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３Ｒ推進団体連絡会の結成：2005年12月

第１次自主行動計画（2006～2010年度）
（2006年3月公表）

容器包装リサイクル法改正の審議過程

事業者の役割
の徹底・深化

主体間連携の
強化

自主行動計画２０２０（2016～2020年度）
（2016年6月公表）

第２次自主行動計画（2011～2015年度）
（2011年3月公表）



課題１：トータルな環境負荷の削減という視点から
容器包装の３Ｒを推進

課題２：主体間の連携に資する取り組みの一層の充実

課題３：３Ｒの取り組み指標の精度向上、補足範囲拡大

� 基本方針

環境に配慮した容器包装の3R推進に取り組むとともに、
関係主体との連携の深化を図り、情報発信を進めます。



理事・事務局長 田中 希幸

2018年 6月14日（木）

知っておきたいガラスびん３Ｒのアレコレ

【３Ｒ市民リーダー スキルアップ研修】



ガラスびんの得意技
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� 化学的にも安定し、酸や有機溶媒などに侵されず、ある程度高温でも安定した強度がある

� 長期の使用にも強く、温度により体積が増減しないため、寸法を測る際に信頼性が高い

� ガスバリア性が高い（空気を通さない）

� 飲み物だけではなく、調味料や薬品、アロマオイル、化粧品などに幅広い用途での使用が可能

� 内容物の香味を吸着しない

� 細菌などがつきづらい

� 容器の成分が溶出しない

� 自然環境ホルモンなどの有害物質を含まない

� 自然界に存在する「天然素材」（圭砂・石灰・ソーダ灰）だけを使用

安定性
保存性
汎用性

衛生性
安全性

デザイン性
高級感

環境適性

� 形状・色・質感などデザインの自由度が高い

� 光沢があり、重厚さや硬質でシャープな質感に加え、加飾でなどの演出できる

� リユース（再使用）により、廃棄物削減、資源の節約・有効利用、省エネルギーに寄与できる

� 水平リサイクルでき、何度リサイクルしても品質が劣化しない

� 多様な用途でのリサイクルが可能

� 有害物質を含まないため、廃棄されても環境汚染を引き起こさない

� 重く、かさばる。 ⇒ 物流コストが高い。
� 割れやすい。

その一方で

洗浄すれば何度でも内容物を充てん可能（リユース）



オンリーワンのリターナブル容器
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「安定性」・「衛生性」という特性のため、何度でも繰り返し利用が可能な唯一の容器！

� 化学的にも安定し、酸や有機溶媒などに侵されず、ある程度高温でも安定した

強度がある

� 長期の使用にも強く、温度による体積の増減をしないため、寸法を測る際に信頼

性が高い

� 内容物の香味を吸着しない
� 細菌などがつきづらい

安定性

衛生性

回収率、距離、回転率の条件がそろえば、ワンウェイ容器に比べて環境負荷が低い

� リユースによる資源節約

� 製造本数節減による製造時のＣＯ2排出量削減

主なリターナブルびん
リターナブルびんを活用するためには

�リターナブルびんは買ったところに返却（販売店ルート）

�ワンウェイびん区別して回収（自治体ルート）



ダイエットもしています
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重いといわれてますが、肉厚を薄くしながらも強度を維持することで軽量化を実現！

軽量化事例 ①
森永乳業 宅配用牛乳びん（１８０ｍｌ）

軽量化事例 ②
キリンビール中びん（５００ｍｌ）

� 外表面にセラミックスコーティ
ングを施し､強度は変わらずに
約２０％ 軽量化
（４７０ｇ ⇒ ３８０ｇ）

� 裾部の半径を小さくし、製造
時の肉厚の確保を容易化

� 外表面に樹脂コー
ティングにより同程度
の強度を保ちつつ４
７％軽量化
（２４４ｇ ⇒ １３０ｇ）

� 樹脂コーティングが
細かい傷の発生を
防止し、びん同士の

衝突による衝撃を吸収する
ことで、再利用の回数も30
回から60回に増加

�原料（資源）の節約

�溶解量削減による製造時の燃料・ＣＯ2排出量削減

�輸送効率向上による燃料・ＣＯ2排出量も削減

環境負荷の低減



分けてくれれば何度でもＲｅｂｏｒｎ

代表的なガラスの組成による分類
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分類 主な用途 組成 特徴

ソーダガラス ガラスびん

板ガラス

グラスウール

珪砂（二酸化ケイ素）、ソーダ灰（酸化

ナトリウム）、石灰石（酸化カルシウム）

が主成分

日常生活で最も用いられているガラス

安価で融点が低く加工しやすい

ホウケイ酸ガラス 実験用ガラス

器具

耐熱用品

二酸化ケイ素の割合が大きく、ほう酸、

酸化ナトリウムあるいは酸化カリウム、

酸化アルミニウムなどを含有

化学的な侵蝕や急な温度の変化に強く、硬く、

軽い

鉛ガラス クリスタルグラス 二酸化ケイ素、酸化カリウム、酸化鉛

が主成分

透明度・屈折率が高く、柔らかく、重い

石英ガラス 水銀灯

殺菌灯

光ファイバー

二酸化ケイ素100％ 超耐熱、透明度が高く、熱に強く、高純度で、

薬品に侵蝕されにくい

� ガラスびんは日常生活で最も多く使われ、ライフサイクルが短いため、リサイクルによる省資源の効果が大きい

� ガラスそれぞれで組成も溶ける温度も異なるため、ガラスの分類ごとに集めないと水平リサイクルできない

� ガラスの着色には金属酸化物を使用

� 割れてしまうと、ガラスの分類が見分けられない

ガラスびんを効率よくリサイクルするためには

� ガラスびん以外のガラス製品を混入させない � 割れないように集める � 「無色」「茶色」「その他の色」に選別する



分けてくれれば何度でもＲｅｂｏｒｎ
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� 約70％をリサイクル、その内の80％強（主に「無色」「茶色」 ）が再度ガラスびんに！
� ガラスびん原料の約75％がびんカレット！

リサイクル率 ・ びん ｔｏ びん率

� びん以外の用途にもリサイクル

グラスウール
（断熱材）

軽量発泡骨材
（防犯ジャリ）

造粒砂
（路盤材・地盤改良材）

舗装用骨材
（カラー舗装）

カレット利用率



ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

Ｑ ＆ Ａ

2018年 6月14日
（木）



Ｑ１．ＰＥＴボトルのリサイクル率は何％？ 海外と比べてどうなの？

・リサイクル率の目標 ８５％以上
２０１６年度のリサイクル率は、８３．９％ でした。
年度で区切っているので在庫などの状況で変動します。
海外と比較しますと非常に⾼いリサイクル率となっています。

・⽶国のＰＥＴボトルのリサイクル率は、
２０．１％です。
埋⽴処分も多いと⾔われています。

・欧州のＰＥＴボトルのリサイクル率は、
４１．２％です。
ドイツなど日本と同等のリサイクル率
の国もありますが、平均すると低いの
が現状。



Ｑ２．ＰＥＴボトルは、何にリサイクルされているの？

・使⽤済みＰＥＴボトルは、⼀旦再⽣原料（フレークやペレット）に加⼯された上で、
下記の様な製品に再利⽤されています。

１）ボトルｔｏボトル
指定ＰＥＴボトル製品（烏龍茶、紅茶、コー
ヒーなど）

２）シート製品
⾷品トレイ、卵パック、ブリスターパック、
クリアケース、名刺など

３）繊維製品
⾃動⾞内装、カーペット、ユニフォーム、
バックなど

４）成形品
空容器回収ボックス、ボールペン、結束バン
ドなど

・中国へ輸出された再⽣ＰＥＴは、ほとんどが
繊維製品（綿）に加⼯され、縫いぐるみや
クッションの中綿として使⽤される。



Ｑ３．ＰＥＴボトルのリデュースはどのくらい進んでいるの？

・指定ＰＥＴボトル全体の軽量化率は、２３．０％
（２００４年度のＰＥＴボトルを基準として）

軽量化によって環境負荷増大の抑制
出荷本数の増大に比べCO2排出量は抑制



Ｑ４．ＰＥＴボトルはリユースできないの？
リターナブルＰＥＴボトルは以下の問題があります。

１）安全性の問題
予期せぬ汚染（悪意はなくとも使⽤済みＰＥＴボトルを農薬など、人体にとって
の危害物質の時保管に⽤いることなど）があった場合、ボトルの洗浄で１００％
汚染物質を除去することは困難です。

２）環境負荷の問題
リターナブルＰＥＴボトルは、空ボトルの回収率が９０％以上で、販売拠点から
⼯場までの輸送距離が１００ｋｍ未満という限られた条件でないと、ワンウェイ
ＰＥＴボトルより環境負荷が大きくなります。

Ｑ５．ＰＥＴボトルのキャップの材質は何ですか？
ＰＥＴにできないの？

・キャップの材質は、密封性を得るために軟らかい樹脂であるＰＰ（ポリプロピレ
ン）やＰＥ（ポリエチレン）が使⽤されています。

・ＰＥＴは硬い素材のため、ＰＥＴ材質のキャップでは、ボトルの口元との勘合が
上手くいかず、液漏れ、ガス漏れなどが起こり、密封性を確保できません。

・ＰＰ及びＰＥは比重の関係で⽔に浮くので、⽔に沈むＰＥＴと⽔槽で分離するこ
とが出来ます。



Ｑ６．Ｈ２９年４月より指定ＰＥＴボトル品目が増えました
（飲料）１）清涼飲料 （茶系飲料、炭酸飲料、ミネラルウォーターなど）

２）果汁飲料 （フルーツジュース、野菜ジュースなど）
３）酒類 （焼酎、本みりん、洋酒、清酒など）
４）⽜乳、乳飲料など（ドリンクタイプ発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料など）

（特定調味料）
１）しょうゆ
２）しょうゆ加⼯品 （めんつゆなど）
３）みりん風調味料
４）⾷酢
５）調味酢
６）ドレッシングタイプ調味料 （ノンオイルのもの限定）
７）アルコール発酵調味料（料理酒）←新しい品目

Q7.ＰＥＴボトルはなぜ指定品目に限定されているの？

リサイクルされ、品質の良い新たな再⽣品として⽣まれかわるには、ＰＥＴボトルに
付着した内容物の残渣や臭いを除去しなくてはなりません。指定ＰＥＴボトルの対
象には⽔洗浄が容易な内容物が選ばれています。
消費者が軽く中をすすいで、⽔切りをして、分別排出して頂くことが重要です。



Ｑ８．なぜ⾊付きの飲料⽤ＰＥＴボトルがないの？

海外では、ブルーやグリーンの⾊付き飲料ＰＥＴボトルがあるのに、日本では無⾊透明
の飲料ＰＥＴボトルしかありません。
これは、リサイクルしやすい様に事業者が⾃主的にルールを作り守っているからです。

1992年〜 指定ＰＥＴボトル自主設計ガイドライン

キャップ ⇒ プラスチックキャップ（ＰＥまたはＰＰを主材とする。）
（ＰＥ，ＰＰのキャップは⽔に浮くので比重選別できる。）
１９９８年 アルミキャップを禁止

ボトル本体 ⇒ ＰＥＴ単体／無⾊透明
１９９８年 ベースカップを禁止
２００１年 着⾊ボトルを禁止
２０１５年 ＢｔｏＢ対応ガイドラインを追加

ラベル ⇒ 手で簡単に剥がせること
１９９４年 塩ビを禁止 （再⽣材変⾊防止）
１９９４年 全面糊付け紙ラベルを禁止
１９９８年 アルミラミネートを禁止



2018.6.14

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
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① 異物混入の禁止 禁忌品の混入

作業者の安全を守るためにも、ガスライター・ガスボンベ・化学カイロなど

可燃物・刃物・カミソリ・乾電池・ボタン電 池などの危険物の混入禁止。

医療系廃棄物（注射器、注射針、点滴セットのチューブ 等）感染症防止。

プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品等混入

プラマークを目印にして排出。

金属やガラス、紙などのプラスチック以外の素材や、バケツや洗面器などの容器

包装以外のプラマークの付いていないプラスチック製品。

② 付着物の除去
内容物や付着物が残る可能性が高いプラスチック製容器包装

はさっと水洗いして排出する。

付着した汚れの洗浄が困難な容器包装はプラ 容器包装として排出しない。

特に、付着した汚れの洗浄が困難な包装類は、再商品化の際に品質や作業効率の低

下に繋がる。 内容物の除去に手間のかかる容器包装は可燃ごみや不燃ごみで排出。
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③ 二重袋の禁止

収集袋の中にさらに小袋を入れる、いわゆる二重袋で排出されると、

異物混入の恐れや選別工程で、中の袋が破れないなどから、再商

品化の品質の低下などのトラブルに繋がる。
19



お菓子の包装 中身を払って 汚れの少ないものはそのまま

カップ・トレイ 漱いだり、紙で拭き取って 水気は気ってから出す

20



マヨネーズ、納豆、弁当箱、チューブ・辛子、レト
ルト包装など、食品や洗剤等の容器包装は、
さっと水で洗って、水を切って出して下さい。

プラマークの付いた容器包装が目印です。
下の表示はプラの材質表示です。

プラスチック製容器
包装の表示
資源有効利用促進法
による識別マークのひ
とつで、プラ容器包装
に表示

21
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プラスチック容器包装材を、出来るだけ
環境に負荷を与えずにきれいにする方法

ちょっと

ひとて
ま！

チューブの容器

水の中で膨らませて、水を入れ、
キャップをしてしばらく置き、キャッ
プをしたまま振って水を出すと、口に
溜まったものがきれいになります。

マヨネーズの容器

口のところに溜まったマヨ
ネーズを最後まで使い切りま
しょう。

まず、口のところに指を入れ
て広げ、塩、コショウと酢を
少々入れて、キャップをして
よく振りましょう。

口のところに付いているマヨ
ネーズがきれいに溶けていれ
ば、美味しい「ドレッシン
グ」が出来上がり。

後使い切ったら、洗い物をし
た残り水のなかで、すすげば
簡単にきれいになります。
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食用油の容器

使い終わったら、逆さにして倒れないようにし
て２～３日立てて置きましょう。

その後、油炒めなどするときに、逆さのままフ
ライパンの上でキャップを外すと、１回分使え
るだけの油が溜まっています。

その容器の口をぼろ布でベタベタしないよう拭
き取り回収袋に入れましょう。
（洗剤を使わずきれいになります）

ケチャップの容器

使い終わったら、前ページのマ
ヨネーズで作った「ドレッシン
グ」を、ケチャップの容器に移
して、シェイクすると「オーロ
ラドレッシング」ができ、野菜
サラダにかけて、美味しく使い
切ることができます。

プラスチック容器包装材を、出来るだけ
環境に負荷を与えずにきれいにする方法

ちょっと

ひとて
ま！
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プラスチック容器包装材を、出来るだけ
環境に負荷を与えずにきれいにする方法

ちょっと

ひとて
ま！

魚･肉･惣菜
などトレー
容器

魚、肉、惣菜など、トレー入りの食品を
買ってきた場合、調理台でラップをはがし
ます。

食品が付いていた面を上にそのまま調理台
に広げて、台ふきん、またはぼろ布で拭き
取り、回収袋に入れます。
このように拭き取るだけで臭いもなく
きれいにして出せます。

納豆の容器

納豆を器に移したら、食事が済むま
で水に浸けておくと食器を洗うとき
には、ヌルヌルがさっとゆすぐだけ
できれいになります。
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容器を洗うときの注意

★ 容器をきれいにする時は、
すべて食器等洗浄に使った残り水を使いましょう。

また、キッチンペーパーなど使わず、
古布（もめん素材等）を使いましょう。



材料リサイクル ＝原材料として再利用、モノマー分解再重合・・・再生樹脂

＝同じ材質の樹脂を、熱で溶かしてプラスチック の材料や製品に再生する方法
⇒ペットボトルからトレイや繊維製品に。 食品トレイからトレイやベンチなどに

紙、ガラス、金属などはこの方法 ： 対象品を材質別に分けるのが基本

ケミカルリサイクル＝ガス化：化学原料，コークス炉原材料化,高炉還元剤化，油化
＝熱やガス等を使い、化学的な方法で分子に戻してから化学原料や、プラスチック

の原材料・製品に再生する方法
⇒ペットボトルからペットボトルに。 また、樹脂原料や様々な化学製品に

プラスチックなど化学製品の独特の方法 ： 日本の技術が世界の最先端

サーマルリカバリー（サーマルリサイクル）＝ガス化（燃料）、ＲＰＦ、セメント原料化。

廃棄物発電、焼却
＝石油由来の特性を活かして、熱エネルギーとして利用する方法
⇒固形燃料や液体燃料など。 また、焼却熱をエネルギーとして利用するなど

材料リサイクルの条件
・対象の廃棄物が大量に存在する ・有用な属性がある ・リサイクル技術が存在する
・再生品への需要がある ・経済的な整合性が取れていること

26



・粉砕
・選別

・熱分解
・蒸留

GAS

配合

新品材料

材料リサイクル 同じ材質の樹脂を熱で溶かしてプラス
チック材料・製品にする方法

ケミカルリサイクル 熱やガス等を使って化学的な
な方法で分子にして材料・製品
にする方法

選別・手間

材料リサイクルは、
新品材料と同等の品質には戻らない

ケミカルリサイクルは、
新品材料に戻すことが出来る

新品材料

再⽣利⽤率
約５０％

再⽣利⽤率
約８５％

ＰＳ樹脂・容器 アクリル繊維製品

物流パレット



紙 製 容 器 包 装 の
リ サ イ ク ル に つ い て

紙製容器包装リサイクル推進協議会

28



商品の容器や包装で、主として紙製の
もの。

紙箱、包装紙、紙袋等が代表的なもの
です。
容器包装リサイクル法では、家庭から
排出されたものをリサイクルの対象とし
ています。

ただし、段ボールやアルミ不使用飲料
用紙容器（牛乳パック等）は紙製容器
包装の対象外です。

紙製容器包装には、紙識別マークを
付けることが義務付けられています。

紙箱 包装紙 紙袋

アルミ付紙容器 ふた類 紙カップ

【紙製容器包装の事例】

紙製容器包装とは

29

*紙製容器包装リサイクル推進協議会
当推進協議会は容器包装リサイクル法の趣旨に基づきその他紙製容器包装の３Ｒ推進を目的として、
関連する業界団体及び事業者によって１９９８年２月５日に設立された任意団体です。



紙製容器包装は、２つのリサイクルルートで資源化されています。

１ 「紙製容器包装」として分別収集するルート（容リルート）
市町村で紙製容器包装識別マークのついたものを対象に集めます。
収集されたものの再商品化（リサイクル）は特定事業者（容器包装の製造利
用事業者）が、指定法人（日本容器包装リサイクル協会）に委託して行われ
ます。主に製紙原料に利用され、製紙原料に向かないものは固形燃料等と
して利用されます。

２ 「古紙」として分別収集するルート（古紙ルート）
紙製容器包装識別マークは目印にしません。/大部分がこの集め方
市町村で従来からの古紙（新聞・雑誌・段ボール等）回収ルートを利用して
主に製紙原料に向く紙製容器包装を集め、製紙原料に向かないプラスチッ
クとの複合品や、匂いのついた箱等が回収対象から除かれます。

紙製容器包装は、「雑がみ」「その他の紙」などの分類で、紙小物類との混合
で回収されます。

紙製容器包装のリサイクル

30



紙製容器包装のリサイクルフロー

消費者

紙製容器包装を市町村の
分別ルールに従って排出

市町村

行政収集や
集団回収に
より分別収集

再商品化事業者

量をまとめ
品質を管理する

製紙工場

特定事業者

容器包装を製造し、
商品の製造や
小売に利用する

紙製
容器包装

古紙
パルプ

フレッシュパ
ルプ

紙・板紙

製造

利用

購入

固形
燃料

商品

古紙

紙製容器包装として分別収集

容リルート

「雑がみ」等
として分別収集

古紙ルート

石油・石炭の代替として
利用木材チップ

選別

容リルート、古紙ルートにより資源化

製紙
原料

資源
ゴミ

分別
排出

選別

31
容リルートのみ一部固形燃料 ⇒



■回収された紙製容器包装は高効率で商品化されている。

市町村からの引取量の９６．２％が再商品化製品として販売

■再商品化製品の内訳

製紙原料９３．９％、製紙原料以外の材料リサイクル０．８％、 固形燃料 ５．３％

１ 容リルートでのリサイクル（平成２８年度）

紙製容器包装のリサイクル

32

２ 古紙ルートでのリサイクル

■製紙原料に向くもののみを回収

※ 紙製容器包装の製紙原料に向くものは
板紙や段ボールにリサイクルされます



Q 紙の識別マークは紙にリサイクルされるという

意味のマークなのですか？

紙製容器包装 Q&A

33

A 紙の識別マークは、容器包装リサイクル法に

従って、市民が紙、プラ等を分別排出する時、
判別しやすいように付けたマークであり、紙に
リサイクルされるというマークではありません。
紙の識別マークがついたものでも紙にリサイ
クルしにくいものがあり、固形燃料や他の用途
としてリサイクルされるものもあります。



Q なぜ、同じ紙製であってもダイレクトメールや

郵便の封筒は容器包装リサイクル法の対象、
識別マークを付ける対象ではないのですか？

紙製容器包装 Q&A

34

A 容器包装リサイクル法でいう容器または包装

とは、商品を入れたり包むものとなっており、
商品とは有価で取引されるものです。 故に、
ダイレクトメールや郵便の封筒は中身が商品
でないため、対象ではありません。



内訳）行政収集１８．２％ 集団回収 ６．９％

・２００６年度実績の調査以来、回収率は増加している。平成２１年度より集団回収量を計上。

■２０１６年度紙製容器包装の回収量 １８６,２６７トン
内訳）行政収集１３５,２４６ トン 集団回収 ５１,０２１トン

■２０１６年度回収率 ２５．１％

紙製容器包装リサイクル推進協議会データ

紙製容器包装の回収量（古紙ルート＋容リルート）

紙製容器包装の回収率＜第３次自主行動計画（2016～2020年度）目標２８％＞

35

回収率紙製容器包装回収量

単位：ｔ

出荷量（千ﾄﾝ） 削減率 原単位削減率（売上高）



飲料用 紙容器リサイクル協議会

紙パック リサイクルと Q&A



飲料用紙容器（紙パック）とは？

→ 紙製容器のうち

①飲料用であって、

②アルミニウムを

使用していないもの、

をいいます。



紙パックのリサイクルのポイント①

上のような開き方でなくても
かまいません。



紙パックのリサイクルのポイント②

「他の古紙と
分けて出す」

の徹底をお願いします。



Q1 牛乳ﾊﾟｯｸなど「紙パック」のおもな原料
となる木はどれでしょうか？

① 広葉樹 ② 針葉樹 ③ 照葉樹

（カエデ、 （スギ、マツ、 （ツバキ、

プラタナスなど） モミなど） サカキなど）



Q2 トイレットペーパー1個は、1ﾘｯﾄﾙ紙パック
何枚分にあたるでしょうか？

① 6枚 ② 26枚 ③ ５６枚

？



Q3 牛乳パックの 矢印のここ にかかれて
ある「ことば」はどれでしょう

① リサイクルありがとう

② あらって、ひらいて、

かわかして

③ もっとたくさんのもう！
ここ



捨てられている使用済み紙パックは、まだまだ多い
です。リサイクルよろしくお願いします。

以上クイズの答えQ1･･･②Q2・・・①Q3･･･①



スチール缶について

２０１８年６月１４日（木）

スチール缶リサイクル協会



１．スチール缶のリサイクルフロー

金属くずリサイクル
埋立・散乱 他

食品メーカー・ボトラー
飲料缶 食料缶 一般缶 18㍑缶

スチール缶消費

事業系排出家庭系排出

民間処理業者

自治体 鉄スクラップ処理業者

輸入
輸出

鋼材を再生

電炉メーカー・高炉メーカー
・鋳物メーカー 他

アルミ蓋・異物

製缶メーカー

（一部）

自動車・家電

建材・機械 等

その他鉄スクラップ
（自動車・家電・建材 等）



◆1970年代より、最終処分場逼迫問題の解消・社会的コスト最小

化並びに資源循環型社会の構築等のため、市町村との連携で
分別・再資源化を推進。

◆1990年国内での資源循環を目指して、「スチール缶のリサイク
ル率（回収率、再資源化率）目標」を自主的に公表。以後、

鉄鋼メーカーでの引取り・再資源化量の自主調査を継続。

２．スチール缶のリサイクル率は？

％ リサイクル率の推移

年度



・日本のスチール缶を含めた鉄の循環（２０１５年度）
①鉄の生産量 ： 約１億１千万トン

②国内鉄スクラップ発生量 ： 約３千９百万トン

③スチール缶スクラップ発生量 ： 約５０万トン

・スチール缶スクラップも、貴重な資源として循環利用。

３．何故リサイクル率が高いのか？その１



◆スチール缶スクラップの規格化を図った。

４．何故リサイクル率が高いのか？その２

（一社）日本鉄源協会
2008年6月改訂



５．何故リサイクル率が高いのか？その３

・消費者・自治体による分別の仕組みが構築されている。
・全国の製鉄所による、受け皿体制が構築されている。
・スチール缶スクラップの高品質化が図られている。

◆スチール缶、自動車、電気製品、建造物など、様々な鉄製
品に「何にでも」、「何度でも」生まれ変わる。
◆最寄りの製鉄所で再資源化のため、物流によるＣＯ２排出
量・エネルギー使用量削減等環境負荷の低減を行い、社会
貢献に寄与。



＜スチール缶受け入れ製鉄工場の分布（２０１７年度/７４工場）＞

６．何故リサイクル率が高いのか？その４



◆1970年代より、自治体への分別の仕組み作りに協力指導支援し

たことより、容器包装リサイクル法施行時には、既にスチール缶は
分別が行われていた。－当協会の自主調査より－

７．自治体による分別収集推移

スチール缶の分別収集を実施している自治体の割合
％

年度



52

2018年6月14日資料



運び易い
保存に適切

冷え易い

同一品種
分別容易

アルミ缶がなぜ飲料容器に適しているか？

比重
金 １９．３
鉄 ７．８

アルミ ２．７

熱伝導度
ガラス １
鉄 ８４

アルミ ２３６

製造速度(国内)
最高２４００缶/分

軽い

錆びに
くい

熱伝導
良

加工性
良

リサイ
クル易



缶蓋
小径化

缶胴
薄肉化

缶底
形状

0.17ｍｍ 0.10ｍｍ

アルミ缶はどうやって軽くなったのか？

1971年
2４g

2010年
1６g

2017年
1５g

板厚が薄くても内圧に耐えられるような形状
(Ａ＞Ｂ＞Ｃ)

缶の形状

段ネック スムーズネック

シングルネック

Ａ
ＣＢ

＜３５０ｍｌ缶＞



アルミ缶はリサイクルされて何になるのか？

回収された
アルミ缶

再生地金

脱酸剤

アルミ缶

鋳物

その他圧延品

①鉄とアルミニウムの比重で分離可能

②鉄を作る工程で余分な酸素を除去するために
脱酸剤として利用

③スチール缶スクラップを溶かす際、アルミニウム
の酸化により発生する熱で電力の節約

スチール缶の蓋は
アルミ製だけど
分離しなくていいの？



スチール缶とアルミ缶の用途の違いは？

東洋製罐殿ホームページより

ス
チ
ー
ル
缶

ア
ル
ミ
缶



アルミ/スチール缶の蓋(１)

だ第一開口 だ全開口

タブを持ち上げる
と、蓋の一部だけ
が開く
(やや開けにくい)

タブを更に持
ち上げると、
蓋の全部が
開く
(簡単に開く)

蓋の溝部分で破断
する(ｽｺｱｰ断面)

①(リベット周り)

②(飲み口周り)

①と②で深さが違う

衝撃では開きにくく、手では簡単に開く工夫



アルミ/スチール缶の蓋の工夫(２)

①フラットタブ → 開口不良対策

（缶詰技術研究会「容器と包装」より引用）

＜最近の蓋＞

プルタブとステイオンタブ

③バックリング誘導エンボス
→スコアー破断開口対策(炭酸缶)

＜昔の蓋＞

②フィンガーホール→指係り改善

④Ｄビード加工
→開口時の破断性を良くする

点字



アルミ/スチール缶のトレーサビリティー

製缶会社/工場/製造機が分かる
(マークと位置がメーカー毎に異なる)

製缶会社/工場/製造機が分かる
(マークがメーカー毎に異なる)

缶の製造時間が分かる
(透明インキ、レーザマーク)



• アルミ缶はタブを取らずいっしょに回収してください。

タブは蓋から取れないようにしてあります。

無理にとるとけがをすることがあります。

タブだけ集めるより効率良く集めることができます。

• ボトル缶のキャップの取り扱い

ボトル缶のキャップもアルミ製です。

水洗い後、中を乾燥しキャップをかるく締めて回収

してください。

• 缶の中にたばこの吸い殻などを入れないでください。

空き缶は軽く水洗い後、潰して回収に出してください。

缶の中に多量の水や異物があると、リサイクルの妨げ

になり、火災の原因になります。

アルミ缶リサイクル協会からのお願い



段ボールリサイクル協議会
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出典:2015年日本製紙連合会統計

62

紙
1, 471 万トン

（56.0 %）

新聞用紙 290 万トン

印刷・情報用紙 831 万トン

包装用紙 88万トン

衛生用紙 181 万トン

雑種紙 81 万トン

板紙

1,157 万トン

（44.0 %）

段ボール原紙 936 万トン
板紙の81％
紙全体の36％

紙器用板紙 158 万トン

その他板紙 63万トン

出典:2016年日本製紙連合会統計

紙の分類と生産量



（組成）パルプ、古紙

段ボール原紙
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6.1

9

※出典:2014年紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報

古紙利用率

93.8 ％
※出典:2016年紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報
※段ボール原紙を含む板紙全体の数値
※その他の繊維０.１％

パルプ利用率

段ボール原紙＜板紙の古紙利用率＞



波形に成形した中しん原紙①の片面又は両面にライナ②
を貼り合わせたもの。

①段ボールの「段（フルート）」に使用する板紙
②段ボールの「面」に使用する板紙

JIS Z 0108：包装用語より
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①中しん

②ライナ

②ライナ

段ボールとは

①中しん

②ライナ

②ライナ



段ボールのリサイクル
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段ボールの回収率
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＜ICCA(国際段ボール協会)＞ 67
（単位：100万㎡）

6,896 

10,023 

13,975 

70,009 

35,008 

6,900 

9,873 

13,737 

65,922 

34,279 

6,542 

9,650 

13,630 

61,671 

33,881 

6,894 

13,459 

11,680 

37,323 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

インド

ドイツ

日本

中国・香港

米国

2000年

2014年

2015年

2016年

128,825 百万㎡

224,994 百万㎡

217,430 百万㎡

231,983 百万㎡

世界の生産量

世界の段ボール生産量トップ５



電気
機械

薬品
化粧品

加工食品 青果物 その他
食品

繊維
製品

陶磁器
ガラス雑貨

その他

段ボール需要部門別製函投入量推移（構成比）
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