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要旨 
現在の消費型社会から循環型社会へ移行するために，部品のリユースに着目したライフサイクルシミュレーションの開発

を行っている．製品のライフサイクル全体で発生する環境負荷から，環境評価指標の一つである環境効率を導出するシミ

ュレーションを開発した．本報告では，HDD を例に取り，異なる劣化パターンを与えた場合の，ライフサイクル全体にお

ける環境効率を評価した結果を報告する． 

 
1.  序論 
 現在の社会は大量生産・大量消費型社会であり，資源の採取，廃棄

物処理などにより環境に多大な負荷をかけている．そのため，限りあ

る資源，エネルギを有効利用していく循環型社会への移行が急がれて

いる．循環型社会に移行するためには，リユース，リデュース，リサ

イクルの 3R が必要である．その中でもリユースは一度使用された製

品を再利用するため，廃棄物の排出やエネルギの消費が少なく，より

推進されている． 

 本研究では，リユースに着目し，ハード・ディスク・ドライブ

(HDD:Hard Disk Drive)を例に取り，ライフサイクルの各工程で排出さ

れる CO2の量を，Life Cycle Assessment (LCA)[1]を用いて求め，環境影

響を定量的に評価するシミュレーションシステムを開発する． 

 そこで，製品毎に異なる劣化のパターンを持つと考え，異なる三種

類の劣化モデルを設定し，リユースの有無により環境効率を比較し，

劣化モデルやリユース方法による環境効率の変動を検討することを

目的とする． 

 
2.  HDDのライフサイクルシミュレーションの概要 
 ライフサイクルシミュレーションの対象は HDD とする．HDD は

使用時間に応じて性能が低下していくため，HDD の使用時間毎にヘ

ビーユーザとライトユーザを設定する．ヘビーユーザは 1 日 16 時間

使用，ライトユーザは 1 日 4 時間使用する．HDD は劣化モデルに応

じて劣化すると考え，劣化モデルを設定する．リユースを行うことで

廃棄数の減少が期待されるため，様々な条件に応じてリユースを行う．

また，より現実的な設定で行うために HDD はシミュレーション開始

時点でユーザが使用している状態と考え，ランダムに初期の累計使用

時間を定めた． 

 以下にライフサイクルシミュレーションの構想を示す． 

① HDD20 台とヘビーユーザ 10 人とライトユーザ 10 人を用意 

② 開始時点で HDD はユーザが使用している状態とする 

③ ユーザの使用時間に応じて HDD が劣化する 

④ 設定されたリユース方法に従ってリユースを行う 

⑤ 性能が 0 になった HDD は廃棄，新しい HDD を生産し投入する 

⑥ シミュレーション期間は 48 ステップ（4 年間）とし，1 ステップ

（30 日）毎に環境効率を算出する 

本研究では，環境影響を定量的に評価する方法として，環境効率[2]

を用いる．環境効率とは，製品やサービスの環境側面を表す環境評価

指標の 1 つであり，式(1)で表される．本研究ではこの環境効率を用

いて，ライフサイクル全体の環境影響を定量的に評価する．  

環境効率＝ 
製品の価値

環境負荷
 (1) 

製品の価値を HDD の仕事量，すなわち HDD の性能と使用時間の

積とする，環境負荷はライフサイクル内で発生する CO2 の排出量の

総和とする．よって環境効率は式(2)で表される． 

環境効率＝ 
HDD の性能 × 使用時間

発生した CO₂の排出量
 (2) 

LCA とは，ある製品のライフサイクル全体(資源採取―原料生産―

製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル)を通して，どれほどの環

境影響物質を排出するのかを定量的に評価する手法である． 

関連研究 [3]では，CO2 排出量について，LCA 算定ソフトウェア

MiLCA[4]を用いて，HDD のライフサイクルにおける各プロセスで発

生する CO2排出量を算出している(Table 1)．HDD は Western Digital 社

製，タイで製造，東京電力地域で使用，日本で廃棄すると設定．使用

プロセスにおける CO2 排出量のデータは一時間毎の数値である．こ

のとき CO2 排出量は性能に依らないものとする．本研究ではこの値

を用いてシミュレーションを行った． 

Table 1 各プロセスにおける CO２排出量 

プロセス 生産 使用 廃棄 

CO２排出量［kg］ 10.9 0.00343 0.245 
 

 シミュレーションを行う際に設定したリユース方法の一覧を示す

(Table 2)．リユース方法はこの内の一つを選択し全ユーザ共通で行う

と設定する． 

Table 2 リユース方法一覧 

リユース方法 1 
ヘビーユーザの持つ HDD の性能が 20%以下

でライトユーザとリユース 

リユース方法 2 
ヘビーユーザの持つ HDD の性能が 50%以下

でライトユーザとリユース 

リユース方法 3 

1 ステップ毎に、ヘビーユーザの持つ HDD の

中で最も性能が低い物とライトユーザの持つ

HDD の中で最も性能が高い物でリユース 

リユース方法 4 リユース無し 
 

ヘビーユーザの持つHDDに対してリユース対象となるライトユーザ

の持つ HDD は，ヘビーユーザの持つ HDD よりも性能が高い場合に

限りリユースする． 

 

3.  劣化モデル 

HDD の劣化の仕方で環境への影響は変化すると考えられるが，劣

化の仕方自体は不明である．そこでいくつかの劣化パターンによって

環境への影響，適切なリユースの方法がどのように変化するか調べる．

本研究において設定した劣化モデルを Fig. 1 で表す． 

 
Fig. 1 劣化モデル 

環境効率の分子部分が HDD の性能と使用時間の積であるため，こ

れは劣化モデルのグラフの面積となり，面積の大きい劣化モデルは環

境効率が高くなる．本研究では，合計の仕事量は変わらないが経過は

異なるようにするため，性能が 0 になるまでの合計の面積が同じにな

るような，直線のグラフと，5000 時間を境に性能が逆転するような

三次曲線のグラフ二種類の 3 つの劣化モデルを用意した． 

 

4.  シミュレーション結果 
4.1劣化モデル別シミュレーション結果 

 ここでは劣化モデル毎の比較を行うために 2 章で述べた構想とは

異なり以下の構想でシミュレーションを行った． 

① HDD10 台とヘビーユーザ 10 人を用意する 

② 開始時点で HDD は未使用 
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③ ユーザの使用時間に応じて HDD が劣化する 

④ 性能が 0 になった HDD は廃棄し，新しい HDD を生産する 

⑤ シミュレーション期間は 48 ステップ （4 年間）とし，1 ステッ

プ（30 日）毎に環境効率を算出する 

劣化モデル三種類毎に行ったシミュレーション結果を Fig. 2 に示す．  

 
Fig. 2 ステップ数に対する環境効率 

三種類の劣化モデル全てにおいて，21 ステップ目と 42 ステップ目

に全 HDD の性能が 0 になり，廃棄及び生産が行われため，CO2排出

量が増え，環境効率が急激に低下した．また，その時の環境効率が一

致していることが確認できた．これは HDD の仕事量の合計値が三種

類とも同じになり，また CO2 排出量は性能に依らないことより環境

効率が一致したと考えられる．前半部分で性能が高い劣化モデルは仕

事量が大きくなるため環境効率が高くなり，後半になると性能が逆転

するため，性能が 0 に近づくにつれて環境効率が同じ値に収束してい

くことが確認できた． 

CO2 排出量が劣化モデルによって変わらないため環境効率は仕事

量に依存している．今後は性能によって CO2 排出量を変化させるこ

とや，環境効率の設定の検討も行う必要がある． 

4.2リユース方法別シミュレーション結果  

劣化モデルを固定し，2 章で述べた構想に沿ってヘビーユーザとラ

イトユーザ間でリユースを行い，リユース方法毎に行ったシミュレー

ション結果を示す．Fig. 3 には劣化モデル 1 におけるシミュレーショ

ン結果，Fig. 4 には劣化モデル 2 におけるシミュレーション結果，Fig. 

5 には劣化モデル 3 におけるシミュレーション結果を示す． 

 
Fig. 3 劣化モデル 1 におけるシミュレーション結果 

 
Fig. 4 劣化モデル 2 におけるシミュレーション結果 

 
Fig. 5 劣化モデル 3 におけるシミュレーション結果 

 これらの結果から，48 ステップを行ったとき，リユース方法 3 が

最も環境効率が高くなったが， 20~30 ステップ付近において急激に

環境効率が低下していることが分かった．これはこのステップにおい

て HDD の多くが廃棄されることになったため，CO2排出量が増えた

と考えられる．また，リユース方法 1 とリユース方法 2 でも同様に

HDD が大量廃棄されることによる環境効率の低下が見られた．これ

はリユースを行うことでそれぞれの HDDの累計使用時間が平均化さ

れていくことによって同時期に性能が 0 になったためと考えられる．

一方でリユースを行わなかった場合は，緩やかに環境効率が低下して

いることが確認できた． 

 これらの結果からリユース方法 3 が最も環境効率が高くなる時期

があるが，急激に低下してしまう時期があり，リユース方法 2 は長い

期間で見てもリユースを行わない場合よりも環境効率が高くなるこ

とが確認できた．そのため，どのリユース方法の環境効率が最も高く

なるかはシミュレーション期間によるということが分かった．しかし，

リユース方法 2においてはライトユーザの HDDの性能が全て 50%以

下であるためにリユースを行わない期間があった．そしてライトユー

ザの HDD が廃棄・生産されるとその生産された HDD とヘビーユー

ザがリユースを行うという結果が得られた．このことからヘビーユー

ザは HDD の性能が 50%以下になった場合に新しい HDD を購入し，

使用していたHDDを譲渡する方法を採った方が良いのではないかと

考えられる． 

 Fig. 3，Fig. 4，Fig. 5 を比較すると，環境効率は劣化モデル 2>劣化

モデル 1>劣化モデル 3 の順に高いという傾向が見られたが，リユー

ス方法毎の環境効率の傾向に劣化モデルの影響は見られなかった．よ

ってこの三種類の劣化モデルがリユース方法に及ぼす影響はないと

考えられる． 

 

5.  結論 

 三種類の劣化モデルを用意し，リユースを考慮し，ライフサイクル

全体の環境効率を算出するHDDのライフサイクルシミュレーション

を行った．劣化モデルによって環境効率は変わるが，廃棄される瞬間

には同じになることが確認できた．また，リユースによって HDD の

累計使用時間が平均化されることで環境効率が大きく変動すること

が確認できた． 

 今後の展望として，性能に応じて CO2 排出量を変化させることの

検討，環境効率の設定の検討，ユーザ同士の交換ではない HDD のリ

ユース手法の検討が挙げられる． 
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