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要旨 

本稿の目的は、デポジット制と容器税の併用により、自治体回収に変わる新たな飲料容器（ペットボ

トル、アルミ缶、スチール缶）回収システムを構築することである。 
 現在、ペットボトルやアルミ缶などの資源ゴミを含む一般ゴミの分別、収集、処理は、主に自治体で

ある市町村によって行われおり、その費用も税金によって自治体が負担している。ゴミの量、質が大き

く変化してきている今日において、ゴミを多く出す人も、少なく出す人も同額を負担するという現在の

制度は決して公平なものとは言えない。特に、飲料容器については、頻繁に利用する人と滅多に利用し

ない人の差が大きい商品である。また、日本は世界に誇るべきリサイクルシステムを保有しているが、

現行の制度はこれらの技術を活かしきれていない。回収した資源が国外に流出しているために、リサイ

クル業者が操業停止に追い込まれたり、倒産したりしているケースもあり、このままでは国内のリサイ

クル産業が衰退する恐れもある。 
以上のことを踏まえて、本稿は、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶に焦点を絞った分別、収集、

処理システムについて、提言を行うこととする。この提言によって、収集された資源が確実にリサイク

ルされるルートを確立させ、さらに、現行の自治体に依存したゴミ処理システムからの脱却を図り、消

費者への負担を明確にすることで、国民の環境への意識の向上に貢献したい。 
 なお、本稿を執筆するにあたっての分析方法は、実際にシステムの導入を行っている団体や、リサイ

クル事業を担っている企業へのヒアリングを中心に行った。また、日本の事例にとどまらず、海外の事

例についても広く調べることによって、多角的な視点から容器包装物のリサイクルとリデュースについ

て提言を試みた。 
また、デポジットと容器税の価格を決定するための試算は、RVMメーカーの製品パンフレット、相生

市での先行実施事例などから得た数字をもとに行った。 
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はじめに 

本項では、本論文のテーマ設定理由と、政策提言を行なうにあたって前提となる問題意識を明らかに

しておきたい。我々の根底にある問題意識は、現在の日本社会では「資源」が「資源」として循環する

システムが十分に機能していないということである。容器包装廃棄物の回収量は世界的に見ても決して

低いとはいえないが、まだ焼却、埋め立てされている資源は大量にある。資源は、市民、自治体、企業、

政府それぞれが努力をすると、努力した分だけ循環するのだ。それにもかかわらず、大量消費をして環

境破壊を容認するような現在のシステムの存在を無視することは出来ない。 
我々の提言では、主にペットボトルと空き缶の循環システムの見直しに絞った政策を提示しているが、

これはほんのきっかけに過ぎない。最終目標は資源の 100％循環であり、新しい製品を作ることは必要
最小限にとどめ、日本における容器包装を全て再商品化された製品に変えることである。資源が循環す

ると、製品を原料から新しく作るより環境負荷は低く、枯渇する資源の節約にもなる。このようなメリ

ットがあるにもかかわらず、再商品化がなかなか広まらないのは、コストの問題があるからである。多

くの容器包装では再商品化するより原料から作る方が、コストがかからず、事業者は再商品化の費用の

増大に反対している。 
我々がペットボトルと缶のリデュース、リサイクルの推進を環境負荷低減社会への手がかりにしよう

と考える第一の理由は、生活系ごみに占める容器包装廃棄物の割合が 61％と非常に高いことにある。環
境負荷低減、資源循環型社会を構築する上で、ペットボトル、缶、ビン等の容器包装廃棄物の適正な処

理は重要な課題である。 
だが、現在の日本では、回収されたペットボトルが国外へ流出したり、単に焼却、埋め立て処理され

たりするなど適切に処理されているとは言えない。この現状の問題については第 1 章以降の本文内で詳

述するが、回収されたペットボトルが環境負荷低減を実現するかたちで処理されるためには、まずはペ

ットボトルの回収システムと回収後の管理システムを根本から見直し、改変する必要がある。現在の回

収システムは自治体に多大な負担がかかっている。ごみ処理量、リサイクル量が増化すれば、自治体の

財政が圧迫されるという構造になっているのだ。 

我々は、本稿を現状の改善を図るための入り口と位置づけ、事業者、消費者への「負担の分配」を図

るため、ペットボトルと缶のリデュース、リサイクルに焦点を絞りたいと考える。そしてリデュース、

リサイクル率を高める手段として、容器自動回収機（RVM）システムを取り入れた上での「デポジット
制」と「容器税」の導入を提言したい。デポジット制により市民に容器廃棄物返却のインセンティブを

持たせ、自動回収により自治体の負担を軽減させることを目的とする。また、容器税により商品価格に

差を設けることで、リサイクルのしやすい容器への消費者の需要の移行を促進させたいと考えている。 
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第1章  容器包装廃棄物回収、処理 

第1節  容器包装廃棄物回収、処理の    
現状  

第1項  容器リサイクル法  

現行制度におけるペットボトル、および缶類のリサイクルの概観は「容器包装リサイクル法」（正

式名称：容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、以下容リ法）によって

示されている。近年、一般廃棄物の増加及び質の多様化に伴い、処理施設の逼迫、環境負荷への

懸念が増大した。なかでも課題とされるのは、一般廃棄物の容積比６１％、湿重量比１７％を占

める容器包装廃棄物の適正な処理である。（図 1‐1 参照）これら容器包装廃棄物の適正な処理を早

急に進めるために、容リ法は平成１２年から完全施行されている。同法では、消費者に対しては

ゴミ排出時の分別、自治体に対しては分別収集、運搬及び保管、事業者（容器包装を製造、及び

販売している事業者）に対しては再商品化の義務を定めている。容リ法はこの体制を整備するこ

とで、リサイクルシステムの確立を目指している。ただし、事業者は指定法人（財団法人日本容

器包装リサイクル協会）に再商品化業務を委託することで義務を果たしたとみなされる。第一節

では、本稿が容器税とデポジット制の対象とする、ペットボトルおよびアルミ缶・スチール缶の

生産コスト・環境負荷・リサイクルの流れをそれぞれ見ていくこととする。 

図１‐１ ●家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合（平成 15 年） 

 

（出所：財団法人クリーンジャパンセンター） 
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第2項  ペットボトルの環境負荷、リサイクルの流れ              
ペットボトルは 1982年より清涼飲料の容器として使われ始めた。そして 1997年 4月、容リ法がペッ

トボトルに適用され、自治体は、ペットボトルをゴミとして処理するか、リサイクル対象品として分別

収集するかの選択肢を持つことになった。同年に自主規制もなくなり、飲料メーカーは小型ペットボト

ルも自由に使えるようになった。ペットボトルは環境負荷が高く、メーカーの利益率も１本当たり 3.2
円と低い。（図 1‐2 参照）それでもメーカーは消費者の嗜好に対応するため、薄利多売によってペットボ
トルの生産に力を注ぐ。再商品化委託費用は価格の 1％（0.8円程度）と推定されている。メーカー利益
は 3.2円であるから、事業者として負担する再商品化委託費用は、決して少ない額ではない。                                           
       

図 1‐2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：500ミリリットル、メーカー出荷価格 85円 
                    『日本経済新聞』2003年 7月 4日を参考に作成 
 

①生産コスト 
０４年度に全国で生産されたペットボトルは約 51万トンである。ペットボトル代でかなりの割合を占

めているのは、PET 樹脂自体のコストである。PET（ポリエチレンテレフタラート）が一般的に 1 ㎏
150円から 300円程度で取引されていることから計算すると、30gの容器で PET自体が 5～10円程度。
これに加え製造にかかるコストが追加されるが、高くても 1本あたり 10円程度と推定される。 
ペットボトルには容器に加え、蓋、ラベルのコストが追加される。蓋は 1ピース 2ピースの 2種類あ

り、2 ピースは蓋の裏側が青く、こちらの方がコストが高い。また、ラベルは、容器を覆う面積の大き
い方がコストが高い。蓋やラベルのコストは、1本あたり数円から高くても 15円程度と推定される。 
以上から計算すると、ペットボトルの生産コストは 10円から 30円と推定される。２ 

  

②環境負荷 
ペットボトルの生産及び、リサイクル時の環境負荷について述べる。現在、日本ではほとんどすべて

のペットボトルが、石油から新たに製造されている。だが、原料となっている石油は遠くない将来での

枯渇が予見されている資源である。 
 次に使用済みペットボトルのリサイクル状況だが、ペットボトルのリサイクルは現在ほとんどが繊維

やシート、成形品といったマテリアルリサイクル３に限られている。帝人グループがボトル to ボトルシ

                                                        
２ 参照

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB
（2005/11/04アクセス） 
３ マテリアルリサイクルとは、ペットボトルから別の商品へのリサイクルのことを指す。これに対し、ケミカルリサイクルとは、

PETから PETへのリサイクルであり、半永久的なリサイクルが可能である。 
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ステムによりケミカルリサイクルを可能にしたが、現在は操業を停止している状態である。この原因と

して、現段階ではケミカルリサイクルはマテリアルリサイクルに比べ、コストが高いことが挙げられる。

マテリアルリサイクルは一回きりのリサイクルであるので、需要が減らない限り、新たなペットボトル

を作り続けなければならない。 
 以上の点から、ペットボトルの適切なリサイクルと、ペットボトルの生産、消費量そのものを減らす

リデュースが、環境負荷低減に不可欠と考える。 
 
 
図 1‐3 ●ペットボトル生産量と回収量の推移 

 
 

 
 
注：生産量は指定 PETボトル（清涼飲料、しょうゆ、酒類、
乳飲料など） 
 
事業系とはスーパー・コンビニ・鉄道会社などで自らが

回収するもの 
 
市町村回収とは容器リサイクル法に基づき市町村が消

費者から分別収集するもの 
（2003年 8月 PETボトルリサイクル推進協議会作成） 

 
出所：容器包装リサイクル協会 
 

 
 
 
 
③リサイクル 
現行体制において、ペットボトルの処理は、指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会、以下

容リ協）が中心となって行われている。消費者が分別排出を行った後のペットボトルの再資源化までの

流れを容リ協の役割と合わせて以下に示す。（図 1‐4参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1‐4 ●ペットボトルの流れ（現状） 
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【容器包装リサイクル協会の役割】 
①再商品化の実施 

容リ協は特定事業者（再商品化義務を負う事業者、中小事業者を除く）から再商品化の義務を受

諾し、同協会と契約関係にある自治体から分別基準適合物の引取り、再商品化を行う。ただし実際

の再商品化業務は再商品化事業者に委託して実施している。 

 
②再商品化の普及、啓発 
再商品化に関する情報の収集・提供を行う。 

 

第3項  アルミ缶、スチール缶リサイクルの流れ  
①生産コスト、リサイクルコストと環境負荷 

2004 年度におけるアルミ缶消費重量は 30 万トンである。そのうちアルミ缶再生利用重量は 26 万トン

であるから、アルミ缶リサイクル率は 86.1％である。さらに回収されたアルミ缶スクラップのうち、ア

ルミ缶材に再生利用された「CAN TO CAN」率は 61.7％にのぼっており、現状のリサイクルは機能してい

ると言えよう。アルミ缶リサイクルにおいて再生地金を造る場合、ボーキサイトから新たに地金を作る

場合に比べて大幅なエネルギーの節約となる。アルミ缶をリサイクルするのにかかるエネルギーは、360

キロカロリーを超えることはない。よって、アルミ缶リサイクルはコストを削減することができ、環境

負荷も小さいことから、企業はよりいっそう力を入れていくべきである。４ 

スチール缶の場合、2004 年度におけるスチール消費重量は 9 万トンである。そのうちスチール缶再資

源化重量は 7.9 万トンであるから、スチール缶リサイクル率は 87.1％である。スチール缶をリサイクル

する場合は、鉄鉱石から鋼材を製造する場合よりも、エネルギー消費量が 75％も削減可能である。 

このエネルギー効率の高さにより、アルミ缶、スチール缶は有償で売却可能なため、事業者は容リ法

による再商品化義務が免除されている。各自治体で価格は異なるが、全国平均でアルミ缶は約 55 円/ｋ
ｇ、スチール缶は約１円/ｋｇで取引されている。名古屋市の表（図 1‐6）を見ても分かるように、選別、
梱包、保管の費用は、ペットボトルに対し空き缶は 10分の 1で済んでいる。 

                                                        
４  川和勇太「企業の飲料容器リサイクル」http://www1.tcue.ac.jp/home1/hayashi/5dai/paper/03.pdf 

メーカー 自治体 

消費者 

容リ協 

ゴミ処理業者 

リサイクル

業者 

  委託料 

お金の移動 

ペットボトルの移動 

メーカー出荷価格 

スーパー・ 

コンビニ等 

無償 

利益 
契約 

 0.8円 

  ８５円 

税金 

政府 中国 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 このように空き缶はペットボトルに比べ物質の面でも費用の面でもリサイクルをしやすいという結果

が見えてくる。 
 
図 1‐5 

出

所：NPO 法人「ごみ・環境ビジョン２１」 
 

図１‐6 ●名古屋市の資源 1 トンあたりにかかる経費（H15年度） 
 

 

 
 
 
 

出所：名古屋市ホームページ５ 
 

 
②リサイクルの流れ  
アルミ缶回収、リサイクルの流れは図 1‐7のとおりである。家庭から排出されたアルミ缶は自治体に

よる分別収集、学校、地域住民、ボランティアによる集団回収、スーパーなどでの拠点回収によって回

収される。自動販売機やコンビニ等の空き缶ボックスからの排出分は、ボトラー、廃棄物処理業者によ

って回収される。回収されたアルミ缶は、二次合金メーカーによって再生地金へと再資源化され、アル

ミ缶や他のアルミ製品となって再び市場に流通する。しかし、中にはリサイクルされずに埋立地に埋め

立てられてしまうものもある。 
スチール缶回収リサイクルの流れはアルミ缶と大差ない。（図 1‐8 参照）家庭から排出されたスチール

缶は分別回収、集団回収、店頭回収のいずれかによって回収され、リサイクルセンターへと運搬される。

缶ボックスからの排出分は分別回収を経て、もしくは直接リサイクルセンターへと運ばれる。リサイク

ルセンターで選別され、プレスされてスクラップ鉄となり、鉄製メーカーで新たな鉄製品へと作り変え

られる。その一部は、製缶メーカーに引き渡され再びスチール缶に生まれ変わる。 
 
 
 
 
 
 

                                                        
５ http://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/gomi/gomiqa/shigen_recycle/nagoya00009491.html 

  収集 選別・圧縮梱包・保管 合計 

空き缶 100,000円 4,000円 104,000円 

ペットボトル 88,000円 42,000円 131,000円 
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図 1‐7 ●アルミ缶リサイクルの流れ 
 
                                   他のアルミ製品                               

アルミ缶 
  

 分別収集 
                  リサイクルセンター 

 
 
             集団回収 
                             回収業者     二次合金 
                                      メーカー 

      散乱缶                          
 
 
 
 
                            廃棄物処理業者 
 
 
 
図 1‐8 ●スチール缶リサイクルの流れ 
           
         分別回収                      製缶メーカー 
 
 
                  
         集団回収   リサイクルセンター 製鉄メーカー  
                                    
                                    鉄骨・鉄筋等           
                                              
         店頭回収                                  
                                              
                                    その他缶製品  
 
 
 
 
 
 

 

 
家庭 

ボトラー 
製造業者 
など 

拠点回収 

埋立地 

 
家庭 

缶ボック

ス 

缶ボック

ス 
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第2節  容器包装廃棄物回収、処理の課
題  

第1項  容器包装リサイクル法の評価  
容リ法は以下の３点において画期的であったとされる。 

①社会を構成する消費者＜分別＞、事業者＜再資源化＞、市町村＜回収＞の３者が果たすべき役割を

明確にし、提示したこと。 

②再商品化に要する費用の価格への反映を明文化したことにより、環境コストの内部化を明示したこ

と 

③焼却処理からマテリアルサイクルの優先が明確になったこと。 

参照：関西広域連携協議会『容器廃棄物回収システムの提案』３頁 

 

第2項  容器包装リサイクル法の課題  
容リ法に基づく現行制度にはさまざまな問題も指摘されている。本項では、現行制度の抱える問題点

を消費者、事業者、自治体の３つのアクターの側面、及び自治体回収後のリサイクルルートの側面から

考察する。 
 

【消費者】 
①分別収集の不徹底 
現状では、事業者がペットボトルリサイクルコストを内部吸収しているため、販売価格にリサイクル

費用が適切に反映されておらず、消費者自身がコストを直接負担する必要はない。そのため消費者が行

なうべき分別排出は、消費者自身の意識と判断にまかされている。消費者の協力が十分に得られない場

合、回収したペットボトルはリサイクルに回されず埋め立てや償却処理に回されてしまう。分別収集後

リサイクルできない異物残滓部分（飲み残し、キャップをはずしていないペットボトル、混合収集によ

る破片付着分など）は、全国平均で約 1/3 を占めている。このような事態を改善するには、消費者が分
別収集を行なう意識、インセンティブを高める必要がある。 
 
②国民の税で賄われるごみ処理 
現在、ペットボトルやアルミ缶などの資源ゴミを含む一般ゴミの収集、処理は、主に自治体である市

町村によって行われおり、その費用も自治体が負担している。つまり、これはゴミ処理にかかる費用が

税金によって賄われていることを意味する。これは国民全員がほぼ等しく負担しているという点におい

て、公平な制度のように思われる。だが、今日ではゴミの量、質は各人によって大きく変化してきてい

るため、ゴミを大量に出す人も、少量しか出さない人も同額を負担するという現行の制度は決して公平

なものとは言えない。 
特に、ペットボトル、缶などの飲料製品は、頻繁に利用する人とあまり利用しない人との差が顕著な

商品である。また、そのリサイクルコストが大きいことからも、ペットボトル、缶類のリデュース、リ

サイクルは日本のゴミ、リサイクル問題を考える上で、第一に取り組むべき課題である、と考える。 
 
【事業者】 
①再商品化義務量 
再商品化義務総量とは、分別収集計画量または再商品化可能量のうち、いずれか少ない方に特定事業

者責任比率をかけたものである。日本の制度では、再商品化義務総量が生産量から間接的に算出される

ため（容器包装の発生量とは無関係に、再資源化施設の容量で再資源化義務総量が決まり、しかもその
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量に対してのみ特定事業者が支払いをする）処理が難しい容器包装廃棄物の発生抑制へのインセンティ

ブが低くなる。６ (図 1‐9参照) 
 
図 1‐9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
単位万トン （容器包装リサイクル協会ホームページのデータから作成） 

 
②小規模事業者に対する再商品化義務の免除 
容リ法の規定によって再商品化義務が発生する特定事業者は、従業員数、売り上げ高において一定の

基準をみたす大規模事業者のみである。事業規模が基準以下である場合、再商品化義務は免除されてい

る。これらの事業者も再商品化義務を果たすことが理想である。しかし、中小事業者が再商品化義務を

果たした場合、現行制度ではリサイクル費用を吸収しきれず破綻してしまう可能性が高い。 
事業者に関しての問題点は概ね、市場における競争力低下を懸念してリサイクル費用を商品価格に転

嫁できないことが根底にある。自治体負担を軽減し、発生抑制効果を高め環境負荷の低い容器への開発

をすすめるためには、販売価格へリサイクル費用を転嫁する必要がある。 
 
【自治体】 
①リサイクル費用の負担 
まず、自治体と事業者の負担する再商品化費用では、自治体が負担する割合が大きいということが問

題として挙げられる。図 1‐10のグラフは、環境省が 1931自治体から得たアンケート回答を元に作った
ものである。グラフでも分かるように、自治体と事業者負担の割合がそれぞれ 66％、34％となっている。
調査した中での自治体の総負担額はペットボトル、廃プラ、空き瓶で約 600 億円にのぼった。これに対
して事業者の負担は 350 億円だった。リサイクルコストのうち約 7 割が収集、選別、保管のための経費
だが、これが自治体の義務になっているために、負担割合が大きくなっていると考えられる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 1‐10   

 
2004年 7月 3日、朝日新聞記事を参考に作成  注：事業者負担費用 75円/kg  自治体負担費用 140円/kg 

 

                                                        
６吉田文和『循環型社会』中公新書、2004年、116頁 
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②「リサイクル貧乏」 
現容リ法では拡大生産者責任の論理を取り入れているが、比率はまだ自治体の負担が大きい。自治体

の負担が大きいと、リサイクルをすればするほど自治体は財政難に陥り、いわゆる「リサイクル貧乏」

になるという悪循環が起きる。名古屋市はその一つの例である。99年に藤前干潟をゴミの埋立処分場に
する計画が反対を受け、そのため「ゴミ非常事態宣言」を出して本格的にゴミ事業の改革に乗り出した

市が名古屋である。2000 年からは政令指定都市初のプラスチック容器包装収集の完全実施に取り組ん
だ。結果として、図 1‐11より、ごみ量は 98年から 02年にかけては 27万トン減り、資源回収量は 20
万トン増えたことがわかる。ごみ量は減少したが、図 1‐12によると、98年から 01年にかけては資源
化費用が 81億円増加した。反対にゴミ収集費用は 50億円減ったが、全体として自治体の負担は、リサ
イクル事業を強化したことで 39億円増加したといえる。回収日を増やすことで回収、選別費用が増え、
また小規模事業者相当割合を自治体が負担しなければならないため、回収量が増えるほど自治体が容リ

協に払う再商品化委託料が増えることになる。この結果のように、現在の容器包装リサイクル法は、リ

サイクルを積極的に推進しようとする自治体に対してサポートをするようなシステムにはなっていな

い。 
   

 
 図 1‐11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
出所：服部美佐子・松本裕明『ごみ処理のお金は誰が払うのか』P124をもとに作成 
 
 
 
 
 
図 1‐12 ●名古屋市のごみ収集費用と資源化費用 

  
ごみ 

収集・処分費用 
資源化費用 総  額 

19億円 
   収集  18.5億円 
   選別  0.5億円 1998年 269億円 

容リ協会  0.003億円 

277億円 

90億円 
   収集  64.3億円 
   選別  21.7億円 2001年 219億円 

容リ協会  3.6億円 

309億円 
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：ホームページ「NPO法人 ごみ・環境ビジョン２１」７        
 
③自治体間格差 
自治体間でリサイクルコストに大きな格差がある。図 1‐13、1‐14を見ると、E 市と U市では約４

倍の開きがある。最もコストが低い市と高い市を比べると 7倍の差があることが分かっている。 
容リ法の下において、ゴミの収集、選別、保管は自治体の役割となっている。リサイクルコストは、

その市町村の人口の規模、収集・選別・保管方法や民営か公営かといった要因によって大きく左右され

る。図 1‐13を見てもわかる様に、人口規模が似ている場所においても、コスト格差があるため、やは
り非効率にごみ収集事業を運営している自治体があると言わざるを得ない。 
 
図 1‐13 ●自治体のコスト比較 
自治体

名 
人口規模 

収集形

態 

処理形

態 

PET ボトルの排出

区分 

年収集

量 

トータル

コスト 

E 市 10～30 万 委託のみ 公設民営 ペットボトルのみ 
284.8t/

年 

107.1 円 

/kg 

Ｇ市 30～50 万 
直営・委

託 
公設公営 プラスチックと混載 

627.8t/

年 

227.8 円

/kg 

Ｂ市 政令都市 
直営・委

託 
民設民営 単独排出 

270.1t/

年 

232.9 円

/kg 

U 市 
10 万人未

満 
委託のみ 公設民営 びんと混合 

357.5ｔ/

年 

411.0 円

/kg 
＊トータルコストは収集・分別・回収の全工程を含む 

                        出所：ペットボトルリサイクル推進協議 
図 1‐14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「ペットボトルの分別収集コストに関する調査報告書の概要」 

2005年 2月 PETボトルリサイクル推進協議会 
 

④複雑なリサイクルルート 
現在、ペットボトルのリサイクルルートは一元化されていない。そのためペットボトルのリサイクル

は、効率的に循環していない。 
家庭ごみとしてのペットボトルをリサイクルする主なルートは、前述した通り「指定法人ルート」で

ある。事業系ごみには、３つの処理ルートがある。(1)スーパーなど店頭で容器包装を回収し、その店舗

                                                        
７ http://www2u.biglobe.ne.jp/~GOMIKAN/sun2/sun38a.htm 
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が直接契約しているリサイクル業者に委託する、(2)市町村に引き取りを依頼する、(3)公共施設内のペッ
トボトルを、その施設が有料でリサイクル業者に販売する。 

(1)、(3)の市町村委託ではない場合には容リ協と契約をしていないリサイクル業者に引き渡すため、容
リ協が事前に工場の資源再生処理能力を厳しくチェックすることも無い。そのため、一部のリサイクル

業者では処理能力を超えたペットボトルを引き取り、廃棄している。その一方で、容リ協と契約を交わ

しているリサイクル業者は、引き取りの契約を破棄するわけにはいかないため、年１回の落札に失敗す

るとペットボトルが入手できず、再生処理ができない。容リ協との契約の有無のために、処理能力に見

合った形でペットボトルが分配されていないのは非効率的である。 
また、自治体が自ら回収したペットボトルを近年経済成長の著しい中国に売るというルートもある。

2004年度は中国や香港向けに、前年度比約 2割増の 19万 5000トンが輸出された８。国内年間ペット

ボトル回収量が約 38 万トンであることを併せると回収量の約半分が海外に流出しているということに
なる。 
この原因は、現在の容リ法ではリサイクル業者への引渡しは義務ではなく、無償協力であることにあ

る。自治体はゴミ処理にかかる費用を抑えるためにペットボトルを輸出し代価を得ようとする。そのた

め、日本国内のリサイクル業者の経営難が引き起こされている。ペットボトルの取扱量が減少し、受託

費用が下落、それに伴い収入が減ることで倒産に追い込まれる業者もある。国内のリサイクル産業が停

滞し、リサイクル設備が減少していくと、将来的に中国が廃プラスチックの受け取りを拒否した時に国

内でペットボトルを処理することができず、混乱に陥る危険性がある。 
また、日本が購入した石油から精製したペットボトルを、資源として再利用できるにも関わらずに海

外に売ることは、資源の無駄遣いである。中国でペットボトルは主に綿としてリサイクルされているの

で、地球全体として考えれば「循環」していると言えるかもしれない。しかし、中国のリサイクル効率

は日本より悪いという問題がある。今年(2005 年)初めて、容リ協のペットボトル引取取引量は前年度
より下回ることになった。現在、再商品化可能量は増えているが、今後国内のリサイクルに回すペット

ボトルが減少し続ければ、リサイクル業者が倒産し、再商品化可能量も減り始める恐れがある。 
容リ法の改正案によるアクター間の費用配分の是正が、単純に自治体負担の軽減および事業者の負担

増という図式に落ち着いた場合、消費者・自治体の意識は自発的なものに留まることとなる。またこの

場合、事業者は市場における競争力の低下を懸念して、増加した費用負担を吸収しようとするであろう。

結果、費用負担を吸収できる可能性の高い大規模事業者は生き残り、吸収できない中小企業者は破綻す

る。また、この図式が、回収後のリサイクルシステムの改善につながるとは言い切れない。なぜなら、

回収主体とリサイクル主体は依然分離したままであり、自治体と再商品化事業者が毎年変動する処理

量・処理基準にさらされ続けることになるからである。 
以上から考えて、現行制度を改良するためには、分別基準改善による消費者意識の向上に努めリサイ

クル費用を商品価格に転嫁することが必要である。さらに回収した容器包装廃棄物が確実にリサイクル

ルートを循環するように、回収とリサイクルを一元化することが必要であると考える。 

第3節  容器包装リサイクル法改正の
動き  

 
現在、平成 18年度からの実施を目指して、環境省、経済産業省が共同して容器包装リサイクル法の改

正を審議している。まだ議論段階であるが改正の内容に踏み込んで、我々の政策と比較しながら考えて

いきたい。平成 17年 9月 15日に行われた、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（容器包装リサイ
クル制度に関する拡大審議）の懇談会を参考にする。ここでは容リ法見直しの基本的方針３つと、改正

の意見を３つ挙げる。 
 

                                                        
８ ＰETボトルリサイクル推進協議会 2005年 10月 4日の事業報告の実態調査発表より 
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見直し基本方針 
１、循環型社会形成推進基本法における３Ｒ推進の基本原則に則った循環型社会構築の推進 

３Rにおける、とくにリデュース・リユースの促進と、リサイクルの効率化。 
２、国・自治体・事業者・国民・ＮＰＯ等、すべての関係者の協働 
３、社会全体のコストの低減 
深刻化する地方財政における問題と、循環型社会の構築に係る効果とバランスの調整を図る。 

 
改正の意見 
①デポジット制度の活用 
回収が十分ではないリターナブル容器を活用し、再使用を推進する。例えば、飲料容器等にデポジッ

ト制を導入し、ワンウェイ容器にリターナブル容器よりも高額のデポジットを上乗せする。そのことに

よって、ワンウェイ容器の発生抑制及びリターナブル瓶の回収促進を図ることができる。しかし、全国

一律のデポジット制度導入は難しいといった意見が出ている。容器の収集体制が、市町村によるステー

ション回収から店頭回収に転換すると回収率等に大きな影響が生じる可能性があるからだ。また、デポ

ジット制度に係る回収コスト（小売店における回収負担増、保管場所の確保等）が大きいという問題が

ある。 
店頭での回収量は、どれだけ回収箱が市民の生活に身近な場所にあるかということに関わってくるで

あろう。また、店頭回収することによって、小売店にもメリットがある場合においては、回収業務を進

んで受け入れる店も存在すると考えられる。 
 
②事業者の役割 
市町村によって実施される容器包装廃棄物と、それ以外の一般廃棄物の収集を担う責任主体が異なる

と、かえって効率的・効果的な収集を妨げるとも考えられる。よって、引き続き市町村が分別収集、選

別保管を行い、事業者もそれに対し一定の責任を負う必要がある。つまり事業者が「生産者」としての

責任として、分別などにかかるコストを負担するのだ。当該負担の価格への転嫁が適切に行われれば、

消費者が安価な商品を選ぶことで、ごみの発生抑制にもつながるとされる。ただし、この案には事業者

側の反発が強い。事業者は、消費者の購入の減少を防ぐため、新たな負担を商品価格に転嫁するより、

内部コストとして吸収しようと考える。それは大きな利益損害となり、企業の経営を圧迫する。 
この案について事業者側の反発が強い理由は、商品価格への転嫁は不可能であり、事業者の再商品化

のための負担が現在よりも増える、と考えているからである。事業者の不満を解消するためには消費者

への負担も加えることで、自治体の負担を事業者だけに被らせることをなくす必要がある。消費者の「容

器は無料」という意識を変えさせることで、環境負荷の少ない容器を選ぶ 
ようになると、そのことが事業者にも反映され、環境負荷の少ない容器の開発に力が注ぎ込まれること

になるであろう。 
 
③リユースの促進 
リターナブル瓶は、現在、小売店を中心に回収されているが、分別基準適合物に位置付けられておら

ず、市町村による分別収集は十分進んでいない状況である。容リ法改正案は、リターナブル容器の導入

促進を目指している。 
 
以上が見直しの基本方針と、改正の意見である。リユースは環境負荷も少ないので、リターナブル瓶

は歓迎されるべきだが、消費者は、その利便性の低さからあまり歓迎しておらず、減少傾向にある。利

便性が高く消費の多い、リユースはできなくてもリサイクルはできるという素材に、より力を入れてい

く必要もあるのではないだろうか。 
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第2章   海外と日本の先行事例から
見るデポジット制度 

本章では、本稿の提言の参考資料とした容器リサイクルに関する海外および日本の先行事例、先行提

言について説明する。概要説明、海外および日本における実例、先行提言の三つを主に見ていきたいと

思う。 

第1節  先行提言の概要説明  
現在、容器物の回収率をあげるための取り組みとして、リターナブル容器やデポジット制度などが注

目されている。それぞれについて以下に説明を記す。 

第1項  リターナブル容器  
 リターナブル容器とは、使用後に容器としてそのまま再利用できる容器のことである。日本では、ビ

ール瓶などの瓶製品が再利用されている。このようなリターナブル瓶は、アルミ缶、スチール缶、ＰＥ

Ｔボトル、ワンウェイ瓶より「地球温暖化」・「大気汚染」・「水資源」・「水質汚濁」・「エネルギー消費」・

「固形廃棄物」の視点からみる環境負荷が少ないという点において、非常に評価できる。９第一章でも述

べたように、容リ法改正案においても導入促進が目指されている。しかし、重い、割れやすい、輸送効

率が悪い、など短所も多く、近年、その利用数は減少を続けている。消費者のリターナブル瓶の使用を

促すために、ペットボトルは高く、リターナブル瓶は安く売るという風に、環境負荷の程度によって価

格に差を設けるという方法が考えられるが、その利便性における大きな差を考えると、消費者がリター

ナブル瓶の使用に回帰する可能性はかなり低い。 
 また、リターナブルペットボトルの可能性も考えられるが、これも実現は難しいであろう。衛生上の

理由により、日本ではペットボトルの再利用は認められていない。仮に認められたとしても、ペットボ

トルの規格を統一する必要が出てくるので、メーカーからの反発は避けられない。また、容器の傷、汚

れなどの理由で、消費者にも馴染まない可能性が高い。以上のように、リターナブル容器への移行は非

常に難しいものであり、実現可能性は低いと考えられる。 
 

第2項  デポジット制  
デポジット制とは、製品価格に一定金額の「デポジット（預託金）」を上乗せして販売し、製品や容器

が使用後に返却された時に預託金を返却することにより、製品や容器の回収を促進する制度のことであ

る。これは経済的手法である「課税」と「補助金」の組み合わせで説明が可能である１０。飲料などに対

                                                        
９  参考：全国びん商連合会ホームページ 
１０ 参考：植田和弘・岡敏弘・新澤秀則、環境経済学(1999.7)「理論と現実」日本評論社、 
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し、あらかじめデポジット（預かり金）を上乗せして販売し、その使用済み容器が所定の場所に返却さ

れればデポジットが払い戻されるため、使用済み容器を返却する行為に対して補助金が支払われると解

釈することができる。また、容器が戻されない場合、デポジットは払い戻されないため、課税となる。 
一般的なデポジット制度の機能は、価格の上昇による製品需要の減少と回収率の上昇である。また、

考えられる問題点としては、対象品識別の問難しさや返還金の未払い、受け渡し上の不備などが挙げら

れる。 
デポジット制を使用した容器包装物の回収システムの例として、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、

米国などがあり、すでに多くの国でその有用性が確かめられている。北西欧各国のほか、韓国やアメリ

カのいくらかの州などデポジット制を導入している地域も少なくない。 

また、預託金を賦課しないという点において正式なデポジットではないものの、これに類似した制度

が日本でも採用されている。空き容器を返却すると、何らかの報奨が得られる制度で、群馬県安中市、

兵庫県相生市、東京都早稲田商店街などの地域で実施されている。これらの地域では RVM と呼ばれる

空き容器自動回収機を用いて、ユニークなリサイクルが行われている。 
 

第3項  RVM（Reverse Vending Machine）システム  
RVMとは、缶、ペットボトルなどの空き容器の自動回収機の通称名である。回収した容器を識別、分

別することが可能で、減容（圧縮・破砕）処理能力があるものや、クーポン、ポイントなどの特典を発

行する機能を持つものもある。 
 この機械を実際に導入した上で調査を行った例として、関西広域連携協議会の「容器廃棄物研究ワー

キンググループ報告書」（2003.3）、経済産業省の「循環ネットワーク整備事業・生活者参加型情報提供
の調査検討」（2005.3）がある。 
この 2 つの調査をもとに考察した結果、この機械の導入により期待できる点として挙げられるのは、

自分の好きな時にリサイクルに参加できるという利便性、環境教育的視点、経済的インセンティブ、な

どであった。 
 対して、課題として挙げられたのは、維持費や保管スペースなど管理運営面での問題が大半であった。

また、最寄りの回収機までの距離的不満の声もあった。 
 RVMの設置場所で最も効果的なものとして、スーパーマーケットが挙げられる。日常的に利用する場
所に設置することで、利便性が高まると考えられる。経済産業省がリサイクルステーション（同省が調

査のために設置）の利用者を対象に行ったアンケートによると、リサイクルステーションを利用する以

前のペットボトルの処分方法で最も多かったのは「スーパーの回収箱の利用」である。（図 2‐1 参照）こ
の事からも、スーパーマーケットなどの小売店に設置した場合、かなりの回収量が期待できる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
＊上記文献では、一概に需要が減少するわけではなく（制度対象外の）他の容器への消費転換などへの可能性があることも指摘し

ている。 
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図２‐１ ●リサイクルステーションを利用する以前の自宅で飲んだペットボトルの処分方法  

経済産業省 「循環ネットワーク整備事業・生活者参加型情報提供の調査検討」（出典 2005.3）１１ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第2節  先行事例  
第1項  海外の事例  
容器包装物に関しては世界各国でごみの減量化が進められており、第１節でも述べたように、北西欧

各国のほか、韓国やアメリカのいくらかの州などデポジット制を導入している地域も少なくない。この

項では、デポジット先進国であるドイツとスウェーデンの例をあげ、日本での実施の際に考慮すべき点

について考える。 
 ドイツには元来リターナブルシステムが確立しており、日本では実現されていないリターナブルの

PET ボトルもある。しかし 1991 年の容器包装令施行以降、リサイクル促進の安心感からワンウェイボ
トルが増加傾向をたどり、1997年以降 3年連続でリターナブル容器の利用率が 72％を下回った。（図２
‐２参照）このことにより 2003 年 1 月よりワンウェイ容器の強制デポジット制が発動された。しかし、
業界が制度導入に際して十分な準備をしていなかったため、当初は制度として統一されておらず、スー

パーマーケットチェーン・デパート・小売店ごとに独自の方法が導入された。また消費者も、空容器を

どこに返していいかわからず、デポジットの返金を放棄して容器を処分したケースが多かったという。

さらにデポジットを支払った証明を見せれば、容器の返還なしにデポジットを返金したケースもあり、

廃ワンウェイ容器の 80％は回収されずに消費者によって勝手に処分されたとする予測もあった。 
 
図２‐２ ●ドイツにおけるリターナブル容器市場占有率推移(%) 
注：牛乳以外の飲料の数値：連邦政府の委託による包装市場調査有限会社(GVM)１２ 

                                                        
１１ 経 済 産 業 省 「 循 環 ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 事 業 ・ 生 活 者 参 加 型 情 報 提 供 の 調 査 検 討 」 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h16fy/160721-1_cjc_1.pdf 
１２ 出典：月刊廃棄物 2003.6 

 1991 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2000.5 ～2001.4  

ミネラルウォーター 91.33  90.25  90.89  89.53  89.03  88.68  88.31  87.44  84.94  80.96  78.46 

炭酸ｶﾞｽ 

無添加飲料 

34.56  38.98 39.57 38.76 38.24 37.93  36.81  35.66 34.84  33.35 33.18 

炭酸清涼飲料 73.72  76.54  76.67  76.66  75.31  77.50  77.76  77.02  74.81  68.45  64.76 

ビール 82.16  82.37  82.25  81.03  79.07  79.02  78.88  76.14  74.90  73.07  72.34 

ワイン 28.63  26.37  28.90  28.54  30.42  28.66  28.10  26.20  26.75  25.76  26.09 

平均 71.69  73.54  73.55  72.65  72.27  72.21  71.33  70.13  68.68  65.46  63.81 
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ドイツ政府はデポジット制度の全国統一システムを導入することにより、これらの問題の解決を図っ

た。2003 年 10 月より開始した統一制度は、ビール、ミネラルウォーター、炭酸清涼飲料の容器を対象
に、デポジット額を 1.5リットル以下の容器の場合は 25セント（約 34円）、1.5リットル超の容器の場
合は 50セント（約 68円）に固定するものである。しかし、この制度も完全な全国共通統一システムで
はなく、主に３つの全国統一システムを併用しているに過ぎない。 
 さらに、デポジット制により容器には高額のデポジット料金がかかっており、これが外国の飲料メー

カーにとってドイツ市場参入への阻害要因になっている、という考えもある。EU 委員会は、この強制

デポジット制発動に貿易障壁の疑いがあるとし、警告状を送付するに至った。 
 だが、これらの指摘に応える興味深い資料がある。図 2‐3は 2003年のミネラルウォーターの市場デ
ータを前年と比較したものである。2003年 1月以降デポジット制度が導入されていたが、その制度の対
象となる容器に入れられたネラルウォーターは前年度と比べ、生産、輸入、輸出、消費の全ての分野で

大きく伸びを見せている。さらに、EU 法ではミネラルウォーターは水源地で容器に入れなければなら

ないことになっているので、完成品として輸入される。その輸入も前年比を上回っているため、政府は

デポジット制度が輸入品を不利にしているとの兆しはないとしている。 
 
 図２‐３ ミネラルウォーターの市場動向の比較 

生産量  ガス入りミネラルウォーター ＋１１．３５％ 

 ガス抜きミネラルウォーター  ＋３８．１８％ 

合計  ＋１２．２７％ 

輸入量  ガス入りミネラルウォーター  ＋ １．３３％ 

 ガス抜きミネラルウォーター  ＋１４．９９％ 

合計  ＋１１．５０％ 

輸出量  ガス入りミネラルウォーター  ＋１３．５３ 

 ガス抜きミネラルウォーター ‐４３．２４％ 

合計  ＋ ６．９５ 

消費量  ガス入りミネラルウォーター  ＋１１．０２％ 

 ガス抜きミネラルウォーター  ＋２１．８９％ 

合計  ＋１２．２３％ 

出所：容器包装市場調査協会（GVM）、０３年９月
１３
 

 

 スウェーデンもドイツと同様、デポジット制の歴史が古い。ガラス瓶、アルミ缶とデポジット制を進

め、PET ボトルに関しては 1994 年より実施されている。スウェーデンのリサイクル率に関する目標に
よると、ペットボトルは 90％のリサイクル（重量ベース）を目指しているが、実際のリサイクル率（2002
年、リターナブルボトルを除く）は 77％であり、目標には達していない。１４ 
スウェーデンではほぼ全てのスーパーマーケットに RVMが設置されており、ワンウェイボトルの他、

リターナブルボトルの引き取りも行っている。RVMはリターナブルボトル引取において省力化・省スペ
ース化に非常に役立っており、各店舗に歓迎されている。スーパーマーケットにとって、RVMの設置台
数、設置場所の良し悪しは来客数を左右するほど重要な問題なのである。デポジットボトルに対する小

売店の態度も、比較的寛容である。消費者からのデポジットボトルの返却が多ければ、小売店はボトル

の引き取り、引渡しに要するコストも増加するため、常識的に考えれば小売店にとって収益が減る可能

性がある。しかし、返却量の増加＝顧客の来店回数の増加という考え方から、販売量の増加につながる

ことも多いという。デポジットの払い戻し以外に店内商品の値引きクーポン券を発行して販売促進を図

るなど、デポジットシステムを営業面でも積極的に利用している。 

                                                        
１３ 経済産業省「ドイツを中心とした EUにおける循環型経済社会システム形成とリサイクルの現状」（2002）より 第 2章 容
器包装 

 
１４  環境省「平成 15年度 容器舗装廃棄物の使用・排出実態調査及び効果・検証に関する事業 報告書」（2004）より第 3章 諸
外国における容器包装廃棄物の回収・リサイクルに関する状況 
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また、スウェーデンではアルミ缶のリサイクル率が非常に高く、2002年にはスイス、ノルウェー・ア
イスランドに次ぐ 86％を記録している（西ヨーロッパの合計のリサイクル率は 45％、日本は 83.1％）。
１５スウェーデンでは 1980 年代初頭までは飲料の９割以上がリターナブル瓶を採用していたが、次第に
ワンウェイのアルミ缶が増え始め、リターナブル瓶の返却率が 90％を越えるのに対し、アルミ缶のリサ
イクル率は 60％を下回る状態だった。そこで環境省は EPR（拡大生産者責任）をベースに、1985年ま
でにリサイクル率が 75％に達しない場合にはアルミ缶の使用を禁止するという法律を制定し、飲料業界
の努力を促した。飲料業界はデポジット額をこれまでの 2倍にしたり、RVMを増設したりするなどの自
主的なリサイクル活動を進めていき、当初の期限より 2年遅れたものの 1987年には基準値を達成した。
（図 2‐4参照）このような活動を通して、リサイクル率の引き上げと維持のためにはデポジット制が効果的
であることが分かり、スウェーデンでワンウェイ容器のデポジット制が定着することとなった。 

 
図２‐４ スウェーデンにおけるアルミ缶飲料の販売本数と引取本数の推移１６ 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：経済産業省「循環型経済構築に関わる内外制度及び経済への影響に関する調査」（2001） 
 
スウェーデンのアルミ缶のデポジット制は、EAN コードといわれるバーコードを元に構築されてい

る。この飲料メーカーは商品を販売する前に、デポジットを管理する RETURPACK 社にそれぞれの商
品の EANコードを登録しなければならない。缶を回収する際に RVMによってこのコードを読み取り、
どこのメーカーの商品が何本返却されたかがすぐわかるようになっている。この効果的な方法により、

スウェーデンのアルミ缶リサイクル率は世界でもトップレベルを誇っている。スウェーデンのアルミ缶

消費量はヨーロッパ第二位であるが、今ではそのほとんどが回収され、当初 75％だったリサイクル目標
値も 90％に引き上げられた。 
以上に述べたドイツとスウェーデンのデポジット制に共通して言えることは、昔からそのような制度

があり、それを利用してさらなるリユース、リサイクルが行われている点である。日本でもすでに生活

協同組合を中心に、大手スーパーマーケットでも発泡スチロールトレーや牛乳パック、PETボトルの回
収ボックスを設置している店舗が増えてきており、それを利用する消費者も多い。この制度を利用し、

現状の回収ボックスよりもさらに効率的で省スペースを実現する RVM を設置すれば、日本でもデポジ

ット制実現の可能性が見えてくる。さらに、ドイツの失敗を繰り返さぬように、デポジット制度を導入

する際は統一システムを全国一斉に始める必要がある。制度の全国同時開始は、デポジットに不可欠な

RVMの大量生産にもつながり、より低コストで制度を運営することができるはずである。 
 

                                                        
１５ アルミ缶リサイクル推進協議会HP 
１６ 経済産業省「循環型経済構築に関わる内外制度及び経済への影響に関する調査」（2001）より第 2 章 欧州における容器を
対象としたデポジットシステムの実態 
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第2項  日本の事例  
次に日本で行われている事例について見てみる。 
RVMを使用した回収システムを導入している例として、兵庫県相生市がある。この事例を日本におけ

る新回収システムの先行実施例として、参考にしたいと思う。   
相生市は兵庫県が行った兵庫県デポジット事業のパイロット事業として、平成 14年に飲料容器自動回

収機を用いたシステムを導入した。パイロット事業としての期間が終了した後も、モデル事業としてこ

のシステムの使用を続け、成果を挙げている。同市は環境都市宣言を行うなど、環境に対する意識が高

い自治体である。この相生市の事例を図 2‐5にまとめた。 
 
図 2‐5 ●相生市事例 
 

＜パイロット事業＞ 2002/10/6～2002/11/30 
・ 生活協同組合コープ神戸、（株）あいおいアクアポリスが主体となって展開 
・ 機械購入などにかかる初期費用は、県が負担 
・ ポイント還元や、回収後のリサイクル事業などは、事業者の負担 
・ 磁気カードを用いた報奨金型のシステム 
・ 容器１本当り１円のポイント還元 
・ 50点満点になったカードは 50円の割引券として使用可能 
収集された缶・ペットはリサイクル業者に引き渡され再商品化が図られる 
 
＜モデル事業＞ 2003～2004 
システムの概要は、上のパイロット事業とほぼ同じである。パイロット事業と異なる点は以下の 2 つ

である。 
・ 生活協同組合コープ神戸、マックスバリュー西日本（株）、（株）カワベが主体となって展開 
・ 磁気カードは 300点満点で、相生市指定ごみ袋（30ℓ ）サイズと交換可能 
 
参照：「先導的容器回収システムの構築について報告書」兵庫県 県民生活部 環境局 環境整備課(2003.3) 

 
パイロット事業期間に行ったアンケートによると、RVMシステムの印象について９割以上が「とても

良い」または「良い」と答えている。また、同システムを「来店のきっかけとなる」とする回答も７割

以上を占めた。このように RVM システムは利用者からは高い評価を得ている。回収量を見ても、安定

した増加傾向をたどっている。また、モデル事業期間の成果としては、住民が缶などを回収し、回収機

まで持参する、という仕組みづくりが進んだ、ということが挙げられる。このシステムは事業者が主体

となって運営しているので、収集経費の事業者への分担も実現している。 
しかし、これらの成果の裏には依然として課題が残されている。既存の自治体主体の資源回収の取り

組みでは協力者と非協力者が二分されている。相生市の事業においても利用者の拡大傾向は見られたが、

この二分化の問題は解決していない。また、今回のパイロット事業では、RVM維持費や還元費の多くを
事業所が負担する形となっており、広域的な導入を考えた場合、誰がコストを負担していくかを明確に

していくことが大きな焦点となってくる。これらの課題への対応として、参画する各主体のメリットを

目に見える状態にし、更なる PR活動を進めていく必要がある。 

第3節  先行提言  
上述の相生市のパイロット事業を試算し、RVMを導入した独自の提言を行っている関西広域連携協議

会（以下ＫＣ）１７の提言を先行研究として取り上げたいと思う。 

                                                        
１７関西広域連携協議会は関西の 2府７県３政令都市と経済団体で構成された団体であり、関西地域の活性化を目指している。 
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ＫＣでは行政、事業者の負担を軽減し、ひいては消費者の利便性を高めることを目的とし、「回収報奨

金方式の空き缶回収システム」を提言している。（図 2‐6参照） 
 
図２‐６ 
提案 
回収報奨金方式の空き容器回収システム 
利用者である住民は、飲み終わった空き容器をＲＶＭと呼ばれる回収機に戻しに来る。すると回収機が

自動的に容器を分別・減容して回収する。一方住民は、回収時に磁気カードにポイントが加算され、ポ

イントが満額になれば特典を得ることができる。 
      買い物・リサイクル 
住民              ＲＶＭ設置協力店 
        ポイント 
 
 
 
    
市町村   集計結果報告  ＲＶＭシステム事業者 

 
参照：「容器廃棄物回収システムの提案」＜容器廃棄物研究ワーキング・グループ報告書＞ 
関西広域連携協議会 (2003.3) 

 
『環境経済学 理論と現実』(1997年 7月)によると、このような報奨金システムは、一般的なデポジッ
ト制度がもつ“対象とする容器を所定の場所に返すインセンティブを与える”と同時に、実質的な価格

低下（割引）により製品の需要を増加させるという意味での販売促進の機能を持つ。この部分は、一般

的なデポジッ制度の機能とは逆のものであり、特有の機能だといえる。 
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第3章  政策提言 

本章では、ここまで見てきた現状を踏まえて、以下の政策を提言する。（図 3‐1参照）第一に、RVMを
設置し、カードを用いたポイント還元によるデポジット制を全国一律に採用すること、第二に、リサイ

クルコストを負担するために容器税を商品生産時に課税すること、である。ペットボトルやアルミ缶、

スチール缶の回収は RVMによる回収を基本とし、自治体による既存の回収システムを抜本的に改める。
これらによってリデュースとリサイクルの促進を目指し、循環型社会への足がかりを作る。 
 
図３‐１ ●政策施行後の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

メーカー 

自治体

政府 

消費者 

 
容リ協 

ゴミ回収業者 

リサイクル

業者 

委託料＋容器税 

お金の移動 

スーパー 

コンビニ 

    等 

デポジット 

監視・補佐 

メーカー出荷価 

格＋容器税 

商品価格＋容器税 

維持・運用 
メンテナンス 

ペットボトル：１０円 

アルミ缶：８円、スチール缶：６円 

ペットボトルの移動 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第1節  容器税  
回収・保管費用、再資源化委託費用といったリサイクルコストを負担するため、飲料に容器税をかけ

る。この税額を決定するため、まず RVM 回収機を導入するに当たり一年目にかかる初期投資額、並び

にその後継続して必要となる管理運営費の試算を図 3‐2に示す。 
 
 
 
 

図 3‐2 ●RVM 回収機導入時におけるコスト条件の設定 （一台あたり）  

  提言後のシステム（P&D）１８ 金額(円） 

対象品目 ペットボトル・アルミ缶・スチール缶   

年間処理量(t) ペットボトル(3t)・アルミ缶(2t)・スチール缶(3t)   

処理方法 店頭による拠点回収後、容器リサイクル協会に   

  委託された業者による回収・保管作業を経て、   

  再資源化指定法人へと引き渡される。   

初期投資額 回収機の仕様と設置経費   

（イニシャルコスト） ・回収機購入費 1380000 

  ・カードリーダー購入費 135000 

   オプション：屋外専用屋根 180000 

   オプション：LED 表示機 180000 

  ポイントカード作成費 27000 

   →回収機一台当たり配布枚数 609 枚/台   

   →ポイントカード一枚当たりの値段 45 円/枚   

  合計 1902000 

管理運営費 ○回収機増に伴い一定割合で増加   

（ランニングコスト） ・磁気カード代 （年間増加率 10%） 2700 

  ・電気代 70000 

  ○回収量増加に伴い増加率が変動   

  ・回収機運営時価/台 160000 

   →回収機稼動に伴う保守点検・人件費   

   →回収機増加に伴うスケールメリット   

  合計 232700 

注）RVM稼動にかかる諸費用の設定は、兵庫県相生市のパイロット事業、及び回収機メーカー資料を参考に設定した。 
注）一台あたりの年間処理可能量は計 20ｔとし、年間生産量と設置台数を試算することで各 RVMの年間回収量を割り出した。 
注）一台当たりのポイントカード枚数は、約一億人に配布すると考え、設置台数 164030台によって割り出した値である。 
 
上記の試算をもとに、一本当たりにかかる処理費用を、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶別に示

す。（図 3‐3参照） 
 
図 3‐3 ●ペットボトル・アルミ缶・スチール缶の一本当たりの処理費用  

  ペットボトル アルミ缶 スチール缶 

回収・保管費用(円/ｋｇ） 100 62.5 62.5 

資源売却益(再資源化委託費） ‐28 円/ｋｇ ＋55 円/kg ＋1 円/kg 

一本あたりの処理費用（RVM のみ） 4.1 円/本 1.93 円/本 3.79 円/本 

                                                        
１８ 容器税とデポジット制度の併用を軸とする、本提言の通称である。 
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一本あたりの処理費用 4.9 円/本 1.03 円/本 3.66 円/本 

（再資源化費用を含むトータルコスト）       

 
一本あたりの処理費用はペットボトルが 4.9 円、アルミ缶が 1.03 円、スチール缶が 3.66 円という結

果が出たが、実際のコストと試算コストとの間に誤差が生じ、高くなってしまった場合を考慮し、それ

ぞれ 10円、2円、4円の容器税をかけることとする。ペットボトルだけに多額の税金をかける理由につ
いては第 4 章で説明するが、この税収から生じる利益を、新たな RVM などの設備投資、広報費、環境
教育費などに充てる。 

第2節  デポジット制  
回収率の向上を図ることによって、リサイクル効率を高めるために、デポジット制の導入を提案する。

デポジットの金額は、図 3‐2の試算と過去の事例を基に決定する。飲料商品に上乗せする金額は、デポ
ジット＋容器税だが、容器税については前述した通り、ペットボトル 10円、アルミ缶 2円、スチール缶
4 円とする。山口県で実際に行ったヒアリング調査によると、デポジット制に賛成という回答は全体の
約 8７％であった。さらに適正金額を聞いたところ、0～5円が 3％、5～10円が 42％、10～20円が 29％
となった。また日本の過去の事例を見てみると、図 3‐4のような状況が見られた。 
 

図 3‐4  ●日本のデポジットの実施例 
 埼玉県神泉村 茨城県日立市 大分県姫島村 

実施地域 私立森林公園 
および村全域 

金沢・台原団地 
約1500世帯 

姫島村全域 
人口約3,200人 

事業主体 神泉村 市民生協 姫島村 

運営主体 神泉村デポジット推進協

議会 
市民生協 運営協議会（県、村、

商工会など） 

実施期間 昭和57年8月～ 昭和58年3月～ 昭和58年7月～ 
参加店舗 村内全小売店（11店舗） 団地内の生協2店舗 島内全店 
対象飲料

容器 
飲料缶全般 ソフトドリンク缶、 

ビール缶 
ソフトドリンク缶、 
ビール缶 

上乗せ金

等 
上乗せ金 0円、 
回収奨励金 5円 

上乗せ金 10円 上乗せ金 10円 

回収数 89,945（H2） 53,095（H3） 390,874（H3） 

回収率 78.9％（H2） 94.2％（H3） 90.1％（H3） 

参考：デポジット法制定全国ネットワーク編（2000）『だれでもできるデポジット』合同出版 
 
この表を見てみると、奨励金が５％であった場合の回収率が 80％に満たなかったのに対し、上乗せ金

を 10 円にした場合では、ソフトドリンク缶、ビール缶の回収は 90％超に上っている。アンケート調査
の結果と上の表から、消費者の容器返却のインセンティブを高める最適なデポジットは 10円といえる。
すでにアルミ缶、スチール缶に関しては 80％以上の回収率・リサイクル率を達成しているという現状も
踏まえ、デポジット額はペットボトル 10 円、アルミ缶 8 円、スチール缶 6 円と設定することとする。
これは商品に上乗せするデポジット額と容器税の総額が、10、20円など切りのよい額が、販売の便宜上
好ましいということも考慮し設定した。 
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しかし、缶やペットボトルを RVM へ持っていくたびに現金での還元を行おうとすると、膨大な量の

硬貨の準備が必要である。また、10円単位の小額の還元では消費者のインセンティブも働きにくいと考
えられる。そこで、市民には中学校卒業時にカードを配布し、回収機に容器を返却する際、上乗せされ

ていた金額がカードにポイントとして加算される制度を採用する。そのポイントは、通常の買い物を行

う際に使用することができる。総務省の統計１９によれば、日本の 15歳以上の人口は約 1億 1000万人で
ある。また、過去にカードを利用したデポジット制を試行した例よりカードの単価を 45円として試算す
ると、人口分のカード作成にかかる費用は 49億 5000万円となる。 

第3節  RVM の設置  
全国のスーパーマーケット、一部コンビニなどにペットボトル、アルミ缶、スチール缶を対象にした

RVMを設置する。消費者はこの RVMに自ら資源を投入するようになるため、自治体はゴミの分別、回
収、保管の業務を行う必要がなくなる。よって、今までこれらの業務にかかっていた分のコストの削減

が可能である。この削減分の費用は、RVM購入などの初期費用に充てる。現在、ペットボトルの年間生
産量は約 51 万トンであり、１台の機械で年間約 30ｔの処理が可能なため、理論上は約 1.7 万台の回収
機を設置すればよいことになる。しかし、これでは自宅近くに回収機がなく、不便な状態になると思わ

れる。そこで必要設置台数は、全国のスーパー、コンビニなどの小売店舗数を参考に算出する。スーパ

ー等の小売店舗は、近隣の人口を考慮して建てられているので、利便性を考える上で参考になると考え

る。以下の計算は、経済産業省の『飲料容器デポジット制実施に伴う初期投資コストに関わる試算』２０を

参考にする。なお、一台の価格は図 3‐2から 190万、設置コストとの合計額は 200万円とする。 
 

図３‐5 ●全国の小売店舗数に基づく RVM 設置台数とイニシャルコスト  

小売店の業

態 

百 貨

店 

総合ス

ーパー 

食料品

スーパ

ー 

その他

スーパ

ー 

コ ン ビ

ニ 

食料 品

専門店 

ホームセ

ンター 

ドラッグス

トア 
合計 

店舗数 312 1,670 18,493 56,213 42,749 323,167 4,754 13,097 460,455 

店舗当り設置

台数 2 2 1 0.5 0.5 0.25 1 0.5 0.36 

必要台数 624 3,340 18,493 28,107 21,375 80,792 4,754 6,549 164,034 

初期投資必

要額(億） 12.5 66.8 369.9 562.1 427.5 1615.8 95.1 131.0 3280.7 
（１） 業務別店舗数は経済産業省の平成１６年度商業統計から引用 
（２） 店舗当り必要設置台数は業務別に規模的要素を考慮し 0.25~2台を設定した。 

 
図 3‐5 を参考にして考えると、小売店において全国で必要となる飲料容器設置台数は約 16.4 万台と

推計され、それに関わる費用は約 3325 億円となる。これで一定の利便性を満たすことはできると考え
るが、現在あるゴミ箱に比べるとかなり少なく、さらに補充していく必要がある。 

第4節  自治体の役割の変化  
まず、自治体は今まで行っていたペットボトル、アルミ缶、スチール缶の分別、回収、保管事業から

一切手を引き、代わりに民間のゴミ収集業者がこれらの事業を行うようになる。このことによって使わ

なくなった税金を、新たに設置する RVMの費用に充てる。 

                                                        
１９ 参照：総務省 人口推進日報 H17.6.1 
２０経済産業省『飲料容器デポジット制実施に伴う初期投資コストに関わる試算』

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/committee/d/20/youri20_ap10.pdf 
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また自治体は、ゴミ処理業者が、回収された資源をリサイクル業者に渡すという義務を怠り、中国な

ど海外に横流しするといったことがないように監視役を務める。さらに公共の場で、ゴミの分別やリサ

イクル、デポジット制の意義を訴えるイベントを行い、市民に対する環境教育を行う。今回提案してい

るシステムと類似した制度は、既にいくつかの地域で試行されている。しかし、このような制度の日本

での知名度はまだまだ低い。このようなことから、市民の意識改革を促す環境教育の重要性を強く感じ

る。市民の意識が伴わなければ、空き容器返却の際にポイントが返ってきても、単に「得をした」と感

じるだけで終わってしまう恐れがある。これでは環境問題に対する意識付けにはつながらず、ゴミ問題

が解決したとは言えない。デポジット制の意義を正しく伝え、環境問題に対する意識を高めることが大

切である。 

第5節  リサイクルシステムの一元化  
容リ協はゴミ回収業者と提携し、自治体監査の下、RVMに集まった空き容器を回収する。また、飲

料メーカーからの再商品化委託料（現状価格の維持２１）、容器税の収入を元に、今まで各自治体が負担

していた空き容器の回収、分別、保管費用（RVMシステムのランニングコストも含む）を負担する。
保管は、スーパーのバックヤードおよび各自治体の既存の施設を利用する。また、保管にかかる費用

は協会が負担するものとする。以上のことによって自治体負担の軽減が見込まれる。 
さらに、資源がリサイクルされるまでのルートを、容リ協管轄下のルートに一本化する。これによ

り、リサイクルされずにそのまま埋め立てられたり、中国に売られたりしていた容器が、日本のリサ

イクル業者内で循環するようになる。この RVM→ごみ処理業者→リサイクル業者の一連の流れはすべ
て容リ協が管理するので、抜け道は存在しなくなるのである。 
また、公開入札制度によって空き容器のリサイクルを行う業者を決定し、優れた技術を持っている

優良企業には補助金を与えるなどの優遇措置を提示する。この補助金は、再商品化委託料（現状価格

の維持２２）、容器税の収入で賄われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
２１ 現在、再商品化委託料はメーカー出荷価格の 1％である。 
２２ 現在、再商品化委託料はメーカー出荷価格の 1％である。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３rd‐４ th Dec.2005 

 29 

第4章  政策施行による効果 

第1節  回収率の向上  
デポジット制の導入によって、まず期待されるのが、容器回収率の増加である。デポジット制では、

消費者がペットボトルを回収機に返却する際に、預かり金が返却されるという直接的な経済的インセン

ティブが働く。 
現在の日本国内のペットボトルについて見てみると、20万トン以上が不法投棄や中国などに流通して

おり、その量は第 1 章で述べた通り無視できない数となっている。デポジットを課すことにより、これ
らの回収されていないペットボトルについても回収が期待できる。 
次に、RVMの導入により期待できる効果について見ていきたい。2003年に 13ヵ所 28台の RVMを

設置した岐阜県穂積町では、導入後の 2004 年には導入前の 2002 年に比べ 80％増の約 270万本の回収
量を記録している。また、福井県丸岡町でも、RVMを設置したことで自治体による広域搬入が減り、さ
らに全体での回収を増やすという効果が挙がっている。これらの事例から、RVMの導入はペットボトル
の回収に大きく影響を与えると考えられる。 
また、RVMは 24時間利用可能であるという特徴を持っており、これにより利便性が大幅に向上する。

このことも利用者の満足度を高め、リピーターを増やす要因となるであろう。デポジット制を導入する

ことで、これまでのポイ捨てなどの不法投棄が少なくなり、環境美化が促進され、ゴミ散乱の防止につ

ながることも期待される。 

第2節  生産様式の変化  
ペットボトル、アルミ缶、スチール缶入りの飲料製品には、容器税とデポジットが課せられるため、

商品の値段が上昇する。第三章でも述べたように、ペットボトル商品の上乗せ金額は、缶製品の上乗せ

金額と比べ、高額である。この理由は、商品を割高にすることによって、環境負荷の高いペットボトル

製品から、環境負荷が比較的低い紙パックや缶製品などへ、消費者の需要を移行させるためである。ペ

ットボトルの需要が減少すれば、これに伴って生産量も減少し、リデュース効果が期待できる。このよ

うに容器税の導入により、環境負荷の低い商品へと需要が移行し、生産様式の変化を促すことができる。 
 またペットボトル製品から他製品への移行は、飲料メーカーにとっても歓迎すべきことである。第一

章でも述べたように、ペットボトルは缶などの製品と比較すると、利益率の低い商品である。また、缶

製品には課せられていない、再商品化委託料も払わなければならない。よって、缶製品に需要が移行す

れば、飲料メーカーはより利益率の高い製品を生産することができるのである。 
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第3節  RVM 設置店舗での顧客数の
確保  

RVMは、消費者が日常的に利用すると考えられるスーパーやコンビニへ設置する。現在すでに、スー
パーなどに資源ゴミの回収箱が設置されていることから、回収機設置場所、回収されたペットボトルの

一時保管場所の点からも適当な設置場所だと言えるからである。 
利用者は買い物をする際、ポイントカードに貯まったポイントを使用することができるため、消費者

の購買意欲が高まるという効果が期待できる。また、回収機がスーパーやコンビニに設置されているこ

とが消費者の来店動機となり、RVM設置店の顧客数が確保できるという利点もある。また、環境へ配慮
しているという宣伝効果にもなり、店舗のイメージアップにもつながる。 

第4節  コストの削減  
回収機に返却された缶やペットボトルは、圧縮されたり粉砕されたりして最高 1/10の分量で回収され

るため、１つの回収機で多くの容器を回収することが可能である。回収機１台の中にはアルミ・スチー

ル缶が約 1,500本ずつ、ペットボトルは約 1600～1800本回収できる回収ボックスが入っており２３、こ

れらをまとめて回収するので回収運搬、中間処理、再生処理コストの削減が期待できる。また、完全に

分別された状態で収集されるので、この点に関するコストも削減でき、より質の高い資源を回収するこ

とも可能である。容器物の回収や保管といった処理コストも考えると、１台につき年間のコストは約 86
万円２４である。設置台数は約 16万台を想定しているので、単純に計算しても維持費は年間約 1410億円
である。現在の年間 3000 億という容器包装物に関する自治体負担額と比較すると、はるかに小さな額
で運用することが可能なのである。 
また私たちの提言では、これらの経費は最終的には全額容器包装リサイクル協会の負担とするため、

将来的にペットボトル、アルミ缶、スチール缶の収集業務に関する自治体の金銭負担はゼロとなる。 

第5節  環境意識の向上  
今回の提言により、全国的に大幅な改革を行うことで、国民の環境に対する意識の変革を図ることが

可能と考えられる。消費者の目に見える場所に回収機を設置することによっても、国民に自然と環境保

護意識を根付かせることができることができる。回収機の表面やポイントカードに環境保護の広告を載

せるなどの工夫をしている事例もあり、うまく利用すれば、広範囲に渡って環境教育の効果を挙げるこ

とが可能だ。（図４‐1参照）また、デポジット制を導入することで、回収へのインセンティブが働き、こ
れまでのポイ捨てなどの不法投棄が少なくなり、環境美化が促進され、ゴミ散乱の防止につながること

が期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
２３  KC発表岐阜県瑞穂市の実例参照 
２４  RVM一台あたりの年間維持費用は運用費 24万円と回収・保管費用が 62万円である。回収・保管費用はペット
ボトル 100円/kg、空き缶 62.5円/kgで試算する。 
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図４‐１ ●相生市、南淡町（現南あわじ市）ポイントカード  
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第５章  政策の課題点 

第1節  初期費用  
RVMの設置など、デポジット制開始に必要な初期費用を支払うのは地方自治体である。したがって、

事業開始一年目には自治体に相当額の負担を強いることになる。 
 しかし、事業開始以降は自治体が缶・PETボトルを回収する必要がなくなるため、イニシャルコスト
さえ払ってしまえば、その後の自治体の資源ゴミ回収経費が大幅に削減されることになる。実際に兵庫

県相生市で行われた兵庫型システムの場合、事業７年間の累積コストは従来型の半分以下になることが

明らかになっている（図５‐３～図５‐５参照）。したがって、自治体には将来を見据えることのできる長い

目が求められる。第三章での試算により、提言後に行われる行政負担の初期費用額と、容器リサイクル

協会負担の年間維持費用を以下に示す。（図５‐１参照）   
                    
図５‐１                           単位：億円  

  自治体負担 容器リサイクル協会 

設備投資額             

3339.5２５ 

運営費用      1410２６  

（内訳）設備投資          3280   

初年度費用 

  

  

ポイントカード作成費  

49.5２７ 

  

二年目以降 0 運営費用      1410   
 
図５‐２  

 
図 5‐2が示すように、初年度には現行の 1.5倍

近くの投資が必要となるが、三年目からは累積コス

トが逆転することが分かる。このように長期的視点

でみると、私たちの提言のコスト的優位性が示され

た、といえよう。 
 
注）Ｐ＆Ｄシステムとは、容器税とデポジット制を併用する私

たちの本提言の総称を指す。 
 
 
図５‐３ ●兵庫型デポジットシステムによる試算 

                                                        
２５  表 3-1参照 
２６  RVM一台あたりの年間維持費用は運用費 24万円と回収・保管費用が 62万円である。回収・保管費用はペット
ボトル 100円/kg、空き缶 62.5円/kgで試算する。 

２７  ポイントカード作成枚数は 15歳以上を対象として一億一千万枚とする。（参照：総務省人口推計日報 H167.6.1）  
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    従来方式（行政による分別収集）   兵庫型ペットボトルシステム  
対象品目    ペットボトル                 ペットボトル 
年間処理量(t）    80                                            100 
処理方法   行政による分別収集、圧縮・梱包後     店頭による拠点回収後、事業者 
       容器包装リサイクル法に基づく指定     独自の処理ルートにより再資源 
       法人へ引き渡す。             化を行う。 
設備費用   圧縮・梱包設備等の設備投資が必要     回収機の仕様と設置経費 
(イニシャル  となるが、国庫補助、および起債に     ・磁気カードによるレコード機能 
コスト）   対する交付税措置等が想定されるため、    ・処理能力(t/年)    7.0＊ 
       実質の行政（市町）負担はゼロとした。   ・設備費用（千円・台）2400＊２８ 
                             →設備、周辺機器、設置等の合計額 
                                   →全量 100tをカバーするには 15台必要 
 
処理費用      費用項目と単価設定                        費用項目と単価設定 
(ランニング ・収集運搬費用・圧縮・梱包費用・指定    ○回収機増に伴い一定割合で増加 
コスト)    引取場所までの輸送費用          ・磁気カード代（千円/台）125＊ 

・ トン当たり処理単価(千円/t)  200＊       →回収機一台当たり配布枚数（枚/年） 
5000            

→参考実績                             →磁気カード単価（円/枚） 25 
出石町（人口 1.2万人）：約 201千円/t  (H.13)     ・電気代等（千円/台）  70＊ 
品川区（人口 32万人）：約 213千円/t （H.12）   ○回収量増に伴い一定割合で増加 

                     ・ポイント還元費(千円/t)  25＊ 
                      →回収機一本につき 1円の還元 
                            →ペットボトル 1本平均重量 40g/本 
                          ・処分単価（千円/t）    50＊ 
                       →民間資源化業者への処分委託 

○ 回収量増に伴い増加率が変動 
                    ・回収機１台時の運営時価 
                            (千円/t) 20＊ 
                     →回収機稼動に伴う保守点検、人件費 

 
 
注）表中の＊はパイロット事業および回収機メーカー資料を参考にした設定を示す。 
注）従来法式のコストは、事例等を参考に回収量１ｔ当たり 20万円と想定した。 
兵庫型デポジットシステムについては、パイロット事業および回収機メーカー資料を参考に、各費用項目を設定した。特にランニ

ングコスト部分については、回収機の機数単位で増減するもの、回収量に応じて増減するもの、さらに後者のうち、回収量増にと

もないスケールメリットが得られるものに分けて設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５‐４                   

                                                        
２８ 出典：兵庫県県民生活部環境局環境整備課 2003年 3月「先導的容器回収システムの構築について報告書」  
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図５‐５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：トータルコスト  
上述の行政負担に、兵庫型デポジットシステム移行に伴う事業者負担分を加えたもの 
事業開始一年目 
回収機 1~15台の範囲において、最大(回収機 15台)で、従来方式のみに対して約 3倍のコスト増となる。 
事業全期間（7年）  
従来方式と同等のコストで、1.25倍の回収アップを実現 
事業期間全体で見たコストは、回収機の数（兵庫型デポジットシステムのカバー率）に関らず、おおむね従来方式のみのコスト

と同額になる。 
このことは、システム移行により従来方式と同程度のコストで、回収率を 1.25倍とすることができることを示す。 
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第2節  RVM 設置台数の調整  
第三章で割り出した RVM の設置数は、市民が不便を感じることのない場所に設置したときの最低台

数である。地域によって人口や年齢層、ペットボトルの消費量が異なることを考えると、今後このシス

テムを潤滑運用して行くにあたっては、RVM をさらに設置していく必要性に迫られる事態が考えられ

る。人口の少ない過疎地域、人口が多く人の往来が激しい過密地域、年配者が多く住む地域など、様々

な地域特性があり、全国に同様の価値基準をひくのは難しい。スーパーやコンビニの数も限られ、回収

機を置く場所も利用者が利用しやすいように考慮しなければならない。また逆に、都市部では、RVMに
容器が集中することが予想され、利用頻度によっては回収回数を他よりも増加させなければならない可

能性もある。 
本試算上では課税による容器リサイクル協会の収入を、リサイクルコストと比較して含みを持たせて

計算している。試算通りペットボトル一本あたり 4円程度でリサイクル可能とすると、年間新たに RVM
を最高 30000台ずつほど増加可能なだけの余剰金を得ている計算となるので、翌年以降の RVM増加に
関しては容器リサイクル協会の管轄で調整を図っていく。 
 

第3節  消費者、飲料メーカーからの反
発  

容器税、デポジット制の導入により、缶製品は 10円、ペットボトル製品は 20円値上がりする。デポ
ジット制における預託金は、ポイントとして容器返却時に返ってくるが、容器税は消費者が負担しなけ

ればならず、反発が起こる可能性がある。 
 また、飲料メーカーからも、このような消費者の意識が、購買意欲の衰退を招くことを危惧した、反

発の声が出てくるであろう。 
 しかし、第一章で述べたように、飲料メーカー側にも容器代のかかるペットボトルから他容器に移行し
たい意向があるにも関わらず、消費者側の嗜好によりペットボトルを生産せざるを得ないという現状が

ある。このことを踏まえると、価格の上昇は飲料水全体の需要減少を招くのではなく、他容器への移行

を促進するのではないか。これは植田他２９（1999.7）が示唆している通りである。 

第4節  雇用の問題  
政策が施行されれば、自治体での資源ゴミの分別、回収、保管作業がすべて廃止させられることとな

る。そうなれば今まで自治体のもとで、それらの処理作業をしていた人員がいらなくなり、失業者が出

ることが予想される。ここから発生する失業者をリサイクル業者に優先的に組み込むなどの対応策を講

じる必要がある。 

第5節  輸入品の問題  
 海外から輸入される飲料製品にも、当然、容器税とデポジットがかけられることになる。容器税に関

しては、製品を輸入する業者が負担することになり、海外の飲料メーカーに直接の負担はかからないが、

輸入業者としては、容器税支払いのため、海外製品を売却するとなると利益が大幅に下回るため、輸入

量を低減させることが予想される。ドイツの事例を見ても、海外飲料メーカーが自由貿易の原則に反す

るとして反発する可能性もあり、解決策について考える必要がある。 

                                                        
２９  参考文献：植田和宏・岡敏広・新澤秀則「環境政策の経済学 理論と現実」日本評論社 1999年７月 
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結びにかえて 

我々の政策提言を簡潔に整理すると、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶を対象として、まず容器

税の導入することにより、リデュースの促進を、さらにデポジット制を導入することで、リサイクルの

促進を目指す、というものである。その過程で、回収は容リ協が管理する RVM による回収ルートに一

本化し、現状の自治体による分別回収を廃止することで、自治体のコスト負担を軽減させる。現状の制

度を大きく変革することになるこの政策提言は、第四章に挙げたように、現在存在する多くの問題を解

決し、さらなる経済的、環境的利益をあげることが期待できる。だが同時に第五章にあげた問題のほか

にも、様々な問題に直面する可能性は否定できない。 
しかし、論文のタイトルにも掲げているとおり、この政策提言はあくまでも循環型社会システム構築

に向けた第一歩に過ぎない。この政策を施行することによって、人々の環境に対する意識は強制的にせ

よ確実に高まることになる。また企業側にも間接的に負担がかかることによって、環境負荷のかからな

い製品を作ろうとするインセンティブが働き、社会全体が循環型社会への移行に準備を整えることがで

きるだろう。 
今回は、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶の３品目に対してのみ、容器税というリサイクルコス

トを負担させる税を導入することを提言した。しかし、我々の考えとしては、さらにプラスチックなど

の全資源包装商品、最終的には市場で売買される全商品に対して、同様の税を導入したいと考えている。

つまり、商品のリサイクル、もしくはごみ処理費用を商品価格に含ませて徴収することで、リサイクル

を 100％に近い水準で潤滑機能させ、また商品に対する責任、負担を直接生産者と消費者に負わせるご
み処理システムを確立させる。それによって環境負荷の少ない循環型社会の達成を目指すのである。 
現代の大量生産、大量消費の産業構造を基盤とする社会から循環型社会へ移行する際には、今までの

生活様式が変化することへの抵抗感や、生活レベルが低下するのではないかという恐怖感もあるだろう。

しかし、日本の経済的地位がその移行によって落ちるとは考え難く、むしろこの過程で整備される環境

保護システムや、発展が見込まれる環境産業に関しては、日本が世界に輸出できるような経済戦略的要

素にもなりうるだろう。このように、環境保護と経済発展を両立させる姿勢を持つことが、現代の先進

国としてあるべき姿ではないだろうか。直面する問題を解決して前に進んでいく力強さ、さらに将来を

見据えた永続的な成長を目指す視点こそが必要であると考える。 
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