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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 2019 年度軽量化 24.8％

2019 年度の PET ボトル軽量化は、全体では、削減効果量で 185.2 千トン、軽量化率 24.8％を達成い

たしました。

図１．容器軽量化による削減効果量と軽量化率の推移

図２に指定ＰＥＴボトル・主要 17 種の 2020 年度軽量化目標値と 2019 年度の実績を示しました。第

３次自主行動計画 4 年目の 2019 年度実績では、対象容器の主要 17 種のうち 12 種で昨年度比軽量化が

進み、また 8 種で、2020 年度軽量化目標値を達成しました。

今後も、さらなる軽量化に向けて努力を続けていきます。

図 2. 指定ＰＥＴボトル・主要 17 種の軽量化目標と実績（2019 年度）
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●軽量化事例

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ました。

＜軽量化事例＞

●環境負荷増大の抑制について

図 3 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 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（表１）。

これは、ボトルの軽量化をはじめとする省資源・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１． 2019年度と基準年度（2004年度）との環境負荷（CO2排出量）比較

図３． 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 2019 年度リサイクル率 85.8％

2019 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 593 千トンで、前年

対比 32 千トン減となりました。また、国内の指定 PET ボトルの販売本数は 2019 年度 245 億本で前年

対比 3.0％の減少でした。

一方、リサイクル率の「分子」となるリサイクル量は国内再資源化量 327 千トン（前年度 334 千トン）、

海外再資源化量 182 千トン（前年度 195 千トン）で、合計では前年対比 20 千トン減の 509 千トンでし

た。その結果、リサイクル率は 85.8％（前年度比 1.2 ポイント増）となりました。

中国の 2018 年からの廃棄物輸入禁止は継続しており、使用済み PET ボトルの輸出量が徐々に減少して

いく中、リサイクルの国内循環へのシフトが進んでいます。

図 4. 回収・リサイクルの概要

図５. 国内再資源化と海外再資源化
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●世界最高水準のリサイクルを維持

日本のリサイクル率は欧米と比較すると高く、世界最高水準を維持しています。

表 2. 日米欧の PET ボトルリサイクル率比較および一人当たりの PET ボトル使用量

■国内での具体的製品別再生ＰＥＴ樹脂利用量を調査

回収された PET ボトルが、国内で具体的に何にどれだけ再利用されているかを、2008 年より継続し

て調査しています。各用途別の調査量を、PET ボトル（ボトル to ボトル）、シート、繊維、成形品、そ

の他の製品形態群でくくり、2019 年度の利用量とともに表 3 に示しました。

2019 年度調査では、ボトル to ボトルによる指定 PET ボトルへの利用が 74.2 千トン（前年度 72.7 千

トンで構成比 24.3%になっています。各飲料メーカーの再生 PET 樹脂材の採用計画増にともない、ボト

ル to ボトル向けメカニカルリサイクル設備の増加が報告されていることから、水平リサイクルであるボ

トル to ボトルのさらなる伸長が見込まれます。

シート用途は食品用トレイがけん引して 132.6 千トン（前年度 131.83 千トン）で構成比で 24.5%を占

めています。

繊維用途は 63.1 千トン(前年度 58.8 千トン)で 4.2 千トン増加しました。また、世界的な再生 PET 樹

脂の需要増にともない、国内の使用済み PET ボトルより作られた PET 樹脂（ペレット）の量について

調査を開始しました。2019 年度は 28.1 千トンが製品として輸出されています。

図 6. 日米欧の PET ボトルリサイクル率の推移
(出所) 欧州:Wood Mackenzie 社(2018 年調査方法の精査修正)

     米国:NAPCOR
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表３. 2019 年度具体的製品例と利用量（調査結果）              （単位：千トン）

※端数処理のため、数値が合わない場合があります。

■有効利用

目標 「2030 年度までに PET ボトルの 100%有効利用を目指す」

2019 年度指定 PET ボトルの有効利用率は 98%となっています

(有効利用とはリサイクルに熱回収を加えたもの)

図 7. 有効利用率の算出(概略図)

2019 年度のリサイクル量は 509 千トンでした。リサイクルされなかった量では、可燃ごみ・不燃

ごみ 42 千トンのうち熱回収された量は 38 千トン、残渣(リサイクル工程での製造ロス)42 千トンの

有効利用率＝
リサイクル量 509 千トン＋熱回収量 74 千トン

指定 PET ボトル販売量 593 千トン
＝98%
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うち熱回収された量は 36 千トン、計 74 千トンを熱回収量と推定しました。

図 8. 指定ＰＥＴボトルの回収ルート概略図

上記回収ルートでは、緑枠のリサイクル（国内分）、リサイクル（輸出分）及び熱回収（発電や熱利用

焼却）の合計が有効利用量になります。また、指定 PET ボトル製品販売量を 100 とした場合、資源回収

が 93.0%、ごみ処理が 7.0% となります。散乱ごみは全体の中ではかなり少ないと推測されます。

■海洋プラスチックごみ問題への取り組み

推進協議会では、2019 年度から「海洋プラ問題 WG」

を立ち上げ、海洋プラスチックごみ問題の中でも PET

ボトルのマイクロプラスチック問題に取り組んでいま

す。

長期間（約 20 年）河川に放置された PET ボトルの

劣化状態を有識者の助言をいただき、科学的に分析を行

いました。

本検討は、2020 年 2 月 21 日に行われた「マテリア

ルライフ学会第 24 回春季研究発表会」で報告し、河川

から回収された PET ボトルは、マイクロプラスチック

になるような兆候は見られなかったと結論付けていま

す。
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広報活動の推進～啓発ツールの提供

●年次報告書の発行

2001 年以来毎年発行しており、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沿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。

2020 年は PET ボトルリサイクル年次報告書発行 20 周年になります。

2020 年 11 月 18 日に、記者説明会(WEB)を開催しております。

●広報誌「RING」の発行

2019 年度も、広報誌「ＲＩＮＧ」の発行とメールニュースの発信を継続して実施しました。「RING」

では有識者へのインタビューの他、資源循環型社会形成を目指す自治体の取り組みや、再生商品化事業

者、会員企業の取り組みなど、さまざまな角度から PET ボトルに関する情報を発信しています。

2020 年 6 月に発行の Vol.38 では、「P E T ボトル資

源循環へ一人ひとりができること」をテーマに、推進協

議会の秋野氏、日本容器包装リサイクル協会の前川氏、

全国清涼飲料連合会の河野氏へのインタビューを掲載

するほか、京都府舞鶴市や群馬県大泉町、再生樹脂利用

事業者紹介としてユニリーバー・ジャパンの環境への取

り組みなどを紹介しています。

●啓発ツールの提供

2019 年度の推進協議会ホームページはアクセス数向上に向け、機能面（スマホ対応）とコンテンツ（タ

イムリーな情報発信）の見直し・拡充を図り、アクセス数は 2018 年比で 14 万件プラスの 98 万件とな

りました。

また、全国の自治体などに対する「だいすき PET ボトル」は、最新の改訂版を PDF ファイルでホー

ムページに公開、ポスターや啓発動画「クイズで学ぼう!! PET ボトルリサイクル」など啓発ツールの提

供を通し、3R 活動の啓発を行っています。

「RING」Vol.38
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