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研究の範囲と目的

• ヨーロッパ（EU27+2）における、ライフサイクル全体のプラスチック容器
包装のエネルギー消費量と温室効果ガス排出量を他素材のそれらと包装のエネルギ 消費量と温室効果ガス排出量を他素材のそれらと
比較分析。

• プラスチック容器包装が、省エネと環境保護の面でいかに大きな貢献を
するかの説明。

• プラスチック容器包装を使用することにより、多くの場合、ライフサイクル
全体での省資源化に役立っている事の証明。

• 使用済みプラスチック容器包装のリサイクル＊）により、エネルギー消費
量及び温室効果ガス排出量（削減）の面で更なるメリットを生じることの量及び温室効果ガス排出量（削減）の面で更なるメリットを生じることの
探査研究。

＊）英文では、‘recycle and recovery’であるが、
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英 、 y y あ 、

日本語では、リカバリー（エネルギー回収）も含め‘リサイクル’とする。



Goal and Scope of the study

• Analysing life-cycle energy consumption and GHG emissions of 
l ti k i i E (EU27+2) d t th t i lplastics packaging in Europe (EU27+2) compared to other materials.

• Explain how plastic packaging does make a significant contribution inExplain how plastic packaging does make a significant contribution in 
achieving further energy efficiency & climate protection. 

• Prove that the use of plastic packaging can, in many cases, help save 
resources across the whole life-cycle. 

• Explore further benefits of recycling and recovery of plastics 
packaging waste on energy consumption and GHG emissions. 
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研究手法

• 57種類の製品を検証 • 8種類のプラスチック：

LDPE LLDPE HDPE PP PVC PSLDPE、LLDPE、HDPE、PP、PVC、PS、
EPS及びPET

• 8種類の代替容器包装素材：

ブリキ板、アルミニウム、ガラス、段
ボール、厚紙、紙 & 繊維の押出品(パ

• 7種類のプラスチック容器包装用途

小型容器包装 7.7
他軟包材

紙 紙 (
ルプモールド）、 紙製複合材及び木
材。

容器 装

飲料ボトル 12

その他軟包材
26.1

その他ボトル
6.1

ショッピングバッグ
3.3

シュリンク・ストレッチ
フィルム

10.8 その他容器
31 8
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Study methodology

• 57 different products analysed • 8 plastic materials: 
LDPE LLDPE HDPE PP PVCLDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, 
PS, EPS and PET

• 8 alternative packaging 
materials: Tin plate, aluminium, 
glass, corrugated board, cardboard, 

• 7 plastic packaging applications:

g , g , ,
paper & fibre cast, paper based 
composites and wood
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消費者のカーボンフットプリント: 包装分野の影響

• 平均的な消費者のカーボンフット
プリントは、約14トン・CO2/人

• 内 1 7%のみが容器包装に起因

容器包装
1.7%

家庭の暖房
18%その他消費材

24%• 内、1.7%のみが容器包装に起因。

さらに、
家庭の電気使用

7%

24%

• 容器包装分類の内、プラスチック
製容器包装は、35%の割合を占

める これは 全体のカ ボンフッ

車
14%公共サービス

11%
める。これは、全体のカーボンフッ
トプリントの0.6%に相当する。

－ ここには、使用上の利益は
含めていない

公共交通機関
1%食品

15%
航空関連

含めていない。 8%
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Consumer carbon footprint: impact of the 
packaging sector

• Average consumer carbon 
footprint is approximately 14 
tonnes of CO2 equivalents per 
capita.p

• Only 1.7 % of this carbon 
f t i t lt f k ifootprint result from packaging 
consumption

• Plastic packaging accounts for 
35% of the packaging sector, i.e. 
0 6% of the carbon footprint0.6% of the carbon footprint -
use benefits not included.
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容器包装の環境への影響 ｖｓ 代替品容器包装の環境 の影響 ｖｓ 代替品
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Environmental impact of packaging 
VS Alt tiVS Alternatives

10



プラスチックが代替されたら?

プラスチック容器包装を以下の素材で代替: 

木材 織物等 7%

= 21百万台超の車の排出量に相当。

これは、デンマークの
木材、織物等：7%

紙複合品：6%

紙 / 厚紙： ガラス：

れは、デン クの
CO2総排出量に相当。

代替する事により…
15%

ダンボール：15%

45%

同等の機能を有する為の
総重量

ライフサイクル上の
総GHG排出量

ライフサイクル上の
総エネルギ 消費量

32の容器包装分類、70以上の異なる素材及び2.6万セッ
トの容器包装原料・サイズ・容量・重量のデータベースに

アルミ：2%
66百万t/年

ブリキ/ スチール ：
9%

総重量 総GHG排出量総エネルギー消費量

97.4百万t/年2250百万GJ/年

食
品

トの容器包装原料 サイズ 容量 重量のデ タベ スに
基づき、ドイツのマーケットリサーチ研究所GVMが

作成した代替モデル。

代
替
物
質

代
替
物
質

代
替
物
質

= 20百万世帯超を暖めるエネルギ

1010百万t/年
36.6百万t/年

18.4百万t/年
代 代 代= 20百万世帯超を暖めるエネルギー。

これは、ルーマニアの総人口による 消
費量に相当。
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What if plastics were replaced?

Replacing plastics packaging with: 
= 21 million more cars on the 

road, i.e. the total CO2 ,
emissions of Denmark !

Would lead to…

Substitution model developed by German market 
research institute GVM, based on 32 packaging 

categories more than 70 different materials and acategories, more than 70 different materials, and a 
database containing 26,000 data sets of packaging 

materials, sizes, volumes, and masses.

= 20 million more heated homes i e= 20 million more heated homes, i.e
the annual consumption of 

Romania’s population!
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プラスチックの生産及び使用時における利点

• 同等の機能の代替素材に比べ、プラスチック容器包装は、
大幅に軽くなります大幅に軽くなります。

• 使用段階での利点（食品のロス削減 配送効率向上）が使用段階での利点（食品のロス削減、配送効率向上）が
結果に大きく寄与。

• プラスチック容器包装の“カーボン収支”によると、使用
時の利点は、生産・廃棄処理段階の排出量の少なくとも
5倍 に上る。

一般的に、プラスチックを使うことにより、代替素材を使う場合と比べ、
より少ないエネルギー消費量とより少ないGHG排出量につながる。
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Advantages of plastics at production and use 
phases

• Plastic packaging provides the same service with 
i ifi tl l t i l f ti l itsignificantly less material mass per functional unit. 

• The benefits in the use-phase (prevented foodThe benefits in the use phase (prevented food 
losses, efficient transportation) substantially 
contribute to this result. 

• A “carbon balance” for plastic packaging shows that 
the estimated use benefits are at least 5 times 
higher than the emissions from production & 
recovery

Plastics usually lead to less energy production and GHG 
emissions than alternatives. 
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プラスチック容器包装のリサイクル時の利点

• 現在のプラスチックリサイクル量は、ライフサイクルエネルギー必要量の
24%を、またGHG排出量の27% を 削減している。

• プラスチック容器包装のリサイクルによる全体の利益は、多くの場合、
代替素材のそれよりも大きい代替素材のそれよりも大きい。

• リサイクルがなされないとしても、プラスチック容器包装は、GHG排出量とリサイクルがなされな としても、プラ チック容器包装は、 排出量と
エネルギー消費量が代替素材のそれらよりも少ない。

エネルギー消費量 GHG排出量
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0
Plastics,

current recycling
Plastics,

zero recycling
Alternative packaging

materials

0
Plastics,

current recycling
Plastics,

zero recycling
Alternative packaging

materials
プラスチック

現状リサイクル

代替素材
包材

プラスチック
リサイクル無し

プラスチック
リサイクル無し

代替素材
包材

プラスチック
現状リサイクル



Advantages of plastics packaging at recycling 
and recovery phases

• Current plastic recycling levels reduce life-cycle energy demand by 
24% and GHG emissions by 27%.

• The net benefits of recycling and recovery of plastic packaging are 
often higher than for alternative materialsoften higher than for alternative materials.

• Even with no plastic recycling, plastic packaging would cause less p y g, p p g g
GHG emissions and energy consumption than alternative materials.

Energy consumption GHG emissions
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より少ないものでより多くを

1991年以降、

• 重量削減による低減は、約20～30%になる。
• ある物質の生産時の資源消費と排出削減は、約5%にのぼる。

例: 2010年までのペットボトルの改善改

ボトル重量を34グラムに削減 30 CO»ボトル重量を34グラムに削減 –30 g CO2

»リサイクル率が60%に上昇 –25 g CO2

»CO2 排出削減 –31 g CO2

»全体での削減率は46%、 ボトルあたり99 g のCO2 削減
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More with less

Since 1991, 

• Savings achieved thanks to mass reduction reach approx. 20 to 30%. 
• Reductions in resource consumption/ Emissions for a given mass 

d d h 5%produced reach approx. 5%

Example: Plastic bottle improvement until 2010

»Reduced bottle mass to 34 grams 30 g CO»Reduced bottle mass to 34 grams –30 g CO2

»Increased recycling to a 60% rate –25 g CO2

»Less CO2 emissions –31 g CO2

»A total reduction of 46% to   99 g CO2 per bottle
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食品用プラスチック容器包装の利点食品用プラスチック容器包装の利点
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Benefits of plastics food packagingBenefits of plastics food packaging
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容器包装が食品ロスを防ぐ

• 食品容器包装全体(プラスチック、その他素材による)の70%は、包装され
た食品のロスの20%を低減 (包装無し流通の場合との比較)た食品のロスの20%を低減 (包装無し流通の場合との比較)。

これは、190 百万トンのCO2 排出削減となり、フランスの年間排出量の
約半分に相当する。

• 生鮮食品用に使用されるプラスチック容器包装は、コート紙等の他代替素
材と比べ少なくとも10%以上の食品ロス低減効果がある。材と比べ少なくとも10%以上の食品ロス低減効果がある。

この削減効果は約22百万トンのCO2 排出削減となり、クロアチアの
年間排出量に相当する。
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Packaging prevents food losses

• 70 % of all food packaging (plastics and other materials) prevent the 
l f 20 % f th f d k d ( d t di t ib ti f dloss of 20 % of the food packed (compared to distribution of goods 
without packaging). 

This accounts for 190 Mt of prevented CO2 emissions, i.e nearly half of 
France’s annual emissions !

• Plastic packaging used to pack fresh food prevents at least 10 %• Plastic packaging used to pack fresh food prevents at least 10 %
more food losses than alternative packaging materials (coated 
wrapping paper, for instance). 

f f f COThe benefit of this reduction is approximately 22 Mt of prevented CO2
emissions, i.e. Croatia’s annual emissions !
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食品ロス防止によるGHG排出低減効果

Sum全体

Cheese

Savoury biscuits & crackers

Sum全体

チーズ

塩味のビスケット、クラッカー

Fresh meat incl. poultry

Sweet biscuits, cakes, pastry

精肉

ビスケット、ケーキ、パン

Fresh vegetables & salads

Processed meat products

野菜、サラダ

加工肉製品

0 2 4 6 8 10 12 14

Fresh fruit

Percentage of CO2 emissions saved thanks to prevented food losses 
(10%) divided by CO2 from packaging production

果物

食品ロス（10%）低減によるCO2排出量低減÷容器包装生産時のCO２排出量

平均的なCO２排出量の削減量は、容器包装生産時の排出量の5倍となる

(10%) divided by CO2 from packaging production
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Effects of prevented food losses
on GHG emissions

Sum

Cheese

Savoury biscuits & crackers

Sum

Fresh meat incl. poultry

Sweet biscuits, cakes, pastry

Fresh vegetables & salads

Processed meat products

0 2 4 6 8 10 12 14

Fresh fruit

Percentage of CO2 emissions saved thanks to prevented food losses 
(10%) divided by CO2 from packaging production

Avoided emissions are (on average) 5 times higher than emissions of packaging production !

(10%) divided by CO2 from packaging production
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生鮮食品での効果 -1

• 精肉、チーズ、サラダなどの生鮮食品でプレパックされていないものは、多くの場合、賞味期限が短い。
プラスチックを使用する事により、大幅に賞味期限を延ばすことができ、従って店舗での廃棄ロス削減に
繋がる繋がる。

例 : プラスチックで包装された精肉 10%の食品廃棄ロス削減が出来ると、

プラスチック容器包装は、

670gのCO2削減効果があった

ことになる。

容器包装生産にかかるCO2と比べ、
13倍の利益が得られる。1kgの精肉につき 1kgの精肉に26 gの容器包装

670/50 = 13.4

g
6.7 kgの CO2排出

1kgの精肉に26 gの容器包装
0.05 kg(50g) のCO2排出と等価

同じ重量の精肉のCO2排出は、容器包装の130倍!

10 %の食品廃棄ロス削減は、プラスチック容器包装時の排出等の13倍の効果がある。
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Benefits for fresh food

• Fresh food which is not pre-packed (meat, cheese, salad, ...) often has a short shelf life. Using plastic 
can significantly increase shelf life and thereby reduce food wastes in stores

Example : plastic-packaged meat

With 10% of prevented food loss,
plastics packaging helps spare 670g 
CO2

Benefit is 13 times higher than burden 
of packaging production

6.7 kg CO2 per 26 grams g p
kg of meat

g
packaging per kg 
of meat, leads to 
0.05 kg of CO2 

CO2 emissions related to meat are 130 times higher than CO2 emissions of packaging !

The benefit of 10 % prevented food loss is 13 times higher than the CO2 emissions caused by 
plastic packaging

26

plastic packaging



生鮮食品での効果 -2

英国の‘Advisory Committee on Packaging’によると [ACP, 2008]:

ラップ包装されていない‘きゅうり’は乾燥により劣化し、3日で
売り物にならなくなるが たった1 5gのラップ包装により売り物にならなくなるが、たった1.5gのラップ包装により、
14日間鮮度を維持する事ができる。

トレイや袋に入れられたブドウは、店舗での廃棄ロスを20%
削減できる。

英国において、ある小売業が精肉包装をガス置換包装（MAP）
からスキンパックに変更した所、賞味期限が5日から10日に
延びた。これにより店舗での廃棄ロスが16%から4%と
12ポイント削減された。
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Benefits for fresh food

According to the UK´s Advisory Committee on Packaging [ACP, 2008]:

An unwrapped cucumber loses moisture and becomes dull 
and unsalable within 3 days whereas only 1 5 grams ofand unsalable within 3 days, whereas only 1,5 grams of 
wrapping can keep it fresh for 14 days.

Selling grapes in trays or bags has reduced in-store waste 
of grapes by 20 %.

In the UK, a retailer who switched meat packaging from MAP 
(modified atmosphere packaging) to skin packs has increased 
shelf life from 5 to 10 days. Food losses in stores were 
reduced from 16 % to 4 %, i.e. -12%! 
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プラスチック袋の環境フットプリントプラスチック袋の環境フットプリント
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Plastic Bags’ Environmental 
F t i tFootprint
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EUの消費者の環境フットプリントに対する
プラスチック袋の役割ラ ク袋 役割

平均的なヨーロッパ人の消費:
1.25 kg/人・年; 

67枚のショッピングバッグと 80枚のヴェストバッグ（レジ袋）に相当

プラスチック袋の年間消費量は 以下のものに相当プラスチック袋の年間消費量は、以下のものに相当

• 0.7 – 1.4リットルの燃料

• 2.0 – 4.0 kgのCO2
• 13 26 kmの車による走行距離• 13 – 26 kmの車による走行距離

• 0.14 – 0.3 perMILL
（平均的な消費者によるカーボンフットプリントの0.014-0.03%）

3kgの食品によるカーボンフットプリントは、その食品を運ぶ為のプラスチック
袋のカーボンフットプリントの116倍に上る。
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The role of plastic bags in EU consumers’ 
environmental footprint

Average European 
consumption:consumption:
1,25 kg per person and year; 
equivalent to
67 shopping bags & 80 vest bags

Annual plastic bag consumption is equivalent to

pp g g g

Annual plastic bag consumption is equivalent to
• 0.7 – 1.4 litres of fuel
• 2.0 – 4.0 kg of CO2

13 26 km of driving• 13 – 26 km of driving
• 0.14 – 0.3 perMILL of the average consumer carbon footprint

The carbon footprint of 3 kg of food is 116 times higher than the carbon 
footprint of a shopping bag used to carry the goods
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ショッピングバッグとヴェストバッグ（レジ袋）の
カーボンフットプリントカ ボンフットプリント

Gram CO2 per shopping bag Gram CO2 per vest bagg・CO2/ショッピングバッグ g・CO2/ヴェストバッグ（レジ袋）

50

60

70

10

12

14

30

40

50

6

8

10

10

20

2

4

0
plastic 50% brown /

50% white
paper

white paper brown paper
0

plastic 90% brown /
10 % white

paper

プラスチック プラスチック50%茶色/50%
白色の紙袋

90%茶色/10%
白色の紙袋

白色の紙袋 茶色の紙袋

• 平均的な紙のショッピングバッグのカーボンフットプリントは、茶色の紙袋の比率が低いこと
から、プラスチックショッピングバッグのカーボンフットプリントよりも高くなる。

• プラスチックヴェストバッグ（レジ袋）のカーボンフットプリントは 紙袋と比べ50%低い

33

• プラスチックヴェストバッグ（レジ袋）のカーボンフットプリントは、紙袋と比べ50%低い。



Carbon footprint of
shopping bags and vest bags

Gram CO2 per shopping bag Gram CO2 per vest bag
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0
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• The average carbon footprint of paper shopping bags is higher than for plastic shopping bags 
because of low market share of brown paper 

• Carbon footprint of plastic vest bags is 50 % lower than for paper alternatives
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• Carbon footprint of plastic vest bags is 50 % lower than for paper alternatives



結 論結 論
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ConclusionsConclusions
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プラスチック容器包装の利点

• プラスチック容器包装により以下のことが可能になる:
• 消費エネルギー量とGHG排出量の大幅な削減

• 資源効率の高い容器包装の選択

• プラスチック容器包装を他の素材に替えることは、多くの場合、エネルギー
消費量とGHG排出量の増加に繋がる。

プ• プラスチック容器包装は、多くの場合軽量化できます。

• 食品容器包装に使用されるプラスチックは、（ライフサイクルの）使用段階に
お 非常 大きな恩恵を与えるおいて非常に大きな恩恵を与える。
（食品ロスの低減及び効果的な輸送）

“カ ボン収支”によると プラスチ ク容器包装の使用による恩恵は• “カーボン収支”によると、プラスチック容器包装の使用による恩恵は、
生産、廃棄処理段階の排出と比べ少なくとも5倍に上る。
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The benefits of plastics packaging

• Plastic packaging enables:
• significant savings of energy and GHG emissions
• resource efficient packaging solutions

• The substitution of plastic packaging with other materials will in 
most cases increase energy consumption and GHG emissions.

• Plastic packaging often facilitates reduced material consumption.

• Plastics used for food packaging enable extraordinary benefits in the 
h ( t d f d l d ffi i t t t ti )use phase (prevented food losses and efficient transportation).

• A “carbon balance” shows that the estimated use benefits of plastics 
k i t l t 5 ti hi h th th i i fpackaging are at least 5 times higher than the emissions from 

production & recovery.
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プラスチック容器包装のカーボン収支

"Carbon balance" 2007
EU27+2のプラスチック容器包装

の“ カ ボン収支 ”of EU27+2 plastics market Mt CO2-equ.

Production + Waste Management 57

の“ カーボン収支 ”
百万トンCO２相当

産Beverage bottles 7

Other food packaging 21

Selected fresh food packaging 4

生産＋廃棄処理段階
飲料用ボトル
その他食品容器包装
選定された生鮮容器包装

他容 包装

57
7

21
4 ライフサイクルで

低5トン低減
生産時１トン排出

Selected fresh food packaging 4

Other packaging 24

Exemplary use effects: -303

その他容器包装 24
低5トン低減

y

More goods per truck (only bev. pack.) -2

Prevented food losses -190

使用時の利点の例：
トラック積載向上（飲料用ボトルのみ）
食品ロス低減
生鮮食品ロス低減

-303
-2

-190
-22

2007

Prevented fresh food losses -22

Alt. pack. substituted by plastic pack. -89

Total carbon balance -247

生鮮食品ロス低減
プラスチックによる代替

22
-89

-247合計カーボン収支
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Total carbon balance -247

Ratio (Use+Recovery) vs. Production -5
247合計カ ボン収支

比率 （使用＋回収） vs 生産 -5



Carbon balance of plastics packaging

"Carbon balance" 2007

of EU27+2 plastics market Mt CO2-equ.

Production + Waste Management 57

Beverage bottles 7

Other food packaging 21

Selected fresh food packaging 4
SAVES AT LEAST

5 TONNES
OVER LIFETIME

1 TONNE 
IN PRODUCTION

Selected fresh food packaging 4

Other packaging 24

Exemplary use effects: -303

OVER LIFETIME

More goods per truck (only bev. pack.) -2

Prevented food losses -190

P t d f h f d l 22

2007

Prevented fresh food losses -22

Alt. pack. substituted by plastic pack. -89

Total carbon balance -247
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Ratio (Use+Recovery) vs. Production -5



これは氷山の一角なのです!

• GHG排出量とエネルギー消費量に加え、プラスチック容器包装はその他重要な
環境負荷低減に役立つのです 例として:環境負荷低減に役立つのです。例として:

ウォーターフットプリント

土地利用

鉱物と金属消費
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And this is just the tip of the iceberg!

• In addition to GHG emissions and energy consumption, plastics packaging 
contributes to reducing other important environmental burdens e g :contributes to reducing other important environmental burdens, e.g. :

Water footprint

Land use

Mineral and metal use
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エコフットプリント: 
カーボンフットプリントとエネルギーを超えてカ ボンフットプリントと ネルギ を超えて

 
Carbon

footprint
Air

emissions
Energy

demand
Water

footprint
Land
use

Minerals/
Metals

カーボン
フットプリント 大気排出

エネルギー
需要

ウォーター
フットプリント

土地利用
鉱物 /
金属

0

1
footprint emissions demand footprint use Metalsフットプリント 気 需要 フットプリント 金属

2

-1

-3

-2

-5

-4 Burden PE

Benefit saved bread

PEによる負荷

パンの保護による利益

Eco-footprint of LDPE packaging for 1,000 kg bread;

-6

1,000kgのパンをLDPEで包装する事によるエコフットプリント；
15%の食品ロス低減の利益を含む
Eco footprint of LDPE packaging for 1,000 kg bread; 

including benefit of 15% prevented food losses
15%の食品ロス低減の利益を含む

注）日本のパン包装は、PPが主体。



Eco-footprint: Going beyond Carbon 
Footprint & Energy

 
Carbon

footprint
Air

emissions
Energy

demand
Water

footprint
Land
use

Minerals/
Metals

0

1
footprint emissions demand footprint use Metals

2

-1

-3

-2

-5

-4 Burden PE

Benefit saved bread

Eco-footprint of LDPE packaging for 1,000 kg bread;

-6

Eco footprint of LDPE packaging for 1,000 kg bread; 
including benefit of 15% prevented food losses



21世紀を担う素材

日本語版は PlasticsEuropeの許可を得て、
日本プラスチック工業連盟が作成いたしました。




