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「ごみの散乱」「最終処分場のひっ迫」「環境負荷の悪化」

「処理費の地方財政圧迫」など環境に関する問題は，今取

り組むべき重大な課題となっている。一般ごみ（家庭や事

業所から排出される一般廃棄物）の容積比で 60 ％を占め

る容器包装ごみをリサイクルすることを目的として1995年

６月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」（容器包装リサイクル法）が公布され，2000

年 4 月からは，対象となる品目も拡張され，完全施行され

ている。この法律の基本的な考え方は，消費者（住民），

市町村，事業者の責任分担を明確化することにあり，消費

者には「分別排出」，市町村には「分別収集の責任」，事業

者には「リサイクルの責任」を求めている。消費者，市町

村，事業者が一体となって循環型社会を構築していくこと

をめざしている。このような国の動きに伴って，最近，消

費者のごみに対する被害者意識が加害者意識に変わってき

ており，ごみとして扱われてきた空き容器を資源として回

収する気運が高まっている。

このような背景のなか，容器の回収から再生までのトー

タルな仕組み（システム）作りが求められている。特に

PET（Polyethylene Terephthalate）ボトルに関しては，

回収率が徐々に上がってきているものの，まだまだ低迷し

ている状況であり，また，回収してきた PETボトルの劣

化（品質が悪く再生が困難），それを保管する場所，再生

する設備の不足など十分な仕組みが構築されていないのが

現状である。本稿では，PETボトルの回収率向上，再生

PETの品質向上を狙いとした住民参加型のリサイクルシ

ステムを中心に説明する。

PETボトルのリサイクル状況

PETボトルは，瓶と違い落としても割れず，軽くて持

ち運びが容易であり，ふたができ外気との遮断性が高く衛

生的ということで人気のある容器である。日本においては，

1977年にしょうゆ用ボトルとして，1982年に清涼飲料水用

ボトルとして認可され，その後も調味料用，酒類用，洗剤

用，化粧品用など用途は広がっている。特に近年になって

自粛ムードが強かった小型 PETボトル（350mL，500mL）

も，輸入ミネラルウオーターをきっかけに，若者文化（飲

みかけでもまた飲める，缶に比べて衛生感がある）にマッ

チしたため，急速に普及してきている。今後も欧米並みに

利用度が上がると予想される。しかし，品質のよい PET

ボトルの回収ができず，リサイクルの採算が取れないのが

現実であり，品質のよい PETボトルの回収率を上げるこ

とが，PETボトルのリサイクル上の緊急課題であること

はいうまでもない。またそのように回収された PETボト

ルは，再生プラントによりフレーク化，ペレット化して繊

維製品（衣服類，カーペット，水切り袋など），シート類

（箱の中仕切り，ブリスターパック，果物パックなど），成

形品（洗剤用ボトル，文具類など）に再生される。PET

ボトルは，アルミ缶のように再生してまたアルミ缶に戻す

という技術は確立しておらず，再生して PETボトル以外

の製品になっているのも事実である。したがって，PET

to PETの技術開発も PETボトルリサイクルの大きなテー

マの一つである。

現状のリサイクルの仕組み

PETボトルのリサイクルは始まったばかりであり，各

地でいろいろな取組みがなされている。容器包装リサイク

ル法にのっとった回収・再生ルートには，店頭回収中心の

自主回収ルート，自治体からの分別収集を処理する指定法

人ルート，独自ルートの三つのルートがあるが，現在，最

も多く実施されているのが「指定法人ルート」である。東

京都は，店頭回収を中心として自治体側の負担を軽くした

「東京ルール」を実施している（図１参照）。また，この両

方を併用する「大阪ルール」も実施されている。アメリカ

では，デポジット制度を取り入れている州において回収率

が非常に高くなっている事実もあり，日本においてもいろ

いろな取組みがなされている。東京都八丈町においても，

島という閉鎖エリアのなかで他のエリアからの容器の流入
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のない形で，清涼飲料水に10円上乗せして販売し，容器返

却時に10円返すというデポジットを実施し，回収率の向上

を実現している。今後，日本全土でデポジットを実施する

ためには，検討課題も多い。回収率を上げるためのさらな

るシステム作りが必要である。

PETボトルリサイクルシステム

デポジット制度などのシステムを導入することにより，

リサイクルは採算ベースになると考えられるが，現状では

その実施が難しいため，回収率がアップし，実施の可能性

があるシステムを説明する。本システムは，回収拠点に設

置する PETボトル回収処理機とその処理機を遠隔から管

理するネットワーク管理システム，回収した PETチップ

を再生してフレーク化する PETフレークプラントの組合

せにて構成される。図２にシステムの概要を示す。

４.１ PETボトル回収処理機

PETボトル回収処理機は，人口密度の高い所や人の集

まる拠点に設置し，回収拠点機能を果たす。回収処理機は，

自動販売機サイズで，住民が持参した PETボトルを投入

口に入れると独自のセンサとバーコードリーダにより，無

色と有色の選別，異物〔PVC（Polyvinyl Chloride）ボト

ルほか〕の除去を行い，破砕したうえで保管する。この一

連の動作を 1本約 2秒という高速で処理することが可能で

ある。回収処理機の特長は，PETボトルを認識するため

にバーコードを採用していることにある。PETボトルか

ら読み取ったバーコード情報は，三つの機能として使用さ

れる。一つ目は，無色と有色を選別のために使用しており，

二つ目は，燃やすとダイオキシンを発生する PVCボトル

など PETボトル以外の異物を除去するために使用してい

る。三つ目は，バーコード単位の処理個数が把握できるた

め，そのデータの活用が可能である。今回，説明している

システムでは，カードによる住民還元方式をとっているが，

引換券方式やコイン方式も対応可能である。回収処理機の

外観を図３に，処理機の仕様を表１に示す。

次に本 PETボトル処理機を設置した場合のメリットを

記す。

４.１.１ 住民のメリット

空き容器をいつでも出せるため，一時的に保管する必

要がない（回収日が決まっていない）。

空き容器は，そのまま投入すればよい（現状はキャッ

プ，ラベルは取り除き，洗ってつぶす必要がある）。

参加することにより，何らか（生活雑貨，商品券など）

の還元が受けられる。

（3）

（2）

（1）
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図１　現状のPETボトルリサイクルフロー
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図２　PETボトルリサイクルシステムの概要

表１　PETボトル回収処理機の仕様 

項　目 

対象容器サイズ 

処　理　能　力 

処　理　方　式 

収　納　個　数 

分　別　機　能 

電　源　仕　様 

外　形　寸　法 

その他の仕様 

仕　様 

3,000mL以下のボトル 

30ボトル/分 

破砕またはプレス 

1,600ボトル（破砕），470ボトル（プレス） 
：500mLボトル換算 

無色/有色 

AC200V（三相），20A，50/60Hz 

813W×813D×1,829H（mm） 

バーコードリーダ内蔵 
処理対象外容器リジェクト機能 
自己診断機能 
還元機能：カード，コイン，チケットから選択 
上位コンピュータ通信機能対応可能 
遠隔操作機能対応可能 

図３　PETボトル回収処理機の外観
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高速に処理するため，機械の前で待たされることがな

い。

４.１.２ 自治体のメリット

住民のリサイクル意識を向上させられる。

散乱容器がなくなり，環境美化が図れる。

減容化により回収頻度が減り，回収費用が削減できる。

ストックヤードがいらない。

回収された PETチップは，処理機の内部で保管され

るため，劣化が少ない。

カードを持っている住民のみが使用可能なため，他市

町村からの空き容器の流入を防げる（住民還元方式は他

市町村からの流入が多々ある）。

４.１.３ 後処理工程のメリット

破砕により減容化され，以降の物流コストを軽減でき

る。

回収時点で選別されるため，後処理プラントへの負担

（処理工程）を軽減できる。

™無色と有色を選別して保管する。

™PETリサイクルの妨げとなる PVCボトルを除去する。

品質のよい PETチップを受け入れることにより再生

品の品質も向上する。

読み取ったバーコードを利用して情報管理ができる。

４.２ ネットワーク管理システム

ネットワーク管理システムは，大別して運営管理機能と

メンテナンス管理機能（回収管理を含む）からなり，PET

ボトル回収処理機と公衆回線で接続し，点在する回収処理

機の面的管理を遠隔から効率よく行うことが可能である。

これにより，処理機の回収量が把握でき，物流効率を上げ

コストを削減できるとともに，処理機の状況を定期的に把

握し，故障を予知して対策（予防メンテナンス）を行うこ

とが可能である。処理機のユーザーが，常に快適に使用で

きるように管理されている。また，今後のデポジット制度

が実施された場合にも，スムーズな移行が可能な拡張性を

備えている。回線は，一般回線と PHS（Personal Handy-

phone System）回線で接続することが可能である。図４

に回収処理機に接続する PHS データ通信装置の外観を示

す。

以下に，ネットワーク管理システムの機能について述べ

る。

４.２.１ 運営管理機能

個人別データ管理

カード発行管理，累積点数状況，景品交換履歴

処理状況管理

日別・月別処理状況，場所別比較，素材別比較，メーカー

別処理状況

印刷機能

各種データの日報，月報，旬報

４.２.２ メンテナンス管理機能（回収管理を含む）

処理機状態監視

異常（故障）内容把握，異常（故障）履歴

回収管理

処理機別収容量把握，回収時期表示

メンテナンス状況管理

メンテナンス履歴管理，メンテナンス部品在庫管理，補

充管理

システム管理

プログラム，各種データ（バーコードほか）の更新

印刷機能（5）
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（2）
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図４　PHSデータ通信装置の外観
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図５　PETフレークプラントの処理概要
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各種データの日報，月報，旬報

４.３ PETフレークプラント

PETボトル回収処理機によって破砕されたチップは，満

杯になった時点で回収ボックスごとに回収される。回収時

期は，ネットワーク管理システムにて管理されており，回

収処理機ごとの回収量の違いを吸収し効率よく回収するこ

とが可能である。回収された破砕チップは，さらに細かく

破砕され，ラベル分離，洗浄・乾燥，色選別，金属類分離

を自動的に行い，フレーク状 PET樹脂として再生される。

回収する PETボトルは，PETボトル回収処理機による破

砕チップだけではなく，現行の指定法人ルートの形式

（PETボトルを圧縮し，ひとくくりにしたもの）も受け入

れられるように考慮している。回収から再生までのトータ

ル効率を考慮し，回収地域に見合ったプラント規模を設定

する必要がある。また，リサイクルマーケットを育成し，

再生事業を安定化させるためにも品質の高い再生 PETフ

レークの提供が望まれる。図５に PETフレークプラント

の処理概要を，表２，表３に PETフレークプラントの仕

様，再生 PETフレークの品質について示す。

あとがき

住民，自治体，事業者の個々の役割分担のなかでリサイ

クルシステムを新たな社会インフラストラクチャーとして

定着させるために，以下のような仕組み作りと具現化のた

めの製品化技術，プロセスのエンジニアリング技術，トー

タルマネジメント技術のテクニカルミックスを今後も継続

していく必要がある。

住民の排出分担の意識向上（参加意欲の高揚を図るた

め，回収処理機の機能アップ）

™処理スピードのアップ

™還元機能の向上

™投入のしやすさ

運搬のしやすさ，効率の向上

™減容化とハンドリングの容易化

™作業者への環境配慮

™回収量に比例した輸送方法とコスト

保管時の周辺環境への影響軽減

™回収資源の臭気，汚水，かびなどの二次公害の防止

対策

™搬送方法，回収イメージの地域住民への美観的配慮

再生処理プロセスの指導

™再生マーケットの拡大につながる処理技術の高度化

™施設運営の能力化（自動化）

™コストパフォーマンスの追求

™再生資源と再生商品とのリンケージ

このような技術の確立により，真の循環型社会の構築に

貢献したいと考える。
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表２　PETフレークプラントの仕様 

項　目 

処　理　能　力 

PP：Polypropylene

受  入  PET

プラント受電容量 

運　転　要　員 

設 置 ス ペ ー ス 

排　　水　　量 

廃　　棄　　物 

仕　様 

1,000t/年（8時間稼動） 

クリア破砕PET（ラベル，キャップ付き可） 

AC460V，60Hz，500kVA

約500m2 

65m3/日（成分：か性ソーダ，糖分，しょうゆほか） 

自動化ラインによる少人数運転 
（粉砕ライン2人，洗浄ライン2人：計4人） 

紙，PPキャップ，ラベルフィルム， 
アルミキャップ，有色PETほか 

表３　再生PETフレークの品質 

項　目 

樹 脂 サ イ ズ 

樹 脂 含 水 率 

IV　　　　　値 

PVC 含 有 量 

HDPE  ・  PP 

金 属 含 有 量 

紙　含　有　量 

有　色　PET  

そ　　の　　他 

仕　様 

直径9.5mm 

平均0.35% 

最小0.75 

10ppm以下 

10ppm以下 

10ppm以下 

10ppm以下 

50ppm以下 

10ppm以下 

IV：Intrinsic Viscosity 
HDPE：High-Density Polyethylene
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