
リサイクル効果の算出は、【（Ａ）リサイクルする場合】と【（Ｂ）リサイクルしない場合】の 
資源エネルギー・消費エネルギー・排出ＣＯ₂の比較【（A）と（B）の差】で求められる 

注（Ａ）は、【（A-1）－（A-2）】となる。 
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再生原料の製造から再利用製品の製造までの工程（＝リサイクル）がなければ、天然資源からバー
ジン原料を製造し利用製品の製造までの工程が必要になる。すなわち、再生原料で製品を製造す
ることによって、バージン原料で製品を製造する際の資源エネルギー・消費エネルギー・環境負荷
を軽減する（＝代替効果）こととなる。 
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A-1  回収・リサイクル・再利用 

A-2  代替効果 



使用済ＰＥＴボトルの回収・リサイクルで消費されるエネルギー・排出されるＣＯ₂の正味量は？ 

当協会では、2015年度市町村

で回収した使用済ＰＥＴボトルの
うち18万2,299トン（輸出された

再生ペレット分を除く）を受入れ
ました。出荷量の最も多いアセ
プティックボトル500ml（2014年
度で約91億本：ボトル本体19.91
ｇ、キャップ3.01ｇ、ラベル1.09ｇ
の合計24.01ｇ）に換算すると約
75.9億本になります。 

これらのボトルは再商品化事業
者によって再生処理され、再生
フレーク・再生ペレットとなり、 
さまざまな製品の原料として再
利用されます。 
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再生フレーク・再生ペレットから
生産される製品は、原油等の天
然資源から生産される同種の製
品を市場で代替するため、その
分天然資源で生産する同種の
製品の生産が不要となり、代替
効果が生まれます。 
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短繊維の
生産他 

①消費エネルギー：  488,318 GJ 
②排出CO₂量     ：   44,376  ｔ 

③資源エネルギー：  21,552 GJ 
④消費エネルギー：2,975,935 GJ 
⑤排出CO₂量     ：   151,445   ｔ 

短繊維・長繊維・シート・ボト
ル・射出成型品・中空成型
品等の生産 
 

再生原料 

バージン原料 

⑥資源エネルギー：5,166,747  GJ 
⑦消費エネルギー：5,763, 446 GJ 
⑧排出CO₂量     ：   335,072   ｔ 

代替効果分を差し引くと、回収・再生処理・利用で投入する資源エネル
ギー・ 消費エネルギー、排出CO₂等の正味量はマイナスとなります
（得している）。 

資源エネルギー：-5,145,194  GJ 
消費エネルギー：-2,299, 193 GJ 
排出CO₂量     ： - 139,251  ｔ 

資源エネルギー＝③－⑥ 
消費エネルギー＝①＋④－⑦ 
排出CO2＝②＋⑤ －⑧ 

A 

注：資源エネルギーは、資源消費 
   量の熱量換算値。以下同。 



使用済ＰＥＴボトルをリサイクルしない場合、その処分に投入されるエネルギー・排出ＣＯ₂は？ 

ＰＥＴボトルをリサイクルしない場
合、回収されたボトルは焼却ある
いは埋立処理されることになりま
す。この際、焼却では単純焼却
施設で処理されるケースや発電
焼却施設で処理されるケースが
あります。発電焼却では、産出さ
れる電力が公共電力を代替して
いることになります。このため、代
替効果が計算され、消費エネル
ギーはマイナスとなっています。 
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消費エネルギー：  117,795   GJ 
排出CO₂量     ：   167,440   ｔ 

＝
 

消費エネルギー：  -457,656   GJ 
排出CO₂量     ：   136,621   ｔ 

消費エネルギー：     38,048   GJ 
排出CO₂量     ：       2,463   ｔ 

合計     消費エネルギー：     -301,814   GJ 
        排出CO₂量     ：      306,524  ｔ 

「代替効果を控除した正味の資
源エネルギー・消費エネルギー・
ＣＯ₂排出量」と「リサイクルしな

かった場合のＰＥＴボトルの処分
（焼却・埋立）で投入される資源エ
ネルギー、消費エネルギーおよ
び排出ＣＯ₂量の差でみると、ＰＥ

Ｔボトルのリサイクル効果は右の
ようになります。 
 

Ｐ Ｅ Ｔ ボ ト ル の リ サ イ ク ル 効 果 
（リサイクルした場合のリサイクルしなかった場合に対する効果） 

   回収量 182,299ｔ（75.9億本）             ボトル1本当たり     
資源エネルギーの節約 ：      5,145,194   GJ       0.68  MJ    
消費エネルギーの節約：     1,997,379   GJ       0.26  MJ 
ＣＯ₂排出量の削減：                   445,775   t        0.06  kg 

B 

B－A 



ＰＥＴボトルのリサイクル効果を生活に身近なものに例えてみました① 
～PETボトル１本当たりの製造とリサイクル効果を比べると 

アセプティック500ｍｌのＰＥＴボト

ル１本の製造（各原料樹脂の製
造、ボトル本体・キャップ・ラベル
の製造、これらにおける輸送、
完成ボトルの充填工場への輸送
の合計）に要する資源エネル
ギー、消費エネルギー量、排出
されるＣＯ₂量。 

キャップ：3.01g 

ラベル:1.09ｇ 

ボトル本体:19.91ｇ 
資源エネルギー：0.92MJ／本 
消費エネルギー：2.15MJ／本 
排出CO₂：0.12kg-CO₂／本 
出典：（株）産業情報研究所調査データ 

ＰＥＴボトルのリサイクル効果 
（今回の分析結果）をボトル1本

当たりに換算し、アセプティック
用の500mlのボトル1本の生産に

必要な資源エネルギー、消費エ
ネルギー、排出CO₂量と比較して

みると、リサイクルによって資源
エネルギーの74％、消費エネル
ギー量の12％が回収できること
が判ります。また、排出CO₂は
47％削減できることが判ります。 



ＰＥＴボトルのリサイクル効果を生活に身近なものに例えてみました② 
～エネルギーの節約を車の走行距離に換算してみると 

1世帯で1年間に消費するＰＥＴボトル５１１本のリサイクル効果を消費エネルギーでみると、
１３４MJです。これをガソリン（発熱量：34.6MJ／L）の量に換算すると約４Lです。 

4Lのガソリンで走行できる距離を国産車の燃費上位10車種の平均実燃費24.274km／Lで 
計算すると約94kmになります。（ 燃費 http://e-nenpi.com/enenpi/?defact=domestic_best） 

東海道五十三次にみたてると、1世帯で 
1年間に消費するＰＥＴボトル511本を皆さ

んが分別排出してくださると、日本橋から
箱根辺りまで走行できるガソリンに匹敵す
る節約効果を生み出すことができます。 

江戸（日本橋） 日本橋からの距離
品川 2里(7.9km)
川崎 4里18町(17.7km)
神奈川 7里(27.5km)
保土ヶ谷 8里9町(32.4km)
戸塚 10里18町(41.2km)
藤沢 12里18町(49.1km)
平塚 16里(62.8km)
大磯 16里27町(65.8km)
小田原 20里27町(81.5km)
箱根 24里35町(98.1km)

ＰＥＴボトル供給量：569,257ｔ（2014年度）-① 
同上供給本数：28,595,016,561本（2014年度）-② 
総世帯数：55,952,365 世帯（2014年度）-③ 
世帯当たり消費本数：511本／世帯・年 ②／③ 

ＰＥＴボトル511本分のリサイクル効果 
資源エネルギーの節約：346MJ  (=0.68MJ x 511) 
消費エネルギーの節約：134MJ    (=0.26MJ x 511) 
排出CO₂の削減：30kg-CO₂              (=0.06kg  x 511) 

1世帯当たりのＰＥＴボトル年間消費
本数（アセプティック500ｍｌ換算） 

ＰＥＴボトルの511本のリサイクル効

果（資源エネルギーと消費エネル
ギーの節約、排出ＣＯ₂量の削減） 


