問題がある。本論文では時

間的遅延問題に焦点を絞っているが，この問題につ

いては 4.にて改めて触れる。

10においてはたとえ一産業部門の変動であって

も他部門に二次的三次的と連鎖的に波及していき，

結果的には表全体が変化する。そのため， 2011年

3月に発生した東日本大震災のような突発的な災害

や，金融政策の転換によるマネーサプライの急増，

市場における株価や資源価格の急騰・暴落等が発生

した場合，その事象を反映した基本表が発行される

までの間，その事象発生前の 10を分析の基礎とし

て良いのかという疑問が呈示されることが考えら

れる。この種の疑問に対して応えていくためには，

それらの変化を迅速に反映し発行済の基本表を始

めとした 10を超えて補間的あるいは補外的に推計

していく手法が開発される事が望ましい。

産業や経済の変動の具体例として，例えば電源

構成の変化を取り上げるならば，それを踏まえた

10Aモデルや推計として野村11，12)による研究を挙

げることができる。また伴13)は，野村とは異なるモ

デルを用い， 10を経済・環境分析モデルの一部と

して組み込み，同様にマクロ経済や CO2排出量を

予測している。類似の分析14)は国立環境研究所，地

球環境産業技術研究機構によっても行われている

が，全て独自の計量モデルを用いて，中長期の経済

指標や CO2排出量を予測している。これらの研究

はマクロ的な分析であり，ミクロ的な製品レベルで

の環境負荷や LC1についての検討には至っていな

しミ。

以上より本論文では，日常の中で突然発生し得る

自然災害や市場情勢の急変等が発生した場合，その

影響を迅速に反映し，更には基本表・延長表・簡易

表のない年についても補外的かつ簡易に推計でき

るLC1法を開発するために，その一次的な方法論

提案とその検証を行うことを目的とする。本論文で

いう補外とは，最新の 10の対象年以降の時点(未

来を含む)でのエネルギー・環境負荷分析を行うこ

とを意味する。ここで強調しておきたいことは，今

回の提案法においては，先述した先行研究のような

中長期における綴密な予測を一定の調査・準備時

間をかけて行うことを目的としていないことであ

る。本論文における提案法は，分析時点で入手可能

な発行済10とエネルギーバランス表出のみを用い

て迅速に LC1結果を得る方法の提案を目的とする。

10がない年の LC1を行うには，データ収集に重き

を置くプロセス法LC1を採用する方法，独自に産

業統計収集や事業所調査等を行い，負荷分析用デー

タを収集し，そこから新しい分析表を作成する方法

の主として 2方法が考えられる。前者は後者に比ベ

データ収集の時間と労力は少なくて済むが，分析対

象財は限定される。後者は分析できる財は飛躍的に

広がるが前者とは比較にならない程の時間とコス

ト負担が発生する。本論文で提案する方法は基本的

にデータ収集がエネルギーバランス表であり，迅速

かつ簡易に LC1結果が得られる。ここに本提案法

の価値のひとつを見出すことができる。

本論文では発行済みの基本表・延長表・簡易表

のいずれかを用い， LC1法のひとつとして変動因

子係数を仮定した 10Aにより，補外的手法による

LC1法を提案する。提案法により直接・間接のエネ

ルギー消費原単位を推計し，その結果から相対誤差

率を用いて手法の精度を確認する。また基本表，延

長表，簡易表を用いた推計結果との比較を行い，提

案法の有効性を確認する。その上でケーススタデイ

として鋳鍛造品を例に，本提案法により 10のない

2012年の直接・間接のエネルギー消費量・同原単

位を定量化する。

2.関連手法および関連先行研究

1.で述べた基本表の時間的遅延に対処するため

に，基本表が発行された後の年について作成される

10と， 10と計量モデルによって将来を予測する

先行研究の概要について以下に記す。

2.1 補完的 10

基本表が発行された後，次の基本表が発行される

までの聞を補うために，簡易表と延長表の 2種類の

補完的な 10が発行されている。簡易表は， 30程

度の動態統計調査を基礎推計資料として収集する。

国内生産額，輸出入額，圏内総供給額，国内最終需
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要額の各推計，再生資源・加工処理部門の推計と投

入額の推計を経てバランス調整などを行い作成さ

れる (5)。発行される表の部門数は 80であり，簡略

化して作成・発行されるため統計としての精度より

速報性を重視した統計である。簡易表の対象年と発

行年の時間差は約 1~2 年程度である (6) 。

延長表においては，園内生産額，輸出入額等の各

推計から始まり，バランス調整などを経て作成され

るプロセスは簡易表と同様でらある。簡易表との主要

な違いはデータ収集について可能な限り基本表に

準じている点である (7)。動態統計調査に加え，構造

統計調査を基礎推計資料として収集するため，基礎

推計資料は 50を越えており，簡易表よりも基本表

に近い精度を持つ統計が作成される。延長表の対象

年と発行年の時間差は約 2~3 年程度である (6) 。

2.2 10と計量モデルによる分析

10と計量モデルによって将来年を分析する既往

研究の代表的なものとしてl.でも触れた野村によ

る研究を挙げることができる。野村は，長期時系列

10.産業・生産物，資本投入量，労働投入量，人口・

世帯，エネルギ一等の実証基盤に基づいた多部門一

般均衡モデル(8)を用い，想定し得る電源構成変化を

いくつかのシナリオとして設定し，それに対応した

2030年までのマクロ経済や CO2排出量予測を行っ

た。同分析においては，エネルギ一部門を環境分析

用 10(9
)とリンクさせている。また長期にわたる高

精度な予測が可能な人口統計注4をモデルの外生変

数として与えることにより，中長期の予測に伴う不

確実性に対処している。

伴13.(4)は，ボトムアップ型技術選択等を取り入れ

た応用一般均衡モデルを中核として，環境・エネ

ルギ一分野について詳細な分析が可能な計量経済

モデル，そして産業連関モデルの 3つを組み合わ

せ，環境政策と経済の関係を統合的に分析・評価す

るモデルを構築した。そして野村と向様に電源構

成変化を複数のシナリオに分類し，シナリオ毎に，

2030年までの CO2排出量予測と産業構造の変化や

GDP等の分析を行っている。

2.3 先行研究に対する提案法の位置付け

以上，補完的 10と先行研究を概観した。いずれ

も時間的遅延に対処する有効な資料であり精綴な

分析法である。しかし，誰でもアクセス可能なデー

タベースである 10をあくまで分析の柱とする場合，

発行済 10(基本表・延長表・簡易表)の年を越え，

表や情報が欠如している年のエネルギー・環境負荷

のLC1は困難である。そのような問題に対処した

LC1法を提案するところに本提案法の意義を見出

すことができる。

3.変動因子係数法

ここでは本論文の骨子である変動因子係数法に

ついて述べる。

3.1 基本的な考え方

1.でも述べたように. 10の発行年と解析年に

は時間的遅延の問題がある。その時間的遅延の聞

に，天災や市場情勢の急変により 10の需給構造に

急激な変化が生じる可能性がある。本論文ではその

変化の原因となった事象を変動因子，そしてその変

化の度合いを比率として数値化したものを変動因

子係数と呼ぶ。この方法は発行済の 10を基礎とし

て，解析年のエネルギー・環境負荷を推計しようと

する方法である。 10には中間需要計以外にも最終

需要計，付加価値部門計等の部門があるが，この提

案法では 10において各産業の取引関係を表す中核

的部分7)である内生部門(中間需要部門)を変化さ

せることにより，エネルギー・環境負荷を推計する

ための l方法である。なお，最終需要部門や付加価

値部門を変化させる方法も考えられるが，本研究で

は情報が集約されている内生部門のみを変化させ

る簡易的手法を用いる。

3.2 提案法における入出力仕様

10の総部門数を Nとする。使用される変数のう

ち，以下に示すものは 10から得られる入力である。

X = (X1. • • . XN)' :国内生産額ベクトル

G:国内最終需要ベクトル

E:輸出額ベクトル

S:内生(中間需要)部門行列

使用される変数のうち，以下に示すものはエネル

ギーバランス表等を通して得られる入力である。

EG = (e1. .・.eN)t:直接エネルギー消費量ベクトル

なお，当該部門の生産過程にて投入される電力，

ガス，燃料，熱をそれぞれエネルギー iJJに換算

して積算したものを直接エネルギー消費量と定義

する。

以下の変数は，変動因子係数法による出力である O

L ・直接・間接エネルギー消費負荷原単位を主成

分とする対角行列

EN:直接・間接エネルギー消費量ベクトル

以下の変数は，変動因子係数法におけるパラメー

タである。

qi:部門 iの変動因子係数(具体的な定め方は 4.

で記す)

なお. 1は単位行列，指は輸入係数行列であるo

aはαの対角行列を表す。また，本論文に出現する

行列はすべて N X Nの正方行列，ベクトルはすべ

て要素数Nの列ベクトルである。
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次のような考え方で競争輸入型均衡産出高モデル

に織り込む。レオンチェフの逆行列 L(A)の中に

おける投入係数行列AをQAに置き換えることに

より，変動因子係数を含むレオンチェフの逆行列

L(QA) は次式により表現される。

島・内回・岡

3.3 変動因子係数法モデルの導出

本論文で用いる 10Aの競争輸入型均衡産出高モ

デル初)は (1)式によって表される。

96 

X=Lじ4)'P (1) 

L(A) ={I -(1 主)'A} -J :レオンチェフの逆行列

P={Iー(1一市)'G+E} :最終需要ベクトル (7) 

(1)式においても.Aを QAに置き換えても方程

式は近似的に成立すると仮定する。すなわち，

X=L(QA)・F (8) 

上記 (8)式が成立すると仮定する。

以上から，変動因子係数モデルにおける直接・間

接のエネルギー消費原単位対角行列 Ep• 直接・間

接のエネルギー消費量ベクトル ENは，去を用いて，

次式のように求められる加)。

L(QA) ={I一(1-M) • QA} -J 

ここでのレオンチェフの逆行列 L(A)は，投入係数

行列Aの関数として表している。

次に直接・間接のエネルギー原単位・エネルギー

消費量推計式について以下に記す。直接エネルギー

原単位ベクトルを Eとすれば，部門 iの直接エネ

ルギー原単位 G;は，部門 tの直接エネルギー消費量

e;と囲内生産額 X;を用いて次式で表される。

丘
町

一一cu 

Ep =E. L(QA) 

EN = E • L(QA) . P 

L(QA) ={I -(1 -M)・QA}-J 

変動因子係数を含むレオンチェフの逆行列

(9) 

(10) 

(2) 

直接エネルギー原単位を対角成分とした対角行

列ベクトル去にレオンチェフの逆行列を乗じること

によか直接・間接のエネルギー原単位が得られ

る却)。よって • Epは次式で表される。

3.4 実装方法と変動因子の反映方法

以上の提案法の導出に基づく LC1システムへの

実装方法について述べる。導出過程においては，結

局Aを QAに置き換えた。このことは既存の LC1

計算プロセスにおいてAを求めた後.Qとの積を

計算し，それを新たなAとして以後の計算に戻れば

よい。すなわち本提案法の実装は極めて容易である。

次に提案法における変動因子の反映方法につい

て述べる。ここで導出した投入係数への変動因子の

反映方法は，費用構成 (10の縦方向)の変動を考

慮した Q'A型であるが，販路構成 (10の横方向)

の変動を考慮した A'Q型もある。更には，費用

と販路の両者を考慮した Q'A'Q型も考えられ，

主として 3類型が存在する。その中で Q'A'Q

型は Q'AまたはA'Q型を試みた後に実施すべ

きステップとして考えたため，今回は適用していな

い。本論文では. Q'A型を第 lに適用することを

試みている。 Q'A型と A'Q型は，変動させる産

業連関表の内生部門の構造から結果に大差はない

と推察し，本論文では恋意性なしに Q'A型を用

いた。 A'Q型と Q'A'Q型に関する検証は今後

の課題である。

(3) 

(3)式と Fを用いて，直接・間接のエネルギー消

費負荷ベクトル ENは次式で表される却)。

以上を踏まえ，部門 iに対して変動因子係数 q;が

加味された場合のエネルギー消費量は次のように

計算される。ここで q;を要素として持つ変動因子

係数行列 Qを以下のように定義する。

投入係数行列Aは，投入係数の定義20)より .X

の要素を成分とする対角行列の逆行列JEiと内生部

門行列 Sを用いて次式で表される。

(4) 

(5) 

。

qn 

EN=去'Lじ4).p 

qi 

Ep=ト L(A)

nu--
・
:
・
・

O

一一Q
 

(6) 

変動因子係数 q;の振る舞いを反映させるために，

A=S'X-' 
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4.変動因子係数法の検証

ここでは 3で示した変動因子係数法の計算手順

に基づいて，評価・検証を通して本提案法の有効性

を検討する。

4.1 検証の手順と方法

検証の一部で使用する簡易表の部門数が80であ

り，後に推計する鋳鍛造品の直接・間接のエネル

ギー消費量・同原単位推計に不可欠な部門を残し，

更に産業連関表部門の統合分類における大・中・小

分類に基づき恋意性のないように部門を選び統合

を行い，本検証の部門数を 44，すなわち 3.におけ

るN=44とした。部門統合の方法については別途

文献21)を参照されたい。ホームページで一般公開

されている産業連関表の部門数は，公開年および表

の種類(基本表・延長表・簡易表)によって異なる

ことが多いため，統合部門数を特定数に固定するこ

とは必ずしも容易ではない。部門の一覧については

付録に掲載した。1.にて触れた通り， 10Aにおい

ては部門統合数が分析結果へ影響する 20.22)ため， 44 

部門統合以外の検証も必要であり，今後別途研究を

重ねていかなくてはならない。本論文の検証やケー

ススタデイはあくまで提案法構築のための第一歩

であることに留意されたい。検証のための推計の手

順は次のとおりである。

(1)解析対象年において， 10と同年度のエネルギー

バランス表(例えば2005年10に関しては 2005

年度エネルギーバランス表)をリンケージさせた

負荷分析用データベースを構築し，直接エネル

ギー消費量から直接エネルギー消費原単位を (2)

式から得る。

(2)下記 (11)式より変動因子係数を求める。

(3)直接間接のエネルギー消費量およびエネルギー

消費原単位を (9)式・ (10)式により推計する。

負荷分析用データベース構築の詳細については

別途文献払 24)を参照されたい。

変動因子係数qiの計算式は次のとおりである。

以下部門 zについて，既知の 10の年を a年， b年，

解析対象年を C年とする (ωa<b<cけ)0a年の中間

需要が m叫a，i'

する C年の変動因子係数qiは次式による線型補外

により計算する。

.__ (mb.i-mn，;)(c-b) 
qlー

mb.i(b-a) 
(11) 

qiの計算については，ここで示した線型補外以外

による推計も考えられる。本論文の範囲では，比較

データの整合性(延長表は 2004年および2005年の

データしか存在しない)を考慮して簡易な方法を採

用した。ここで注意しなくてはならない事は (11)

式の線型補外による 10Aのみでは「産業構造の突

発的変化が発生した場合，その影響を迅速に反映す

る」にあたり完全とは言えず，プロセス法データと

の併用が求められることである。例えば電源構成に

劇的な変化があった場合，発行済10より新しい別

統計を参考に， 10の該当部門の比率を推計・変化

させることによって，突発的な変化のより確実な反

映が可能となる。

評価・検証の対象年区間は 2000年から 2005年

である。この間，基本表は， 2000年版および2005

年版が発行されている。そして 2000年の基本表に

対して本論文で提案する変動因子係数法を適用し，

2005年の直接・間接のエネルギー消費原単位を推

計する。

この際， 2005年は基本表が存在するため，当該

年の直接・間接のエネルギー消費原単位の確定値が

得られる。よって提案法の推計精度の検討が可能でL

ある。なお，最も信頼性の高い基本表より計算され

る値を推計値の対義語として本論文では確定値と

いう用語を用いる。

なお，本提案法では 3表(基本表・延長表・簡

易表)を用いるが，正解と見なせる最新の確定値

は2005年基本表のみとの大前提から提案法の検証

を行う。確定値が存在する 2005年を評価する場合，

発行済み 10として， 2000年の基本表， 2003年の

延長表， 2004年の簡易表が考えられる。それに忠

実に対応した検証としては，年の異なる 3表に対し

て本提案をそれぞれ適用することで 2005年の値を

推計し確定値と比較する方法がある。しかし延

長表・簡易表は基本表を基礎として作成された表で

あるため，延長表・簡易表を用いた予測値は「基本

表→(推計その 1)→延長表・簡易表→(推計その 2)

→提案法予測値」というプロセスにより 2つの推計

を経る。その為，確定値と提案法予測値との議離の

原因が2つの推計のどちらに拠るものなのか，また

どちらがどの程度影響したのかを判別することは

必ずしも容易で、はない。よって本論文では，提案法

の検証の出発点として，次の 3検証により提案法を

相対的に比較評価することを試みた。

①提案法:2000年基本表→提案法推計→ 2005年基

本表Kとの希離検証

②延長表:2004年延長表→2004年の延長表を用い

た提案法による推計→2005年基本表Kとの議離

検証

③簡易表:2000 年~ 2004年簡易表→ 2000年
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-2004年の簡易表を用いた提案法による推計

→ 2005年基本表Kとの希離検証

なお上記における IKJは.4.2で述べる比較のた

めの確定値である。

この 3検証が完全と言う訳ではない。前述した検

証アプローチは本論文では次の検証課題として位

置付け，上記の①~①の検証方法を今回は採用す

る。また本論文では 2005年基本表により得られた

値を確定値として使用するが. 1年分の表だけを基

準とした検証のみではなく，複数年の表による検

証 (例えば 1995年. 2000年.2005年)が行われる

ことが本来望ましい。本論文ではまずは執筆時点

(2013年6月)での最新基本表を基準として提案法

を一通り評価する方針で検証を行う 。

4.2 結果と評価

4.2.1 誤差の計算方法

以後の評価では，相対誤差率という考え方を主と

して用いる。ここではその定義を示す。具体的評価

方法についてであるが，推計される 2005年値を確

定値とし確定値からどの程度読離しているかを観

測する。具体的には確定値との相対誤差率を求め，

その値が小さいほど，精度が高いと見なす。相対誤

差率を ER とし，推計値を Z とすれば• ERは確定

値Kを用いて次式で求められる。

Z-K 
ER=~ ・ 100(%) (12) 

次に，推計における誤差の平均の扱いについて予

め下記に記す。誤差算出においては正と負の値が出

現するが，本論文ではその平均値を求める際に，誤

差の絶対値の平均をもって平均誤差と表現する。す

なわち誤差系列 {Xi11 ;;:;; i孟 n}の平均誤差王は次式

によって表される。

王=i2|X1| (13) 

4.2.2 全体の傾向

最初に全体の傾向について評価・検証する。2000

年の基本表に基づいて，変動因子係数法を適用し

延長表，簡易表，変動因子係数法それぞれに基づき，

2001年から 2005年までの直接-間接のエネルギー

消費原単位を推計する。併せて延長表，簡易表のう

ち発行済みの年を対象として直接 ・間接のエネル

ギー消費原単位を推計した結果と比較する。

次に以上の方法により，横車由を年，縦軸を直接 ・

間接のエネルギー消費原単位とし，基本表を含んだ

4つの方法について計算した結果のグラフを図 1に

示す。なお，基本表については 2∞0年と 2005年の

値を線分で結んでいる。更に. 2000年値は予測値

ではなく. 2000年の基本表，簡易表と同年度版の

エネルギーバランス表を用いた推計値である。

上述の 2005年44部門平均値について.4.2.1で

定めた確定値 Kと3方法の値について(12)式に

より柑対誤差率を求め比較を行った。相対誤差率

を昇順で示すと，延長表 3l.596. 変動因子係数法

38.396. 簡易表 47.196となった。この結果から見る

限り，変動因子係数法の精度は，延長表と簡易表の

間に位置する。なお.44部門平均値の他に個別部

門における傾向については.4.2.5において観測する。

4.2.3 直接エネルギー消費量予測時における傾向

直接・間接のエネルギー消費量 同原単位を

IOAにより推計するにあたり，分析目的年度のエ

ネルギーバランス表がない場合も存在する。その場

合は直接エネルギー消費量を過去のデータに基づ

き予測しその値で代替することが必要になる。例え

ば，次章の鋳鍛造品を対象としたケーススタデイで

100.0 r一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

90.0 rーーーーー一一一一ー司ーーーーーーーーーー

在 日0.0

R 
回 70.0、、
「

這 60.0

Z500 

0: 
震 40.0

主 30.0
町、

~ 20.0 

10.0 ドー ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

。。
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

ー・ー基本表(基準値)

・酔 変動因子係数法

ー←延長表

ー -簡易表

図1 各 10および変動因子係数j去を用いたエネルギ 消費原単位推計値の比較 (44部門平均値)
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は2010年延長表， 2011年簡易表を用いて 2012年

までの直接 ・間接のエネルギー消費量の推計を行う

が，本稿執筆時点 (2013年6月)現在で資源エネ

ルギー庁ホームページ10)で入手可能なエネルギーバ

ランス表の確報は 2011年度が最新である。計算方

法を次に示す。

部門 zについて，既知のエネルギーバランス表の

年度を d年度， b年度，評価対象年度を c年度とす

る (a< b <けo a年度の直接エネルギー消費量が

令 ， b年度の直接エネルギー消費量が eb.iの時， b年

度に対する c年度の直接エネルギー消費量 ιは次

式による線型補外により計算する。

一(弘;-eaJ(c-b)
er，lー (b-a) (14) 

e の計算については，ここで示した線型補外以

外による推計も考えられる。本論文の範囲では，比

較データの整合性を考慮して簡易な方法を採用した。

2005年を推計するにあたり ，最新のエネルギー

バランス表が2004年度版の場合は，1年の線型補

外により 2005年の直接エネルギー消費量を求める

(1年予測)，同様に最新のエネルギーバランス表が

2003年度版の場合は 2年の線型補外によ り2005年

度直接エネルギー消費量を求める (2年予測)。以

上によ り直接・間接のエネルギー原単位を推計し，

確定値との相対誤差率を求めた結果を図2に示す。

同国において，横軸は予測年，縦軸は相対誤差率

である。図2により相対誤差率を比較すると，デー

タ予測期間が長くなるほど誤差が大きくなることが

解る。そしてすべてのケースで延長表の誤差が一番

小さく簡易表が一番大きい。変動因子係数法はやや

簡易表寄 りではあるが，それでも簡易表よ りは誤差

が小さい。この結果を見る限り，必要年度のエネル

ギーバランス表が欠如している場合でも，変動因子

60.0 1------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー

i j ミミご + 変動向蝉

10.0 ドーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

。。
2年予測 1年予測 0年予測{予測なし)

図2 直接エネルギ 消費量の予測年数に対する相対

誤差率の推移

係数法が少なくとも 2年の予測には耐えうるこ とを

示している。

4.2.4 各方法の順位の組み合わせにおける傾向

ここで、は各方法の順位の組み合わせにおける傾向

について検証する。3方法の順位の)11ft:列，すなわち

6通りである。表 1(a)， (b) ， (c)にこの 6通りの

内訳と，更に延長表，変動因子係数法，簡易表がそ

れぞれ第 l位となる 3パターンに集約したものを示

す。なお表中の①~⑥の延，変，簡はそれぞれ延長

表，変動因子係数法，簡易表を示す。同表において，

(a)は直接エネルギー消費量の O年予測 (予測なし)，

(b)はl年予測， (c)は2年予測である。

表 1(乱)，(b)， (C)において延長表，変動因子

係数法，簡易表がそれぞれ第 I位となる部門数と割

合を見る。直接エネルギー消費量 O年予測時では変

動因子係数法が I位になっている。簡易表は他の 2

方法とは明らかな差が確認された。 しかし簡易表

が1位となる割合は決して少なくはない。次に l年

予測時では，変動因子係数法と延長表が同率 l位と

なった。簡易表はここでも他2方法との差が明確に

確認されたが，簡易表が l位となる割合はと O年予

測時に比べわず、かに拡大している。最後に 2年予測

時では，延長表が l位となったが，簡易表はこの場

合も他2方法と比較すると明確な差が確認されたが，

割合は少なくはない。

以上，各方法の順位の組み合わせにおける傾向の

内訳について見たが，予測年数 (O ~ 2年)による

特段の傾向差は確認できず，延長表と変動因子係数

法は一貫しでほぼ同順位であり，簡易表は他2方法

に対して差があることが確認された。4.2，3で得ら

れた結果と合わせて考えると，変動因子係数法は延

長表には劣るが簡易表より精度が高い傾向が認め ら

れる。

4.2.5 相対誤差率の傾向

ここでは相対誤差率の傾向について，各方法別に

更に検証する。各方法別に， 44の各部門について

直接・間接のエネルギー消費原単位の相対誤差率を

計算し，それを昇順に並べたものを図 3(a)， (b)， (C) 

に示す。同図において， (a)は延長表， (b)は簡易表，

(C)は変動因子係数法である。

これらの図より ，相対誤差率における良否の基

準を仮に 3096とすると， 44部門の中で相対誤差率

が3096未満に収まる部門は延長表で 33部門 (33/44

= 75.096)，変動因子係数法で同 30部門 (30/44= 

68.2%)，簡易表で同28部門(28/44= 63.696)であっ

た。変動因子係数法はやや簡易表よりであるが，延

長表と簡易表の間に位置する。

各方法における相対誤差率の傾向であるが，一定
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表 1 3方法の順位の組み合わせにおける内訳

(a) 0年予測時

0年予測 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

順位パターン 延>簡>変 延>変>簡 簡>延>変 簡>変>延 変>延>簡 変>筒>延
言十

件数 9 7 4 7 6 11 44 
0ノU乙 20.5 15.9 9.1 15.9 13.6 25.0 l∞ 

順位パターン 延長表 lf立 簡易表l位 変動因子係数法l位

件数 16 11 17 44 

0JU ζ 36.4 25.0 38.6 lω 

(b) 1年予測時

l年予iJ!lJ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
計

)1)買f立ノTターン 延>簡>変 延>変>簡 間>延>変 簡>変>延 変>延>簡 変>簡>延

件数 14 2 10 2 7 9 44 
0〆ζU 31.8 4.5 22.7 4.5 15.9 20.5 1∞ 

順位パターン 延長表 H立 簡易表1位 変動因子係数法 lf立
件数 16 12 16 44 

o，。r 36.4 27.3 36.4 100 

(c) 2年予測時

2年予測 ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ 
計

)1)買f立パターン 延>簡>変 延>変>簡 筒>延>変 簡>変>延 変>延>簡 変>簡>延

件数 13 4 
。フO〆 29.5 9.1 

順位パターン 延長表l位

件数 17 
。J，，u 38.6 

の産業が高くなる傾向が見られた。表2に各方法に

おける相対誤差率の上位 5産業について示した。

5.鋳鍛造品部門におけるケーススタディ

鋳鍛造品部門を例としたケーススタデイを通し

て，本研究で提案した変動因子係数法を適用し，基

本表 ・延長表 ・簡易表を用いる提案法の有効性を確

認する。なお，このケーススタデイは，本論文の提

案法の検証ではなく， 提案法がどのように活用され

るかの一例を示すことを目的に行うものである。

本ケーススタディにおいては， 基本表，延長表，

簡易表の 3種類の 10をベースとして提案法と組み

合わせが考えられる。 しかしながら，解析対象年で

ある 2011年に対して至近の基本表は 2005年，すな

わち 6年前の表であるため使用しないこととした。

次に延長表と簡易表であるが. 4.の検証では，延長

表の方の精度が全体としては高いという結果が出

ているが，至近の 2010年延長表には東日本大震災

(2011.3.11)の影響が包含されていない。よって震

災の影響が包含されている 2011年簡易表も本ケー

ススタデイではペースとして使用する。

10 1 6 10 44 

22.7 2.3 13.6 22.7 100 

簡易表 l位 変動因子係数法 lf立

11 16 44 

25.0 36.4 100 

筆者らは別掲論文2)において溶解炉別に鋳鍛造品

に関する CO2負荷の LCIを行っている。そこで鋳

鍛造品に関するエネルギー消費量推計に対して本

論文で提案する変動因子係数法を適用した結果を

示すことを試みる。本論文の 3および4.では基本

表をベースに提案法により解析を実施したが，本

ケーススタディでは提案法のベースが延長表およ

び簡易表であることに留意されたい。エネルギーバ

ランス表は 2011年度版を用いて l年または 2年の

線型補外により求めた。

5.1 変動因子係数j去を用いた直接・間接エネルギー

消費量 ・同原単位の推計

IOAによる直接・間接のエネルギー消費量推計

の手順は 4.1で既に示した(1) ~ (3) のとおりで

ある。ベースとして使用する 10は本年 6月現在で

最新の 2010年延長表. 2011年簡易表であり，エネ

ルギーバランス表も既に発行済の 2010年度エネル

ギーバランス表.2011年度エネルギーバランス表

をベースとする。なお解析対象年は 2010年 2011 

年および 10・エネルギーバランス表の確報未発行

の 2012年の 3ヶ年とする。対象財は鋳鍛造品 (最
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(c)変動因子係数法

昇順ソー卜された 44部門における直接 ・間接エネルギー消費原単位の相対誤差率図3
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相対誤差率の上位 5部門

ER (96) 

731.2 

148.6 

104.0 

94.7 

78.2 

簡易表

再生資源回収 -加工処理

情報通信業

石炭製品

非鉄金属製錬 ・精製

化学

ER (96) 

392.4 

167.6 

114.3 

78.0 

74.2 

表 2

変動因子係数法

再生資源回収 ・加工処理

情報通信業

化学

精密機械

石油製品

ER (96) 

159.7 

126.8 

109.0 

77.7 

77.4 

延長表

情報通信業

再生資源回収 ・加工処理

石炭製品

その他の鉄鋼製品

化学

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

ーーー2010年延長表ベースの推計
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(b)エネルギー消費原単位

鋳鍛造晶の直接 ・間接のエネルギー消費量 ・同原単位推計結果

2011年2010年

図4
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終財)である。この 3年間に発生した突発的変動と

しては，東日本大震災 (2011.3.11)が第ーに考え

られる。 2011年簡易表にはその影響が包含されて

いるが. 2010年延長表には包含されていない。延

長表ベースの推計について今回はプロセス法デー

タにより電力部門等を変化させず，同条件で比較す

ることを試みる。

なお，推計に必要な最終需要Fの求め方につい

て予め記す。発行済の 2010年延長表. 2011年簡易

表を基礎とし. 4.1の (11)式による変動因子係数

を求めて 10を2年分(延長表)または 1年分(簡

易表)線型補外することにより最終需要Fを求め，

その Fを用いて 3.3の (4)式により直接・間接の

エネルギー消費負荷ベクトルを導出する。

5.2 変動因子係数法を用いた直接・間接エネルギー

消費量・同原単位の推計結果

図4(a). (b) に鋳鍛造品の直接・間接のエネル

ギー消費量と同原単位の推計結果について示す。

図4を見ると，直接・間接のエネルギー消費量，

同原単位ともに 2010年延長表ベースの方が，推計

値が低くなる傾向が見られる。また，エネルギー消

費量・原単位両方とも低下傾向にあることが読み取

れる。特に簡易表ペースの推計値において. 2010 

年から 2011年はなだらかな低下の軌跡を描いてい

るのに対し. 2011年から 2012年にかけての下降が

目立つ。 2011年簡易表には東日本大震災(2011.3.11)

の影響が年を通して反映されているため，その影響

が現れた可能性も考えられる。

6.考察

本論文では，基本表および延長表，簡易表がまだ

発行されていない年における，産業構造の突発的変

化が発生した場合，その影響を迅速に反映しかっ

簡易に推計できる LC1法乞変動因子係数による

10A推計モデルとその検証を通して提案した。本

論文で示した評価・検証・分析から得られた主な知

見は以下のとおりである。

2005年の基本表・同年度のエネルギーバランス

表を通して得られた直接・間接のエネルギー消費原

単位を確定値とし，変動因子係数法，延長表，簡易

表の 3方法による 2005年推計値とを比較した結果，

確定値との相対誤差率は昇順に延長表，変動因子係

数法，簡易表となり，変動因子係数法の相対誤差率

は延長表と簡易表の聞に位置した。

また，直接・間接のエネルギー消費量・同原単位

を推計する際，エネルギーバランス表がない場合を

想定し. 1年間および2年間の線型的補外を用いた

3方法による推計値を確定値 Kと比較した結果，変

動因子係数法の精度は延長表未満，簡易表以上であ

り，予測時にも使用可能と判断できた。 44部門に

おけるエネルギー消費原単位の相対誤差率が30%

未満に収まる部門数の割合でも延長表，変動因子係

数法，簡易表の順であった。

以上から，本研究の範囲では変動因子係数を用い

たエネルギー消費負荷の補外的推計は一定の誤差

を内包しつつも，迅速簡易に変化を反映するインベ

ントリ分析の l手法となり得る可能性が示された。

本論文で展開した検証は 2005年のみの限られた

ものであるために，今後は基本表が発行される都

度，本方法を検証しデータを蓄積していくことが望

ましい。また，鋳鍛造品以外のケーススタディおよ

びエネルギー消費負荷だけではなく. CO2等の別

の環境負荷推計における検証を重ねていくことも

課題である。なお，本論文ではエネルギーバランス

表に基づく直接・間接のエネルギー消費量・同原単

位を推計したが，本論文で提案した変動因子係数法

のフレームワークそのままで• CO2排出量・同原

単位の推計も可能で、ある。

従来，分析の需要があるにもかかわらず• 10が

発行されていないために分析が行われてこなかっ

た例もある。本論文で提案した変動因子係数法は，

この問題を解決するための l方法である。本方法

は，データ入手に起因して発生する時間的遅延無し

に使用でき，予測にも活用できる可能性が示唆され

た。また，本提案法は LC1システムへの実装も極

めて容易に行うことができ，シンプルであるが故に

10Aを用いる多くの LC1と結合が可能で、ある。今

後の課題としては投入係数への変動因子の反映方

法の別アプローチ (A'Q型. Q'A'Q型)によ

る検証をはじめ，部門統合数の変更. 2005年以外

の基本表を確定値とした相対誤差率の観測の蓄積

暦年単位の 10と年度単位のエネルギーバランス表

の整合化等が挙げられる。また. 10は原則として

5年毎に改訂を行い，その都度部門概念や部門の範

囲が変更されているため，時系列的な比較を行うた

めには，厳密にはそれぞれの表の部門概念の整合化

を図らなくてはならない。時系列分析を行うにあた

り川島らお)は，異時点聞での分析が可能な時系列産

業連関表 (TimeSeries 1nput-Output table: TS10) 

を構築している。 TS10の方法論を用いて部門概念

を特定年に統一することにより，変動因子係数法は

より精微な検証の上に構築されることになる。以

上，今後多くの検証の蓄積を経て本方法をはじめ産

業連関表の時間的遅延によるデータ制約に対処す

る手法が確立されれば. l.で例示したような大き

な変動が発生した際，複雑に連関する社会全体の間
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接影響まで漏れなく把握できるという IOAの長所

が最大限に活かされ. LCI手法の一層の発展や普

及が期待できると推察される。

注

注 l 基本表の改訂の頻度は日本の場合，基本的に 5

年毎であり. 2013年6月現在で入手できる最新の

基本表は 2005年版である。次の改訂版は変則的

に2011年版が2015年度第一四半期に確報として

発行予定である。

注2 延長表は 2013年 11月現在で 2010年版，簡易表

は2011年版を入手することができる。

注3 例えば解析対象年が2012年の場合は. 2005年

基本表.2010年延長表.2011年簡易表を基礎とし，

エネルギーバランス表は 2010年度. 2011年度を

用いる。

注4 人口の予測精度は変数が少ないため非常に高い。

人口を従属変数とした時. r出生』・『死亡』・『移動』
という三つの独立変数により予測される。
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付録

本論文における産業連関表の 44部門

農林水産業

鉱業

食料品

繊維

パルプ・紙

化学

精密機械

その他の製造工業製品

再生資源回収・加工処理

印刷・製版・製本

プラスチック製品

ゴム製品

石油製品 建設業

石炭製品 事業用原子力発電

ガラス・ガラス製品 事業用火力発電

セメント・セメント製品水力・その他の事業用発電

陶磁器 自家発電

その他の窯業・土石製品ガス・熱供給

銑鉄・粗鋼 水道・廃棄物処理

鋼材 卸売・小売業

鋳鍛造品

その他の鉄鋼製品

非鉄金属製錬・精製

非鉄金属加工製品

金属製品

一般機械

電気機械

輸送用機械

金融・保険業

不動産業

運輸業

情報通信業

サービス業

政府系サービス業

公務

その他
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A Proposal of Changing Factor-based Estimation Method 

for Life Cycle Inventory Analysis and Its Verification 

in Energy Analysis 

Hidemitsu ODA， Keiichi 0問 lMAand Yo句iUCHIYAMA 

(Faculty of Systems and 1nformation Engineering， University ofTsukuba， 

1-1-1 Tennodai， Tsukuba， 1bar且ki305-8573， Japan) 

Ahstract 

This paper proposes a Changing Factor-based Estimation Method in Life Cycle 

1nventory Analysis (LCI) for which 1-0 tables have not been issued. The energy 

consumption rate calculated with 10A which is obtained from the basic 1-0 table and the 

energy balance of 2005 was defined as the reference value， and comparative verification 

was conducted between the reference and the energy for 2005 estim乳tedwith the three 

methods; the proposed method， updated 1-0 and simple 1-0. 1n the ascending order of 

the rel抗 iveerror， the result indicates updated 1-0， proposed method and simple 1-0. 

Assuming that there is no energy b立lancefor the estimated year， the energy calculated with 

linearly estimated values of one-year and two-year estimation periods were compared with 

the reference with the three methods. The accuracy of the proposed method was lower 

than updated 1-0' s and not lower than simple 1-0' s. 

The above results suggest that the estimation of energy utilizing changing factor， 

though it includes a certain amount of error， can be立 possiblemethod for LC1 in which 

various environmental changes is reflected promptly and easily. 

Key双耳目rds:Life cycle inventory analysis (LC1)， input-output analysis (10A)， cast and 

wrought， energy consumption rate 
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