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はじめに

「グリーン」「エコ」「環境配慮」といった製造者自己宣

言製品の仕様は，自社製品比で定義されることが多く，

ユーザが他社製品と比較選定することが困難である場合が

多い。電気設備学会「地球環境委員会」では，地球環境配

慮についての研究の一環として，電気設備分野の環境配慮

製品（グリーン機材と略称）に対して，横並び比較可能な評

価項目の検討を行った。本稿ではその報告を行う。

１4 検討方法

+4+ 検討対象の設定

グリーン機材と呼ばれる製品には，省エネ性能に優れる

もの，エコマテリアルを使用しているもの，リサイクルが

容易なもの，あるいは長寿命に配慮したものなどがあり，

製品や適用分野ごとに，環境配慮の視点が異なる。ここで

は，まず温暖化影響の低減を重要と考え，ライフサイクル

CO,（LCCO,）排出量が多い電気設備，すなわち照明器具

（照明設備），変圧器（電源設備）を検討対象として考えた

（図�１）。
+4, 評価項目の抽出と一次案作成

グリーン機材の評価は，環境効率，すなわち品質（性能）

を分子，環境負荷を分母として扱うことが，ファクター

X,）や CASBEE-）など普及している環境評価指標との親和

性が高い。本委員会でも評価項目を性能と環境負荷と分け

て整理することとし，一次調査として表�１に示すような
各種の基準類の評価項目と記載内容の抽出を行い，委員会

図�１ 電気設備から発生する CO,の割合
（「グリーン庁舎計画指針及び同解説」+）より，筆者がグラフ化）

委員会構成

表�１ 評価項目を調査した基準類と主な記載事項

討議による追加削除を経て，評価項目一次案を作成した++）。

なお，評価項目に具体的・固定的な数値や重み係数を設

定することは評価のメンテナンスの観点から困難と考え，

公的指標に対する達成割合や定性的な記述として扱うこと

を方針とした。

+4- ヒアリングの実施・改善～二次案作成

,**0年 1月から一次案を添付し，照明器具，変圧器の

主要メーカに対しヒアリングを行った（照明器具は 3社，
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変圧器は 1社へ依頼）。学会の委員会がグリーン機材評価

項目を作成することの是非，指標案の方向性の適否につい

てのヒアリング結果を図�２に示す。学会が評価軸を設け
ることについては 2*％以上が作成希望又は協力するとい

う肯定であり，指標案の方向性については，器具工業会の

環境配慮技術資料+*）作成が平行していた照明メーカから

「見直し必要箇所あり」の回答があったものの，おおむね

肯定的な回答をいただいた。指標項目に対する詳細意見を

表�２�３に示す。さらに，,**0年 3月の電気設備学会全

国大会（第 ,.回）において，ポスター展示を行って参加者

からも意見をいただいた。

図�２ メーカヒアリングの結果（その１）
（上：評価軸設定の是非，下：指標案の方向性）

表�２ メーカヒアリング結果（その２）
照明指標（一次案）に関する主な意見

表�３ メーカヒアリング結果（その３）
変圧器指標（一次案）に関する主な意見

２4 評価項目案

いただいたご意見については，委員会協議において，項

目を削除すべきというものはユーザが適宜評価項目を選択

（削除）すれば良いという判断で据置とし，一方で照明制御

や光害，変圧器における励磁突入電流値を追加すべきとい

うものは一般器具・用途では必ずしも比較項目とならず煩

雑さを避けるため追加しないこととさせていただいた。

最終的に取りまとめた評価項目案を図�３�４に，記入例
を図�５�６に示す。

図�３ 照明器具に関するグリーン機材評価シート

T+ 仕様に周波数を加えては 反映

T,
品質に低騒音化は不要では（すべて規格値以下で差
別化しないのでは）

T- 品質に励磁突入電流を加えては

T. 品質に定常値温度上昇を加えては

T/ 環境性能のリサイクル率の定義を決めた方が良い

T0
環境性能として SF0ガスの有無を問うのであれば，
代替品の環境影響も記載すべき

T1 環境性能として梱
��

包
��

は除外しては

L+
照明器具工業会，家電製品協会で検討中の指標と
一本化を希望

調整

L, 環境効率という考え方はなじまない

L- 品質に照明率は適切か

L. 品質に照明制御は加えないのか

L/ 品質の高調波対策の基準を更新すべき 反映

L0 品質の長寿命化に部品共通化は適切か

L1 環境性能にグリーン購入法適否を加えたら

L2 環境性能に光害（対策）を加えたら

L3
環境性能の安全性で RoHS指令ではなく J�Moss
を加えたら

反映
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図�４ 変圧器に関するグリーン機材評価シート

３4 使用例

変圧器に関する横並び比較例を図�７に示す。変圧器の
ように規格の中で製作している機器であっても，横並び比

較を行うと，メーカごとの特徴（図�７の例では，左側の
メーカが低負荷率の損失を重視していること，重量や寸法

が相対的に大きいことなど）が分かり，ユーザの選択判断

の基準となり得ると考える。

おわりに

照明器具及び変圧器に関して，グリーン機材として横並

図�５ 照明器具に関する評価シート記入例

び比較可能な評価項目を整理し，評価シートとして提案し

た。まずはエネルギー消費・損失の大きい設備を対象とし

たが，ほかの電気設備についても環境性能などは同じ指標

で整理できると考えており，活用していただければ幸いで

ある。

本研究は，空気調和・衛生工学会の地球環境委員会グ

リーン機材評価手法小委員会の「空調・衛生機材の環境評

価基準」+,）を参考にさせていただいた。同委員会始め関連

工業会との意見交換の場をもつことができたことも，一つ

の成果である。誌面を借りて感謝の意を表するとともに，

今後の連携強化をお願いしたい。
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図�６ 変圧器に関する評価シート記入例

図�７ 変圧器に関する横並び比較例
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