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Ｑ．“グリーンシステム”って、なんですか？ 

 生活クラブの消費材は、生産者と組合員が共同で開
発した自慢の食べ物です。このため生活クラブでは、
作りたての“おいしさ”を家庭に届ける容器として、一番
優れた“ガラスびん”を優先的に使用してきました。 
 （“3000年の歴史がある”のは、ガラスびんだけです）
でも、家庭に届けるためには大事な容器包装も、残念
ながら、『中身を食べ終わるとすぐごみになってしまう』
ことが、みんなの悩みでした。 
 
 このため、“１回で使い捨てる容器”ではなく、何度もく
り返し使う「リユースびん」でごみを減らそうと話し合い、
1994年から、びんを回収してくり返し使うことを始めま
した。この取り組みを“グリーンシステム”と呼んでいま
す。（グリーンは“地球生態系のためのごみ減量システ
ム”の英語の頭文字から名づけました。） 

 生活クラブ全体では、毎年のリユースびんに入った
消費材の利用は700万本で、その内、500万本を回
収し、毎年、約1000㌧のごみを減らしています。
（1994から2009年度まで、16年間の合計で１億本
以上のリユースびんを利用しています。） 
 
 2000年にはさらに取り組みを広げ、牛乳も紙パック
から、リユースびんに切替えました（一部1997年）。
そして牛乳キャップや配達仕分用のピッキング袋もリ
サイクル回収を始め、地球にやさしい『ごみを出さな
い暮らし方』を進めています。 
 
 さあ！あなたも、このハンドブックをスタートラインに
して、グリーンシステムの利用・回収活動に参加して
ゆきましょう！ 

GGAARRBBAAGGEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  FFOORR  EECCOOLLOOGGYY  AANNDD  EEAARRTTHH’’SS  NNEECCEESSSSIITTYY  

Ｒびん 

牛乳キャップ → （ごみ袋にリサイクル） 

牛乳びん 

ピッキング袋 → （ピッキング袋にリサイクル） 



           Page 3 Ｒびん使用消費材一覧 



 びんの裾にＲマークが一個、刻印され、消費材ラベルにも表示されていま
す。びん口が細い、超軽量Ｒびんには、びん肩部に２箇所の刻印があります。 
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Ｒマーク 

 

 Ｒびんは、形（規格）を統一した「リユースびん」のこと。このおかげで、回収・分
別などのシステムが、とても効率的になりました。「リユースびん」には、Ｒびん、
牛乳びん、ビールびん、一升瓶などがあります。 

 2010年3月現在、生活クラブのＲびんは、細口900ｍｌ、500ｍｌ、360ｍｌと広
口の350ｍｌ、深型中口と浅型広口、ドレッシング用の200ｍｌが3種類、全部で
7種類です。350ｍｌは、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）のタイプに切替え中です。
（当面、旧型のびんも回収します。） 

Ｑ1．アール（Ｒ）びんて、どんなびんなのですか？★★★ 

Ｑ3．どんな種類があるの？★★★ 

Ｑ2．Ｒびんの目印は何かあるんですか？★★★ 

 設計上は、35回の再使用ができるように作られています。もし、Ｒびんを1年
間に3回使うとしたら、“なんと12年間も”使えるんですよ。 

Ｑ4．何回ぐらい使えるんですか？★★ 

 ガラスびんは、落としたり、ぶつけたりすると、割れたり、欠けたりします。Ｒびん
は10年以上も使える“みんなの財産”です。家庭の食器と同じように丁寧に扱
いましょう。特に、びん口部や内面に気をつけてね！ 

Ｑ5．どんなことに気をつければいいの？★★★ 

 1本の＜リユースする500ｍｌＲびん（195ｇ）＞と＜リサイクルするペットボトル
＞を比べると、ＣＯ２の排出量を69ｇも減らせます（回収率80％の場合）。 
69ｇのＣＯ2の体積は、ちょうど41ｃｍの風船の大きさと同じです。 

Ｑ6．Ｒびんはどんな点に優れているのですか？★★ 

 

Ｒびん 

 超軽量900ｍｌ    超軽量500ｍｌ   超軽量360ｍｌ 広口ＵＤ350ｍｌ  中口200ｍｌ   広口200ｍｌ ドレッシング200ｍｌ 

 

41ｃｍ 

切替中 
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 びんの外側に比べ、内側はデリケートにできています。金属のスプーンなどで
内側を“ガチャガチャ”すると、びんの内面は簡単に傷ついてしまいます。 
 共同購入している、『シリコーンスプーン』（右の写真）がおすすめです！ 
 びんの内側を洗うときも、ブラシで“ゴシゴシ”しないで下さい。 

Ｑ10．びんの中を“ガチャガチャ”してはいけないの！?★★ 

 ケチャップなどでは、高温で充填した後にフタをするので、中身が冷えた時に
“フタを密着させる力”（これを陰圧といいます）が生じてしまうのです。 
 もし、開けにくい時は、キャップの上からお湯をかけて、蓋を暖めると開けやす
くなります。下の写真のような『補助グッズ』を使うのも開けやすいですね。 
スプーンの柄などで無理やり開けるのは、絶対に止めましょう！ 

Ｑ7．ケチャップのフタが開けにくいんですが！？★★★ 

 ハサミなど他の道具で無理に開けると、びん口を傷つけてしまいます。栓抜き
は、引っ掛けるところが、なめらかなきちんとしたものを使いましょう。 

Ｑ8．王冠をハサミなどで開けてもいいですか？★★★ 

 リユースは、返却・洗浄・再使用して１サイクル。家庭の中で保存用に使ってし
まうと、このサイクルが壊れてしまいますので、保存用には他の“リサイクルびん”
を使いましょう。 

Ｑ11．手作りの八方だしの保存にちょうどいいんですが？★★ 

Ｒびんの 
使い方 

【びん蓋開け２個セット】 

 

【ピタットあけまる】 

こんな道具を使う
と便利です 

スプーンの柄などで無理に開
けると、びん口が“欠ける”こと
があります。 

とがっている部分がびん口
を傷つけてしまいます。 

 割れたり、欠けたり、ひびの入ったびんは再使用できませんので、自治体の資
源回収に出しましょう。リサイクルされて、もう一度、びんに生まれ変わります。 

Ｑ9．びんを割ってしまったら、どうすればいいの？★★★ 

シリコーンスプーン（小） 
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 旧来のガラスびんより、約40％も軽い、新しいＲびん。細くて持ちやすく、表面
がコーティングされているので割れにくく、ヒンジキャップ対応なので使い勝手が
いい、いわば“進化したリユースびん”です。 

Ｑ12．超軽量のＲびんて、どんなびん？★★★ 

 ガラスびんを作る溶解炉は1500℃の24時間運転。割れてしまった超軽量び
んはここでリサイクルされますが、コーティングは瞬時に完全燃焼しますので、
ダイオキシン発生などの問題はありません。 

Ｑ15．リサイクルするときに問題ありませんか？★ 

 超軽量Ｒびんの表面を保護するため、びんの外側だけをごく薄いプラスチック
（ウレタン樹脂）でコーティングしています。ガラスびんは、外側に細かいスリ傷
（スカッフィ）がついてゆくと、強度が落ちてゆくのですが、このプラスチックコー
ティングにより、スリ傷がつかなくなるのです。 

Ｑ13．何をコーティングしているのですか？★★★ 

 プラスチックは熱や金属に弱いので、ご注意ください。 
 例えば、コンロの側に置きっぱなしにすると黄色く焼けてしまいますし、金属で
こするとキズがついてしまい、再使用できなくなってしまいます。 

Ｑ14．特に気をつけることがありますか？★★★ 

【旧来の500ｍｌＲびん（320ｇ）】   【超軽量500ｍｌＲびん（195ｇ）】 

 

超軽量Rびん 

超軽量Ｒびんは 

４０％もダイエット！ 

一番、環境を汚さない  

  優れた容器。 

コンロの側に置かないでね！ 

【解説】 
びんの容量とガラスの質量
との関係を表した指数（L
値）がレベルⅣ（0.7未満）
にある、極めて軽いびんを
超軽量びんと言います。 
資源を大幅に節約するこの
びんにだけ、日本ガラスび
ん協会（JGBA）の「超軽量
マーク」をつけることができ
ます。 
 

L値＝0.44×びんの質量
(g)÷満量容量(ml) 0.77 
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 従来のタイプは空け難かったので、新しいタイプのヒン
ジキャップへの切替えを進めています。明け方は、下
の写真をご覧下さい。 

Ｑ20．“ヒンジキャップ”はどうやって外すんですか？★★★ 

 ご心配ありません。びんの内側についた“ぶどうの色”はなかなか落ちません
が、洗びん工場できちんと洗いますので、そのままお出しください。 

Ｑ19．ぶどうジュースのびんが落ちにくいのですが？★★ 

 使い終わった後すぐなら、水ですすぐだけできれいになります。そのまま、回収
に出せばＯＫ。わざわざ、洗剤で洗う必要はありません。 

Ｑ18．びんは、きちんと洗わないといけないのですか？★★★ 

 ジャムや佃煮などのびんを包んでいるプラスチックのラベルや、ジュースのび
ん口のプラスチックのフィルムを『シュリンクフィルム』といいます。これらは洗浄
しても取れませんので、返却する時には必ず外して下さい。 

Ｑ17．“シュリンクフィルム”って何ですか？★★★ 

 くり返し使うのは「びん」だけです。「金属キャップ」「プラスチックキャップ」「王
冠」「シュリンクフィルム」などは、必ず取り除いて下さい。（紙ラベルは無理には
がさなくても良いですが、びんを洗う時にはがれてしまってもかまいません。） 

Ｑ16．どんなふうに返却すればいいんですか？★★★ Ｒびんの 
返し方 

 自治体の資源回収では、リサイクルはされますが、再使用はされません。せっかく洗って何度も使えるRびんなの
に、壊してカレット（粉々のガラス小片）にされて、再生利用の原料になってしまいます。 
 Ｒびんは、必ずグリーンシステムで返却しましょう！ 

Ｑ21．うっかり忘れてしまったら、まちの資源回収に出してもいいですか？★★★ 

シュリンクフィルム 

 尚、冬場は気温が低いので、プラスチックが硬くなり、
空け難いことがあります。が、温水でキャップを温めると
明けやすくなりますので、お試しください。（外すのが難
しい場合は、無理せず、そのままお出し下さい。） 

 ①まず、下に引裂き、    ②くるっと回して        ③上に巻き上げます 

お湯は50℃程度
がベター。やけどに
ご注意下さい。 
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 マヨネーズびんのリユースは長い間の宿題でしたが、「新びん」をマヨネーズに使
用し、回収した「洗びん」をケチャップやジャムなどで再使用するという、全体のし
くみを構築したことで、ようやく、リユースを実現することができました。 
 また、従来の350ｍｌＲびんはキャップが空けにくかったため、びん形状について
組合員も参加して検討し、新しい「ユニバーサルデザイン（ＵＤ）」に決定しました。
（他の350ｍｌの消費材も、準備が整い次第、順次、切替えを進めます。） 

Ｑ25．マヨネーズのびんも回収しているのですか？★★★ 

 洗浄は苛性ソーダが基本ですが、紙ラベルの剥離性向上や再汚染防止等のため、少量の添加剤を使います。
この添加剤には、すすぎ性の向上や抑泡効果のため、ごくわずか合成洗剤が含まれています。回収したびんの中
には、使用した後に“数ヶ月も経ってしまったびん”や“雨ざらしのびん”などが混じっていることがあるのですが、こ
のようなびんも“きちんと洗浄しなければならない”ので、添加剤を使用せざるを得ないのです。（当初、実験的に
せっけんで洗ってみたところ、泡立ちすぎてしまい、どんどんせっけんが流出してしまったということもありました。） 
 なお、洗びん工場では、（家庭のように洗浄液を一回ずつ使い捨てるのではなく）くり返し循環洗浄したり、添加濃
度を低く抑えるなど、できるだけ環境に負荷を低くするように努力しています。 

Ｑ24．せっけんだけで洗浄できないのですか？★ 

 組合員が配達やデポーの店頭で返したＲびんは、まず単協センターやデ
ポーなどで、びんの大きさ毎に分別します。次にデリバリーセンター（ＤＣ）に
集め、そして、びん商で一括保管されています。 

Ｑ22．Ｒびんは、どのように集められているんですか？ ★★ 

 ８０℃で２．０～２．５％濃度の苛性ソーダで洗うことが基本です。これで、
油脂やたんぱく質等を分解・殺菌し、洗浄後に温水できちんと濯ぎます。 

Ｑ23．どんなふうに洗浄するのですか？★★ 

Ｒびんの回収ルール 目 標 

軽く水洗いしてから、返却しましょう。 

『王冠』 『スチールキャップ』 『プラスチックキャップ』 
『シュリンクフィルム』などは、必ず、外して下さい。 

 
回収率90％ 

（再使用10回） 

Ｒびん関連 

濯いだ後、目視で検品します 

組
合
員 

単
協
セ
ン
タ
ー

（デ
ポ
ー
） 

飯
能
Ｄ
Ｃ 

び
ん
商 

【返却】      【選別・一次保管】     【集中保管】       【保管・洗浄】 

【回収】  【回収】  【移動】  

ＵＤの350ｍｌＲびんは、人間
工学を参考にして、「キャッ
プを空ける時にびんを持つ
手に力が入りやすい」ように、
びん上部を工夫しています。 



 牛乳びん１本を共同購入すると、紙パックでリサイクルした場合に比べ、ＣＯ２

の排出量を35ｇも減らします。 
 例えば、週に4本利用する人は、「50週」で、7ｋｇ削減できることになります。 

Ｑ29．牛乳びんは、どのぐらい環境に良いのですか？★★ 

 設計上では、50回以上の再使用ができるように作られています。目標は回収
率98％で再使用50回ですが、ていねいに扱えば、もっとずっと使えそうですね。 

Ｑ30．何回ぐらい使えるんですか？★★ 

 牛乳びんの表面には、「文字付Ｒマーク（右図）」が印刷されています。その右
下にある数字は、びんにコーティングをした「製造年月」の表示で、「9-05」は
2009年5月のこと。 
 たまに、ずいぶん前のびんを見かけることがありますが、そのような時は、びん
の旅路に思いを馳せてください。ほんのわずかな確率ですが、前に自分のところ
に来たことがある“びん”かもしれません。 
 尚、「文字付Ｒマーク」は一般的なくり返し使うびんの意味に留まり、「Ｒマーク」
が刻印された「規格統一びん（Ｒびん）」とは異なっています。 

Ｑ31．マークの右下についている数字は何ですか？★★ 

 生活クラブとびんメーカーが共同で開発しました。組合員の意見を参考に、握
りやすい太さは何ｃｍか、年齢と共に握力はどう変わるかなどを調査し、最新の
技術を駆使して開発したのです。 
 つまり、生活クラブの組合員から生まれた牛乳びんなんですね。 

Ｑ28．誰が作ったんですか？★★ 

 牛乳びんは、超軽量Ｒびんと同じように表面をコーティングしているのですが、
内容量が多いので形にも工夫を凝らし、持ちやすくするため、中央に“くびれ”を
入れています。力の弱い人に配慮した形状が社会的にも評価され、「グッドデザ
イン賞ユニバーサル特別賞」や「ワールドスター賞」などを受賞しました。 

Ｑ26．牛乳びんは、なんでこんな形をしているの？★★★ 

 びん口のギザギザは新しい工夫です。これがあるので、牛乳を注ぐときに液だ
れしにくくなり、昔の牛乳びんに比べ、とても扱いやすくなりました。ただし、ぶつけ
たりすると欠けたりしますので、取り扱いにご注意ください。 

Ｑ27．びん口部のギザギザはなんですか？★★★ 
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【回収率と再使用可能数】 

回収率 使用回数 

75％ 4回 

80％ 5回 

90％ 10回 

95％ 20回 

98％ 50回 

 

牛乳びん 

北海道では、取り組んでいませ
ん。 

『福祉的な視点に配慮
し、広範な使用者による
使用を可能にした』ことが
評価され、2000年に受
賞しました。 

9-05 
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 回収したびんに、“名前“や”日付“がマジックで書かれたものが、たまに見受けられます。これらは洗浄しても落ち
ません。また、『タバスコ』や『カレー』など着色力の強いものが付着した場合も使えなくなってしまいます。 
 50回以上も使える牛乳びんですから、丁寧な注意を心がけて、”家庭の茶碗と同じように”大切に使いましょう。 

Ｑ36．どんなことに気をつければいいのですか？★★★ 

 

牛乳びんの 
使い方 

 もちろん、何も入れてはいけません。 
 以前、健康補助食品のプロテイン（筋肉増強剤）を入れたら、びんの内底に
“カルシウム”が固まってしまったことがあります。牛乳以外の成分は、絶対に入
れないで下さい。 

Ｑ34．びんの中には何も入れてはいけないのですか？★★ 

 牛乳びんは、Ｒびんと同じ、くり返し使うみんなの容器です。家庭の保存用に
は、市販の麦茶用ボトルか、他のリサイクルびんを使いましょう。 

Ｑ33．麦茶を入れるのにちょうどいい大きさなんですが？★★ 

 冷気が直接あたるところに置くと、びんは冷えやすいので牛乳がシャーベット
状に凍ることがあります。牛乳は凍ると体積が膨張するため、漏れ出したり、び
んを破損することもあります。冷やし過ぎに注意しましょう！ 
 （チルド室だけでなく、冷蔵室の奥もよく冷えるところです！） 

Ｑ32．冷蔵庫の中で何か注意することがありますか？★★★ 

 “白い輪”はクリームラインと呼ばれる、牛乳のたんぱく質が固まったもので
す。冷蔵庫で低温保管したり、横置したりするとよく起こりますが、しばらくお湯
につけておくとすぐきれいになります。もし落ちなくても工場ではきちんと洗浄し
ますので、通常どおり返却してかまいません。 

Ｑ35．中に“白い輪っか”ができているんですけど？★ 

クリームラインは、 
こんなところによくできます。   
●横置→『びんの側面』 

●縦置→『びん口』『びん底』 

   サイドスコアーは厳禁です！        マジックで書いてはいけません！    カビないように、きちんと洗いましょう！ 
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 わずかなコーティング剥がれは中身には全く問題ありませんので、「中身の牛乳の事故」としては扱っていませ
ん。「膜剥がれ」は、初期の一部のびんで発生したもので、原則として工場で排除しています。もし、ご家庭で気が
付きましたら、『剥がれ』と書いた紙を貼って、他のびんとは別にご返却下さい。 

 

Ｑ40．たまに、表面のコーティングが、少し剥がれているのがあるんですが？★ 

 割れたり、欠けたりしたびんは再使用できませんので、Ｒびんや超軽量Ｒびんと
同じように、自治体の資源回収に出して下さい。 

Ｑ39．割れてしまったら、どうすればいいの★★★ 

 同じ形のびんでも、印刷の違うびんは絶対に混ぜてはいけません。他メーカー
のびんを混ぜてしまうと、そのメーカーはびんが戻ってこないので困ってしまいま
すし、（牛乳工場でも、違うびんは検品により排除していますが）同じ形のびんは
チェックがとても大変です。必ず、購入したところに戻して下さい。 

Ｑ38．同じ形のびんは、一緒に返してもいいですか？★★ 

 こんな時でも、タワシやブラシで“ゴシゴシ”するのは絶対に止めましょう！落ち
にくい場合には、お湯で浸け置き洗いをしてみて下さい。 
 “卵の殻”を入れて振ると良く落ちるという話もありますが、殻の表面に硬い物
が付いているとびんを傷つけることになるので、これも止めましょう！ 

Ｑ37．うっかり洗い忘れると、とても落ちにくいんですが？★★★ 

 コーティングはプラスチックなので色が付くことがありますが、このようなびんは原則として工場で排除しています。
但し、ごくかすかなものを含めると100％取り除くことはとても難しい状況で、製品を出荷した後の流通過程や家庭
での使い方によっても着色することがあります。 
 このため、びん表面の“着色”は中身の牛乳には全く問題ありませんので、「中身の牛乳の事故」としては扱ってい
ません。もし、ご家庭で気がつきましたら、中身は飲んで戴いて、返却時に『変色』という紙をテープで貼って、他の
びんとは別にしてご返却下さい。 

Ｑ41．びんの表面に小さな“シミ”のような色が付いてたんですが？★ 

牛乳びんの 
返し方 

牛乳びんの回収ルール 目 標 

牛乳のびんは、必ず、洗ってから返却しましょう。 
（回収するのは『パスチャライズド牛乳』だけです。キャップは分別してください。） 

回収率98％ 
（再使用50回） 

印刷がないびんや、他メーカー
のものを混ぜてはダメ！ 
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 もう一度、原材料としてリサイクルする方法です。リサイクルには、高炉の還元
剤などとして使う『ケミカル・リサイクル』や、燃やしてしまって熱エネルギーとし
て回収する『サーマル・リカバリー』などがあります。 

Ｑ43．“マテリアルリサイクル”って、なんですか？★ 

 牛乳キャップは、回収してマテリアルリサイクル（再生利用）しています。牛乳
びんと同じように、きちんと洗いましょう。自治体回収には出さないでね！ 

Ｑ42．牛乳キャップも回収しているんですか？★★★ 

 牛乳キャップ5個で、『ごみ袋（Ｌ）』（再生原料6割使用）が1枚、作れます。
“牛乳キャップを出した人が、それを原料にしたごみ袋を利用することができ
る”のは、生活クラブだけのオリジナル。ぜひ共同購入しましょう。 
 ＯＣＲやライブリーを入れて組合員に配る「通い袋」にもリサイクルしています。
（こちらは、牛乳キャップが６個必要です。） 

Ｑ44．何にリサイクルしているんですか？★★ 

 マテリアルリサイクルでは、薬品や有機溶剤などは一切使いません。まず、①
大きな異物を取り除き、②細かく刻み、③溶かし、④ほこり等を除去し、⑤米粒
大にカットし、⑥水で冷やしてペレットにします。これでどんな原料にもＯＫです。 

Ｑ45．リサイクルには、薬品を使うのですか？★ 

 開封するときに引き裂いて、“くるっ”と回して取る部分です。これも回収してい
ますから、忘れないでね。くれぐれも、びんの中には絶対入れないで下さい！ 

Ｑ46．サイドスコア－って、なに？★★★ 

 市販にも同じ形や他のプラスチックキャップがありますが、材質の判断が難し
いので回収はしません。このようなキャップは、自治体回収に出しましょう。 

Ｑ47．同じようなキャップが市販品にあるんですが？★★★ 

①異物除去→②破砕→③溶融 

④ろ過→⑤裁断→⑥冷却 

マテリアルリサイクル工程 

→袋の原料には６割使用します。 

共同購入 
しています 

 

牛乳キャップ 

北海道では、取り組んでいませ
ん。 

【再生ごみ袋（20Ｌタイプ）】 【再生ごみ袋（45Ｌタイプ）】 
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 Ｐ袋はプラスチック、ラベルは紙でできています。混じってしまうと、リサイクル
がうまくできません。またラベルを貼り付けている「のり」も違う素材なので、剥が
すとのりが残って異物になってしまいます。必ずはさみで切り取って下さい。 

Ｑ49．どうして紙ラベルを切り取らないといけないの？★★★ 

 牛乳キャップは低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、Ｐ袋は高密度ポリエチレン（ＨＤ
ＰＥ）です。材質が異なるので混ぜないで、別々に出してください。 

Ｑ51．キャップとＰ袋は一緒に出していいですか？★★ 

 グリーンシステムでリサイクル回収するのは、牛乳キャップとＰ袋だけです。ふ
たつとも使用量が多いので回収すると“有用な資源”となることと、単一素材で
出来ているので、マテリアルリサイクルに適しているからです。 

Ｑ53．ほかの容器は、回収しないのですか？★ 

 配達仕分用のピッキング袋（Ｐ袋）は、回収して“もう一度Ｐ袋”に再生利用し
ています（再生原料は2割使用）。これも、生活クラブだからこそ実現できた、オ
リジナルな取り組みです。ぜひ参加しましょう。 

Ｑ48．ピッキング袋もリサイクルするんですか？★★★ 

 袋の形をしているので、万が一、中に異物が入ってしまうと分別が難しくなって
しまいます。ひと手間かかりますが、必ず、底にはさみを入れて切って下さい。 

Ｑ50．底を切るのがちょっと面倒なんですけど？★★★ 

 

ピッキング袋 

対 象 回収ルール 目 標 

 
牛乳キャップ 

洗って乾かしてから、回収に出しましょう。 
（他のものが混じらないように、きちんと分別して下さい） 

回収率80％ 

 
ピッキング袋 

ラベルを切り取り、底を切ってから回収に出しましょう。 
（風で飛ばされないように、束ねて下さい。小さくたたまないでネ。） 

回収率60％ 

神奈川と東京のデポー、関西の単
協は対象ではありません。 

【牛乳キャップ】 
ＬＤＰＥは、軟らかいフィルム
やフタ等に使われます。 
 
【Ｐ袋】 
ＨＤＰＥは、硬い容器やレジ
袋などに使われます。 

 Ｐ袋をせっかく資源として有効利用できるのに、一回限りのごみ袋として使って
しまうのは“もったいない”ですよね。 
 しかも、ごみ袋として廃棄してしまうと、生活クラブが負担する「再商品化費用
（リサイクル費用）」が、約1円/枚もかかってしまうのです。（もし、まったく回収し
ないとすると、年間で、1000万円以上もの負担になる計算です。） 

Ｑ52．なぜ、ごみ袋に使ってはいけないんですか？★★★ 

①紙のラベルは、 
 “つまんで”チョッキン。 

②底は、切るだけでＯＫ。 

【こうすれば簡単です】 
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データ：『LCA手法による容器間比較報告書』より 

  リターナブルびんの5回、20回は再使用回数で、再使用５回は回収
率80％、再使用20回は同95％に相当します。 

  スチール缶の2ピースは、缶底と胴部分が一体成型の缶容器をいい
ます。 

 洗って、そのままの形でくり返し使うのが「再使用（リ
ユース）」。壊して、熱を加えて別の製品に作り直すの
が「再生利用（リサイクル）」。 生活クラブで使っている
Ｒびんは、もちろんリユースの代表選手です。 
 
 Ｒびんは繰り返し使うことでごみを減らした上に、もし
びんが割れてしまっても、もう一度、ガラスびんにリサイ
クルすることが出来るのです。 
 しかもペットボトルや紙パックなどでは、どんどん新しい
リサイクル製品を作らないといけないのですが、ガラス
びんは『100％びんｔｏびんのリサイクル』ができるんで
すから、“勝負あった！”ですね。 
 
 さらに、ＬＣＡ）によって、Ｒびんはごみを減らすだけで
なく、限りある資源を大切に使うことや、水も汚さないこ
と、地球を温暖化するＣＯ２の排出量も少ないことな
ど、他の容器に比べて、様々な点で優れていることが
わかっています。 
 
※）ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ） 
 資源の採取から製造・流通・消費・廃棄まで、トータルでの環境影響
を評価する手法のこと。（右上のグラフはCO2の分析例） 

 500ｍｌ容器1本あたりのCO2排出量（ｇ）

0 50 100 150 200 250 300

紙容器

ｽﾁｰﾙ缶2ﾋﾟｰｽ

ｽﾁｰﾙ缶3ﾋﾟｰｽ

ｱﾙﾐ缶

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびん20回

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙびん5回

ﾜﾝｳｪｲびん

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

 生活クラブも参加する「びん再使用ネットワーク＊」が、
第一回の2006年度（平成18年度）容器包装3R推進
「環境大臣賞」－地域の連携協働部門－の最優秀賞
を受賞しました。びん形状の統一により効率的なＲびん
の再使用システムを構築し、全国の生協にびんの再使
用を普及させたこと、また超軽量びんの活用も開始して
いることが評価されました。  
 
 審査委員長の安井至さん（当時国際連合大学副学
長）からは、『社会全体の風潮から、なかなか難しい3R
の推進について、継続的に極めて着実に取り組んでき
ている点を評価した』という講評を頂きました。 
 
 16年以上に及ぶＲびんの取り組みは、生協だけでは
できません。びんを作るメーカーや充填する提携生産
者、回収するびん商や洗びん事業者等々、おおぜいの
連携・協力により実現したものです。 
 このことは、国の評価を待たずとも、私たちの大きな自
慢ですね。Ｒびんでつながるこの関係性を大切にして、
ほんとうに持続可能な3Ｒ社会を目指しましょう。 
 

■Ｒびんのリユースで、第一回の容器包装３Ｒ推進『環境大臣賞』を受賞しました。 

■ＬＣＡ＊によると、リユースびんとリサイクル容器の環境負荷はこんなに違います。 

＊「びん再使用ネットワーク」 
：資源循環型社会の構築を目指した生協団体のネットワークとして、
1994年４月に設立。生活クラブ連合会やパルシステム連合会、グ
リーンコープ連合、東都生協、新潟総合生協、生協連合会きらりの6
団体で構成し、Rびんの普及活動に取り組む。 
http://www.binnet.org 
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グリーンシステムによる 
あなたの ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ を 
チェックしよう！ 

【備考】 

①  ＬＣＡにより、使い捨て型のリサイクルびんと再使用するＲびんを比べると、１本195ｇの超軽量Ｒびん（回収率75％）は、320ｇの重

いリサイクルびんと比べＣＯ2排出量を約250ｇ減らせます。Ｒびんの平均重量は約200ｇなので、この数値で代用します。 

②  リサイクルする紙パックと比べたＬＣＡでは、１本の牛乳びん（累計回収率97.1％）で35ｇのＣＯ2を減らせます。 

③  牛乳キャップ（3ｇ）のリサイクルで、約9ｇのＣＯ2を減らせます。（日生協の内袋CO2削減係数2.968を使用） 

④  Ｐ袋（平均10ｇ）のリサイクルで、約29ｇのＣＯ2を減らせます。（日生協の内袋CO2削減係数2.968を使用） 

⑤  自治体収集費は、容器の平均重量に「2003事業年度廃棄物会計」の容器包装別の収集単価をかけたものです。 

⑥  「わたしが減らした再商品化費用」は、容器包装リサイクル法により生活クラブが負担する費用を、グリーンシステムで節約し金額を

表します。「単価（Ｄ）」は計算を容易にするため、1未満の数値を「1」としています。正確には（リサイクルの委託単価が毎年変わる

のですが）、Ｒびんは0.3～0.6円/本、牛乳びんは0.5～0.9円/本、牛乳キャップは0.1～0.3円/個、Ｐ袋は0.4～0.8円/枚です。 

■下表に、Ｒびんや牛乳びん、キャップ、Ｐ袋の１ヶ月の利用（返却）数を記入。 
1）Ｒびんは、900～200ｍｌまで、どのＲびんでもかまいません。1ヶ月の平均的な利

用本数を記入します。（利用本数がわからなければ、返却本数を記入します） 
2）牛乳びんの場合も同じように利用本数を記入すればＯＫですが、いつもＯＣＲに

記入している数字から計算すれば簡単ですね。 
3）牛乳キャップは、すべて返却しているという想定で、②の牛乳びんの利用本数を

記入します。 
4）ピッキング袋は、実際に、毎月、返している枚数を記入します。 

■ＣＯ２の排出量を、１０kg減らした効果はどのぐらい？ 

→10kgのＣＯ2は22.5kwhに換算できますので、1日７時間の使用とすると「100W電球で32日間消灯した」のと同じ効果です。 

→10kgのＣＯ2はガソリン4.35Lに換算できますので、燃費を10ｋｍ/Lとすると「車で43.5ｋｍ移動するガソリンを節約した」のと同じ。 

１ヶ月の 
平均的な 

利用（返却）数 
を記入します  

わたしが減らした 
地球を温暖化するCO2  

わたしが減らした 
自治体収集費  

削減量 小計 収集費 小計 再商品化 
費用 

小計 

 Ａ Ｂ ＝Ａ×Ｂ Ｃ ＝Ａ×Ｃ Ｄ ＝Ａ×Ｄ 

①Ｒびんの利用
（返却）本数 

本 250ｇ/本 ｇ 12円/本 円 1円/本 円 

②びん牛乳の利
用（返却）本数 

本 35ｇ/本 ｇ 17円/本 円 1円/本 円 

③牛乳キャップの
返却個数 

個 9ｇ/個 ｇ 1円/個 円 1円/個 円 

④ピッキング袋の
返却枚数 

枚 29ｇ/枚 ｇ 2円/枚 円 1円/枚 円 

１ヶ月の合計 
（①+②+③+④） 

  ｇ  円  円 

わたしが減らした 
再商品化費用  

■合計すると、1ヶ月あたりの削減数値が計算できますので、それを単純に12倍すれば、1年間の削減量が計算できます。 

10ｋｇのＣＯ2は 
直径213ｃｍの風船の体積と 

同じ大きさ 



環境にやさしいのは誰？ 

 

 

発 行：2010年3月 4訂版（2003年9月初版） 
発行者：生活クラブ生協連合会 
住 所：〒160-0022 
     東京都新宿区新宿6-24-20 Welship東新宿ビル 
ＴＥＬ 03-5285-1898 ＦＡＸ 03-5285-1839 
ＵＲＬ http://www.seikatsuclub.coop  
Ｅメール info@seikatsuclub.coop 

ＦＳＣ認証木材/紙製品を使用する
事により、より良い森林管理を支援
しています。 


