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III 各団体の取り組み

1. ガラスびん３Ｒ促進協議会

ガラスびん軽量化の推移

ガラスびんの軽量化は、消費者の要望やニーズへの対応をはかり、いち早く取り組みを開始致

しました。今から 40 年ほど前のオイルショックをきっかけに､資源やエネルギーを節約する取り

組みが始まり、以後、中身メーカーとガラスびんメーカーの連携により、着々とびんの軽量化が

進められ、究極の軽量びんに入った新商品も登場しています。

一方、薄肉化の限界を見据えた上で、ユニバーサルデザインなども取り入れながら持ちやすさ

や開けやすさといった機能面を補強しながら軽量化に取り組んでおります。

また、ガラスびんは 3R に適合する唯一の容器として、3R の全体バランスの中で評価いただく

視点が必要と考えており、加えて素材の持つ特性なども考慮に入れたご評価をいただけるよう取

り組んでいます。

①一本当たりの重量変化

１本当たり単純平均重量は、1972 年 390.8g、1985 年 241.6g、1992 年 215.2g、2004 年

192.3g、2014 年 179.7g（1972 年比 ▲54.0％）となっています。比較的に質量の重いリター

ナブルびんの減少や容器少量化の影響も受けていますが、１本当たり重量の軽量化はほぼ限界

に近づいていると言えます。

170

220

270

320

370

420

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

（ｇ）

（年）

ガラスびんの一本当り単純平均重量（ｇ/本）

1972年
390.8ｇ

1970年
352.1ｇ

1977年
342.2ｇ

1985年
241.6ｇ

2004年
192.3ｇ 2014年

179.7ｇ

1992年
215.2ｇ



15

1 本当たりの単純平均重量は、基準年（2004 年）の 192.3g に対し､2014 年実績は 179.7g

と 6.6％（12.6g/本）の軽量化がはかられましたが、これにはびん容量構成比の変化が含まれ

ているため、その要素を除いたネットの軽量化率は 1.4％（2.7ｇ/本の軽量化）となります【表

１参照】。

残りの 5.2％（9.9ｇ/本）はびん容量構成比の変化によるものです。

なお、基準年（2004 年）対比での軽量化による資源節約量は、2009 年～2014 年（6 年間）

で、130,721 トン（100ml ドリンク剤びん換算 12 億 148 万本）となりました。

【表１】１本当たりの平均重量推移

2004年

(基準年)
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

生産本数（千本） 7,262,950 6,653,700 6,771,964 6,875,461 6,610,045 6,539,754 6,447,949

生産重量（トン） 1,396,582 1,213,075 1,222,525 1,230,174 1,182,952 1,180,180 1,158,682

単純平均重量

（ｇ/本）
192.3 182.3 180.5 178.9 179.0 180.5 179.7

ﾈｯﾄ軽量化率指標

（加重平均）
100.0 98.2 98.3 98.0 97.9 98.3 98.6

軽量化による

資源節約量(トン)
― 22,236 21,142 25,106 25,375 20,410 16,452

②軽量化実績

2014 年に新たに軽量化された商品は、9 品種 23 品目であり、その軽量化重量は 664 トンと

なりました。2006 年から 2014 年までに軽量化された商品は、11 品種 206 品目となっており

ます【表２参照】。なお、軽量化実績の捉え方は、前年と同容量で軽量化された品目について限

定しており、容量変更が伴う場合や、新製品の軽量びんは対象外としています。

【表２】2006年から 2014年までに軽量化された品目

品 種 のべ品目数

小びんドリンク 小びんドリンク（６品目）

薬びん 細口びん（２品目）、広口びん（２品目）

食料品びん
コーヒー（１７品目）、ジャム（１０品目）、粉末クリーム（２品目）、

蜂蜜（１品目）、食用油（１品目）、食品（６品目）

調味料びん

たれ（７品目）、酢（１３品目）、ソース（２品目）、

新みりん（１品目）、醤油（２品目）、つゆ（７品目）

調味料（１３品目）、ドレッシング（１１品目）、ケチャップ（１品目）

牛乳びん 牛乳（５品目）

清酒びん 清酒中小びん（２４品目）

ビールびん ビール（７品目）

ウイスキーびん ウイスキー（５品目）

焼酎びん 焼酎（１７品目）

その他洋雑酒びん ワイン（２０品目）、その他（４品目）

飲料びん
飲料ドリンク（６品目）、飲料水（１品目）、炭酸（３品目）

ジュース（６品目）、ラムネ（２品目）、シロップ（１品目）、乳酸（１品目）
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ウェブサイト

「リターナブルびんポータルサイト」

＜http://www.returnable-navi.com/＞

びんリユースシステムの持続性の確保に向けた取り組み

①リターナブルびんの使用量実績

リターナブルびんの使用量については、経年的な減少傾向に歯止めがかからず、業務用と家

庭用宅配というクローズド市場を中心に存続の状況であり、2014 年使用量実績は 95 万トン

（基準年比 51.9％）となりました【表３参照】。

びんのリターナブル比率（リターナブルびん使用量÷(国内ワンウェイびん流通量＋リター

ナブルびん使用量)）は 2009 年から 50.0％を割る結果となっています。

【表３】リターナブルびんの使用量実績（単位：万トン）              

2004年

基準年
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

2014年実績

基準年比

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびん使用量 183 133 125 112 106 102 95 51.9%

国内ﾜﾝｳｪｲびん量

（輸出入調整後）
158 140 143 140 138 136 134 84.8%

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ比率～％ 53.7 48.7 46.6 44.4 43.4 42.9 41.5 －

②持続性の確保に向けた取り組み

地域や市場特性に合わせた取り組みを強化すべく、消費者・自治体・流通/販売事業者やび

ん商等関係主体の一層の連携を深め、地域型びんリユースシステム再構築に向けた取り組みを

行っています。新たな推進体制として 2011 年 9 月に立ち上げた「びんリユース推進全国協議

会」と連携し、東北地域、関東･甲信越地域、中部地域、近畿地域、中四国地域、九州地域そ

れぞれ地域ごとにびんリユース推進体制の整備をはかりました。

一方、関係他団体（日本酒造組合中央会、1.8Ｌ壜再利用事業者協議会）とも連携した 1.8

Ｌ壜（一升びん）のリユースシステム維持

のための取り組みを強化しています。

また、2009 年 2 月に立上げた WEB サ

イト「リターナブルびんポータルサイト」

にて、全国各地域で展開されるびんリユー

スの取り組みの紹介をおこない、リユース

推進活動の「見える化」と情報発信に努め

ました。
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地域に密着して循環するびんリユースシステム

びんリユースの推進には、消費者・自治体・事業者との連携した取り組みが必須です。

2014 年度は環境省の「我が国におけるびんリユースシステムの在り方に関する検討会」に参

画するとともに、自治体や事業者等の多様な関係者と連携し、地域型びんリユースシステム構

築に向けた実証事業の発展拡大への協力をおこないました。

＜2014 年度のびんリユース実証事業＞

①秋田びんリユース協議会 ②関東甲信越びんリユース推進協議会 ③奈良県ワールドシード

④大阪びんリユース推進協議会 ⑤岡山賢人プロジェクトの五事業

ならびに学校牛乳びんの導入支援に向けたモデル事業として、

①びん再使用ネットワーク ②かながわ環境カウンセラー ③大和びんリユース推進協議会

の三事業が展開されました。

秋田びんリユース協議会による

720ｍｌ酒びんの回収仕分けシス

テム構築

関東甲信越びんリユース推進協議

会によるワインびんのリユース実験

大和(やまと)びんリユース推進協議会によるびんリユ

ース飲料｢と､わ（To WA）｣を中心とした地方公共団

体におけるびんリユース促進

大阪びんリユース推進協議会によ

るびんリユース飲料｢茶々｣を使っ

たびんリユース推進

岡山賢人プロジェクトによるびんリ

ユース飲料｢岡山ピーチサイダー｣

の開発
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ガラスびんリサイクルの推移

①リサイクル率の推移

ガラスびんの「リサイクル率」は向上し、2014 年では 69.8％となり、基準年（2004 年）対比

では、＋10.5％となりました【表４参照】。これは、ガラスびん分別収集の推進による成果です

が、あきびんの分別収集段階で細かく割れたガラスびん残渣の資源化が課題となっています。

【表４】リサイクル率の推移

2004年

基準年
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

リサイクル率（回収・再資源化率） 59.3％ 68.0％ 67.1％ 69.6％ 68.1％ 67.3％ 69.8％

②カレット利用率の推移

「カレット利用率」については、2014 年実績では 97.8％となり、基準年（2004 年）対比では、

＋7.1％となりました【表５参照】。

【表５】カレット利用率の推移

2004年

基準年
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

原材料総投入量（千トン） 1,747 1,763 1,751 1,693 1,702 1,652

ガラスびん生産量（千トン）① 1,554 1,330 1,337 1,342 1,281 1,287 1,257

カレット使用量（千トン） ② 1,409 1,297 1,295 1,284 1,285 1,274 1,230

カレット利用率（％）②÷① 90.7 97.5 96.9 95.7 100.3 99.0 97.8

｢ガラスびん生産量｣：経済産業省｢窯業・建材統計｣

｢カレット使用量｣：日本ガラスびん協会資料およびガラスびんフォーラム資料

参考ながら、2014 年のガラスびん原材料総投入量（カレット利用量＋バージン資源量）は 1,652

千トンであり、原材料総投入量に占めるカレット（再生材）の使用比率は、74.4％となりました。

再商品化市場の開発拡大を目的とした「カレットを 90％以上使用するエコロジーボトル」の普及

に努め、2014 年出荷量は 109 百万本と基準年（2004 年）対比 113.1％となっています。

ガラスびん再資源化量の拡大に向けた取り組みの推進

ガラスびんは分別収集の際に、細かく割れて色分けできない残渣を減らすことが課題となって

います。全国自治体によるガラスびんの人口一人あたり再商品化量を集計し、当協議会のウェブ

サイトに掲載いたしました。

＜2013年度の自治体による分別収集によるガラスびんの人口一人当たり再商品化量＞
トン／年

全国
人口

（H25年度）
無色 茶色 その他の色 合計

1 人当たりの再

商品化量（㎏/人）

市町村計* 119,997,675 286,183.7 240,732.2 177,498.8 704,414.8 5.87

広域組合計* 15,435.5 17,715.2 10,857.4 44,008.2 －

（市町村＋広域

組合）計**
126,393,679 301,619.2 258,447.5 188,356.3 748,423.0 5.92

＊市町村計および広域組合合計は、環境省資料「（HP 掲載用）市町村ごとの集計結果【平成 25 年】」による

＊＊（市町村＋広域組合）計は、環境省報道発表資料「平成 27 年 3 月 9 日 平成 25 年度容器包装リサイクル法に基づく

市町村の分別収集および再商品化の実績について（お知らせ）」参考 4 による

＊＊＊四捨五入しているため、合計が合わない場合がある
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あきびんの再商品化量拡大に向けて成果を上げている自治体を紹介している当協議会のウェブサイト

＜http://www.glass-3r.jp/＞

ガラスびん３R の普及と啓発に向けての取り組み

｢くるくるリサイクルストーリー  びん to びんで

行こう！｣リサイクル動画、「めぐりめぐるリユースス

トーリー また会おうよ！ リターナブルびん」リユー

ス動画に引き続き、2014 年度は｢へらしてかる～く

リデュースストーリー  びんもすっきりダイエット｣

というリデュース動画を制作し、当協議会のウェブサ

イトならびに YouTube で公開し、情報発信に努めま

した。

「エコプロダクツ 2014」に出展し、ガラスびんの 3R を啓発する展示のほかに、びんリデュー

スをテーマに、軽量化したびんの展示やクイズを実施しました。また、びんリデュースの動画を

上映しました。

当協議会の展示風景
びんリデュースを紹介するコーナー

「へらしてかる～く リデュースストーリー

びんもすっきりダイエット」をウェブサイトで公開

＜http://www.glass-3ｒ.jp/＞
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2. PET ボトルリサイクル推進協議会

リデュースへの取り組み成果：2014 年度軽量化 15.6%

2014 年度の PET ボトル軽量化は、全体では、削減効果量で 103 千トン、軽量化率 15.6％を

達成いたしました。

また、主要 17 品種ごとに目標値を設定した中で、12 種で昨年度比軽量化が進み、また 12 種

で修正後の 2015 年度軽量化目標を達成しました。（清涼飲料の耐熱 350ml・1,500ml・2,000ml、

耐圧500ml・1,500ml、酒類2,700ml・4,000ml、酒類のみりん1,800ml、しょうゆ500ml・1,800ml、

しょうゆ加工品 500ml・1,000ml）

サイズ・用途別 PET ボトル軽量化目標と実績（2014 年度）

容器軽量化による削減効果量と軽量化率の推移
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●軽量化の事例

PET ボトルは、容器としての需要の広がりにともない、成形技術・充填技術の進展などに

より、近年目覚ましい軽量化が実施されています。

●環境負荷増大の抑制について

下図に、清涼飲料用 PET ボトルの出荷本数と、その原油採掘からボトル製造・供給に至る

環境負荷の指標としての CO2排出量を経年で示しました。

PET ボトルは、需要の伸びにともない出荷本数を増加させてきましたが、3R 推進のための

自主行動計画を定めて取り組みを開始した 2004 年度以降は、出荷本数の増大に比べ CO2排出

量の増大が抑制されているといえます（下表）。

これは、ボトルの軽量化を始め、省資源・省エネルギーの取り組みの効果が表れたものと考

えます。

表 2014 年度と基準年度（2004 年度）との負荷比較

図 清涼飲料用 PET ボトルの出荷本数と、その環境負荷（CO2排出量）の推移
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リサイクルへの取り組み：2014 年度リサイクル率 82.6％

2014 年度のリサイクル率の「分母」となる指定 PET ボトル販売量（総重量）は 569 千トンで、

前年度比 1.6％の減少となりました。国内の生産本数は 1.2％の伸びでしたが、一層の軽量化が進

んだために、3 年連続でボトルの総重量は減少しました。

一方、リサイクル率の「分子」となるリサイクル量は国内資源化量 271 千トン、海外資源化率

199 千トンの合計 470 千トンでした。

●回収・リサイクルに関する推進協議会調査の強化

回収量調査にあたって、市町村回収については、環境省発表データを使用するとともに、使

用済み PET ボトルの回収、再商品化を行う事業者へのアンケート調査から、国内リサイクル

向けの回収量を集計しています。また、PET くず輸出事業者へのアンケート調査から、海外

への PET ボトル由来の輸出量を推計し

ています（アンケート調査は推進協議会

が第三者調査機関へ委託し実施）。

把握できていない使用済み PET ボト

ルの取り扱い事業者が存在し、毎年継続

的に調査ヒヤリングを強化しています

が、特に事業系回収量調査のアンケート

回答率が、まだ十分に高いとはいえず、

引き続き補足向上、精度アップのための

活動を続けていきます。

図に示したようにリサイクル率は
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82.6％で、対前年度 3.2 ポイントの減少となり、過去３年連続で目標を達成してきましたが、

今年度は達成するができませんでした。

国内での用途別 PET リサイクル材使用量を調査

PET ボトルが、国内で具体的に何にどれ位の量がリサイクルされているのかという疑問に答え

るべく、PET ボトル、シート、繊維、成形品といった用途別にさらに具体的な製品カテゴリーに

分けて調査を行っています。

2014 年度調査では、シート製品が 90.1 千トン、繊維製品が 88.0 千トン、成形品・その他が

13.4 千トンでした。

PET ボトルでは 33.6 千トンで昨年度と比べ減少しましたが、今後の増加が期待されます。

広報活動の推進～啓発ツールの提供

●年次報告書の発行

2001 年以来、毎年発刊しており、前年度の 3R（リデュース、リ

ユース、リサイクル）について 3R 推進自主行動計画にそって業界

をあげて真摯に取り組んでいる状況や、その成果を多くの皆さまに

知っていただくことを目的としています。2015 年 11 月 25 日に、記

者説明会を開催しております。
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●PET ボトル再利用品カタログ

PET ボトルは、繊維製品、文房具、化粧品ケース、自動車用カーペットマット、ラミネー

ト包材、特殊合成紙等に広く使用されています。これらを「PET ボトル再利用カタログ」に

まとめ、紹介しています。

●広報誌「RING」

最新の３R 活動情報を紹介するために、広報誌「RING」を発行しています。2014 年度 Vol.33

では、特集記事で神戸大学大学院経済学研究科教授の石川雅紀氏と「PET ボトルリサイクル

の現状と課題」についての対談を紹介しております。

「PET ボトル再利用品カタログ」2015 年度版 vol.14      「RING」Vol.33（6 月発行）

●PET ボトル 3R 改善事例集Ⅱの作成

会員団体構成各企業のたゆまぬ努力を広く社会の皆様へお知らせするため、推進協議会では

環境配慮設計の実施として軽量化を中心とした成果を 2010 年に「3R 改善事例集」としてま

とめました。2014 年度に 2010 年度版以降直近までの事例について「3R 改善事例集Ⅱ」とし

て 53 件を掲載し、発行しました。
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3. 紙製容器包装リサイクル推進協議会

紙･板紙使用量削減

紙製容器包装では、代表的な(指標となる)容器形態がないため原単位による削減の把握が難し

く、日本製紙連合会の統計情報より、包装紙と紙器用板紙の出荷量をベースに、紙製容器包装用

途となる紙・板紙の国内出荷量を推定し指標としています。

2014 年の国内出荷量は基準年(2004 年)比で 10.1％削減、前年比では 0.5 ポイント削減しまし

た。

紙製容器包装用途となる紙・板紙の国内の出荷量の推移  基準年＝2004 年

■ 紙製容器包装 3R 改善事例集第８版を発行

実際の商品で実施されている広範囲な 3R 事例を、会員団体・企業を中心に事例提供をいただ

き、「紙製容器包装 3R 改善事例集」を年度ごとに改版発行し、業界全体のレベルアップのため

の普及啓発を進めています。

2014 年度は新しい事例の他に、適正包装の参考として「紙製容器包装環境配慮設計の考え方」

とその運用・事例を追加し、「紙製容器包装３Ｒ改善事例集第８版」を発行しました。
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2014年度事例

外箱の廃止や、容器のコンパクト化、軽量板紙の

利用、糊代フラップの寸法縮小など、軽量化・薄肉

化の取り組みが継続的に実施されています。

「紙製容器包装の環境配慮設計の考え方」と

その運用および事例
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切り込み点線を

入れ潰しやすく

リサイクルための調査

＜ヒアリング調査＞

市町村の分別収集実績データが公表されていますが、回収は容リルートの他、既存の古紙ルー

トで「雑がみ」等の混合収集が行われており、回収物の組成分析調査等、様々な調査活動により

実態把握を進めています。2014 年度は３市でヒアリング調査を実施しました。

＜回収物の組成分析調査 [A] ＞

紙製容器包装の資源回収は市町村で様々な方法で実施され

ています。その資源化回収量算出のため行政収集・集団回収で

の(a)「雑誌・雑がみ」混合回収中での紙製容器包装の構成比(b)

「雑がみ」分別回収中での紙製容器包装の構成比を、当推進協

議会の独自調査により 2014 年度は２市で実施しました。

＜紙製容器包装のアンケート調査 [B] ＞

回収量実績は、人口 10 万人以上の 295 市区を対象にアンケート調査を実施し、293 市区より

2014 年度の行政収集と集団回収の(a)「雑誌・雑がみ」混合回収量(b)「雑がみ」分別回収量の回

答を得ました。

＜紙製容器包装の回収量 推定＞

[A][B]の調査より、全国の「紙製容器包装」の行政収集量は約 13.4 万トン、集団回収量は 5.5

万トンと推定し、年間合計回収量は約 18.9 万トンとしました。

＜回収率算定＞

「紙製容器包装の回収量」および「家庭からの紙製容器包装の排出量モニター調査」より、行

政回収率 16.8％、集団回収率 6.8％と算定しました。

行政と集団合計の「紙製容器包装」回収率は 23.6％となり、前年比では 0.1 ポイント向上しま

した。

リサイクル適性を考慮した容器包装設計の工夫

紙製容器包装のリサイクルの推進のために

①紙箱にミシン目を入れることにより廃棄時

  に潰しやすくする

②紙とプラスチックを分離しやすくする

③紙単体の包装設計を行う

などの容器包装設計の取り組みを進めています。

半円形のミシン目
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容器包装リサイクル法改正に向けての提言

当推進協議会にて設置した容リ法改正対策委員会において、紙製容器包装のリサイクルにおけ

る課題および対策を整理し提言案をまとめ、2012 年 11 月 20 日の理事会において承認されまし

た。本提言において、紙製容器包装の回収量拡大を要望しており、回収量の拡大にあたり紙識別

マークの見直しを提言しています。

紙製容器包装の分別収集は、容器包装リサイクル法に従った指定法人ルートと、「雑がみ」と

して既存の古紙ルートを利用した回収方法があり、市町村の判断により地域の実情を反映した分

別収集方法で実施されています。このため、紙製容器包装中の回収対象物と非対象物（難処理古

紙）の設定に市町村ごとに違いがあるため、紙識別マークは、多くの市町村で利用されていない

状況にあります。

また、難処理古紙でも古紙パルプを製造可能な工場が一部あり、製紙原料化の適・不適でも画

一的な区別は行われていない状況です。

当推進協議会では、容リ法改正審議会において、ヒアリングを

受け、紙識別マークの見直しを含む本提言を説明し、質疑応答を

行いました。「雑がみ」の有効利用の観点から、経済産業省

「識別マーク検討ＷＧ」にて識別マークの見直しが討議されま

した。

以下に当推進協議会の提言骨子を示します。

１ 紙製容器包装の収集・リサイクルの促進

提言１ 紙製容器包装を収集する市町村の拡大を要望する

    容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ」分類での収集を

    実施する市町村の拡大を要望する。

提言２ 紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言する

     古紙ルート「雑がみ」分類で収集を実施する市町村の拡大及び紙製容器包装の回収量

    拡大のために、紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言する。

提言３ 複合品の収集・リサイクルの促進を提言する

    複合品も、家庭から排出される容リ法対象の紙製容器包装の約１５％（約１２万トン：

    当推進協議会調査）を占め、固形燃料等の有効なリサイクル資源であるため収集・リサ

    イクル促進を提言する。

提言４ 紙製容器包装の収集拡大のための啓発を要望する

     紙製容器包装収集を実施する市町村を拡大するために、紙製容器包装が有効な資源で

    あることを市町村に啓発することを要望する。

提言５ 今後の制度見直し

     紙製容器包装全体のリサイクルシステムのあるべき姿の研究を進める。

２ 容器包装 3R 制度全体のあり方について

提言６ 三者の役割分担を維持し取り組みの深化を図る

提言７ 主体間連携の強化を図る

紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」
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紙製容器包装のリサイクルフロー

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、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（（公財）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）

市町村で従来からの古紙（新聞・雑誌・段ボール等）の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。

アルミ付き飲料用紙パックについて自主回収や NPO 等の活動を応援

アルミ付き紙パックの自主回収の仕組み作りとして、市民団体との協働による「酒パックリサ

イクル促進協議会」が設立され、その活動を支援しています。

小売酒販店を主体とした回収拠点「エコ酒屋」は、現在全国で 479 店舗の取り組みがあります。

又、酒造メーカーで発生する損紙のリサイクルシステムの構築も進められています。

「エコプロダクツ 2014」に出展

当推進協議会は 2014 年度も（公財）日本容器包装リサイクル協会とプラスチック容器包装リ

サイクル推進協議会と共同出展しました。「容器包装のリサイクル工場」をテーマに紙製容器包

装の再商品化製品の工程を分かりやすく説明するイベントや再商品化製品の展示を実施しまし

た。
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物としての価値軸 （不純物品質・価格等）

化学原料化

（容器包装・その他）

高度MR

容ﾘ法ﾌﾟﾗ

市
町
村

分
別
回
収

回
収

容リMR

回
収

家庭一般廃

社
会
的
有
用
性
の
価
値
軸

産廃

分別

油化

高度MR

（家庭用品等）

石油原料化

バージン樹脂

改質剤

再生ペレット
（混合樹脂）

熱分解

油化

（燃料油）

（バージン樹脂）

将来

社会的な軸価値
（CO2、化石資源削減量等）

理想の資源循環

（ナフサ）

コークス
炉

ガス化

分別・造粒

化学原料

ＣＲ
樹脂原料＝Ⅴ樹脂（ＰＳ、ＰＥＴ）、
容器包装、日用品への利用

化学原料、ガス化＝各種化学品

容器包装に戻せないか。
高付加価値用途への還元は。

一般MR

（産業材料）

容リMR

（土木・農業
産業用資材）

プラスチック容器包装のあるべき再商品化に向けて

2013 年秋から 2 度目の容器包装リサイクル法（以下、容リ法）の見直し審議が行われていま

す。これまで様々な論点が示されましたが、なかでもプラスチック容器包装（以下、プラ容器包

装）の再商品化が、大きな論点になっています。

当協議会は、プラ容器包装の特定事業者で構成する団体として、かねてプラ容器包装のあるべ

き再商品化について、欧州・韓国など諸外国の視察調査をはじめ、様々な資料や報告などを基に、

内部の委員会やＷＧなどで 40 回を超える議論を重ね、①プラスチック素材の特性を踏まえた仕

組みつくり。②材料リサイクル（以下ＭＲ）優先に変わる新たな入札方式の導入と再商品化手法

の新たな価値評価。③ＭＲの改善のための諸施策の実施。④実務者による専門的な視点からの施

策の検討などを法見直し審議会で提言し、2014 年 8 月には 12 項目のパブリックコメントとして

国に提出しました。

〈MR の高度化に向け、専門家を交えて課題等を検討〉

さらに 2014年 10月には、ＭＲの改善・高度化のために、容リプラ再生材懇談会を設け、新た

なリサイクル・サプライチェーンの構築を通して付加価値、経済価値のある再商品化のために、

再生材の品質評価と改善や、プラ容器包装

由来のリサイクル材料の品質高度化の可能

性などを、専門家を交えて、プラ容器包装の

リサイクルの資源循環ビジネス化を目指し

て、検討しています。

また、ケミカルリサイクル（以下、ＣＲ）

についても、ＣＲ研究会を設けて、あるべき

方向を検討しています。

＜国に提出したパブリックコメント＞

１・リデュースの推進について

２・分別排出に関する市民への啓発について

３・市町村と特定事業者の役割分担・費用分担等について

４・プラ容器包装の分別収集・選別保管のあり方（再商品化との一体化）

５・市町村費用を事業者が負担するとモラルハザードの発生等が懸念される。

６・プラ容器包装の再商品化：価値評価軸の策定と入札方式の転換

７・プラの素材特性に基づく手法の評価とエネルギー資源としての並行活用。

８・合理化拠出金制度について

９・再生材需要の拡大策について

10・容器包装の収集に必要な指定ごみ袋の資源としての取扱い

11・非容リプラ製品（製品プラスチック）の取扱いについて

12・指定法人の在り方    

プラスチック容器包装の再商品化価値評価（案）
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環境配慮設計を策定・事業者の取り組み推進に向けて

2013 年秋から 2 度目の容器包装リサイクル法の見直し審議が行われています。今回の法見直

しの論点に、容器包装のリデュース・環境配慮設計があります。これを事業者の自主的な取り組

みで推進し、3R 推進の実効を上げることが、事業者の責務と考えております。

プラ容器包装は、中身製品の保護・品質維持など容器本来の機能を果たすために、複数の材質

の組み合せる複合材質など多様な材料が使われており、製法や形状も多岐に亘り、用途も食品包

装をはじめ石鹸洗剤、化粧品、医薬品など広い分野に使われていることから、そのリデュース・

環境配慮設計は、中身製品や容器包装を熟知している事業者が、責任をもって進めて行くことが、

重要、かつ効果的であると考えられます。

当協議会では、第１次、第２次自主行動計画を通してリデュースやリサイクルを推進してきま

したが、2015 年度は、事業者の自主的取り組みを推進のための【プラスチック容器包装の環境

配慮設計指針】を策定しました。

「知りたかった!! プラスチック容器包装」を作成し、好評を頂いています

広報用パンフレットとして、2014 年秋にプラスチック容器包装

をわかり易く解説した小冊子【知りたかった!!プラスチック容器

包装】を、広報・啓発専門委員会を中心に、3R 推進専門委員会や

技術・情報専門委員会等とも連携して10,000部作成し、会員各位、

関係省庁、学識者、市民・消費者、行政・自治体などに配付しま

した。

この小冊子は、プラスチック容器包装とは何か、を様々な角度

からわかり易く説明したパンフレットで、市民・自治体と事業者

の意見交換会などで活用し、ご出席された方々から、ご好評を頂

いております。

なお、このパンフレットは、当協議会のＨＰに掲載しておりま

すので、ご覧下さい。

http://www.pprc.gr.jp/about/images/pamph_20141218.pdf

■活動報告書「プラねっと」を発行

：PPRC ACTIVITY REPORT 2015

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会（略称：PPRC）の

主な活動と会員団体・企業が取り組んだ年間の活動を、会員各位を

はじめ関係者の皆様にご報告する、新しい活動報告書【プラねっ

と：PPRC ACTIVITY REPORT 2015】を、2015 年 12 月に発

行します。

PPRC ACTIVITY REPORT 2015 は、2014 年から 2015 年上

期までの主な活動と会員団体・企業が取り組んだ環境に配慮した 3R

改善事例を紹介します。

http://www.pprc.gr.jp/about/images/pamph_20141218.pdf
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■市民・自治体と事業者の意見交換会を、全国 11 都市で開催

当協議会では、市民・消費者や行政・自治体の方々など各主体との相互理解の深化と連携に向

け、PET ボトルリサイクル推進協議会との共催で、2012 年度から＜市民・自治体と事業者の意

見交換会＞を、全国 11 都市で開催してきました。

2015 年度は、旭川市、福山市で開催し、これまでにご参加頂いた方々は、合計で 604 名でし

た。このうち市民・消費者の方は 197 名、行政・自治体の方は 161 名で、事業者は 246名でした。

各地の意見交換会では、市民や自治体の方々から、日ごろ感じている意見、要望、疑問などを

率直にコメント頂きました。こうした様々なご意見などに対して、参加した事業者からも丁寧に、

また率直に意見を述べ、相互に信頼を深める事が出来たと実感しています。

これまでの市民・自治体と事業者の意見交換会の参加者総数

年 度 市 民 行政・自治体 事業者 合 計

2012 ４６ ２５ ６９ １４０

2013 ６４ ５４ ７３ １９１

2014 ５４ ５０ ５５ １５９

2015 ３３ ３２ ４９ １１４

合 計 １９７ １６１ ２４６ ６０４

意見交換の詳細は、当協議会 HP をご覧ください。

http://www.pprc.gr.jp/activity/report/report20140717.html

３R 推進セミナーを開催 2014，2015 年とも年 3 回

2012 年度から、会員各位への情報提供として、年間３回の予

定で、3R 推進セミナーを開催し、多くの会員や関係者の方々に

ご参加いただきました。

2014 年度は、７月、12 月、3 月の３回開催し、2015 年度も、

8 月 20 日に第１回 3R 推進セミナーを東京・北区の北とぴあで開

催し、約 70 名の方にご参加頂きました。

今後も、このセミナーを通して、会員各位をはじめ関係者の

方々に様々な情報提供をはかり 3R の推進に一段取り組んでまい

ります。    

ホームページを全面リニューアルしました

当協議会のホームページは、一般公開してから 13 年経過し、使い良さ、読みやすさ、運用コ

ストなどの面から見直しが必要でしたので、2014 年 8 月にリニューアルしました。

新しい HP を右記の URL からご覧ください。 http://www.pprc.gr.jp/

また、会員向け情報提供ツールとして、2013 年から始めたメールニュースは、主に活動予定

や報告など会員への情報提供ツールとして発信しています。

2015 年 6 月 市民・自治体と事業者の

意見交換会 in あさひかわ

2015年度 第1回3R推進セミナー

http://www.pprc.gr.jp/activity/report/report20140717.html
http://www.pprc.gr.jp/
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■第２次自主行動計画 2014 年度の 削減率 13.9％、再資源化率 44.8％

2014年度のプラスチック容器包装の削減率（リデュース率）は、2006年度からの累計で 13.9％、

累計削減量が 70,310 ㌧になり、2015 年度の目標である 13％を大きく上回りました。

また、再資源化率（リサイクル率）は 44.8％に達し、2015 年度の目標の 44％を上回る結果と

なりました。なお、2011 年から 2014 年までに事業者が独自に再資源化した量は、113,667t でし

た。

この結果、リデュース率と再資源化率は、いずれも 2015 年度の目標値を達成する事ができま

した。会員各位のご協力にあらためて御礼申し上げます。

削減率＝プラ容器包装累計削減量*1÷プ

ラ容器包装の当該年度推定使用量*2

※累計削減量*1（分子）：2006年度から

当該年度までの累計削減量。

※推定使用量*2（分母）：累計削減量*1＋

当該年度のプラ容器包装実使用量。

再資源化率=（当該年度の再商品化量*3＋当該年度

の自主的回収量*4）÷2011年度排出見込量*5

※当該年度の再商品化量*3：（公財）日本容器包装リサイク

ル協会の当該年度の公表値。

※当該年度の自主的に回収した量*4：特定事業者の当該年  

度の自主的回収数量

※2011 年度排出見込量*5：（公財）日本容器包装リサイク

ル協会の 2011年度の公表値。

2015 年度の 3R 改善事例  33 社 66 アイテム、73 事例の応募頂く

当協議会では、3R 推進の一環として、2008 年度から 3R 改善事例を募集しており、2015 年度

で 8 年目になりました。

2015 年度の改善事例を項目別に分類すると、全体

の 67%が軽量化・薄肉化などリデュース関連で、なか

でも容器包装の薄肉化が 47%と全体の約半数でした。

次いで、環境にやさしい容器包装が 33%でした。こ

の中には、バイオ素材や再生材の採用などの新たな取

り組みを示す事例もありました。

2015 年の 3R 改善事例の詳細は、当協議会のホーム

ページに掲載します。  HP アドレス http://www.pprc.gr.jp
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