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日本製紙グループについて

バイオケミカル木材・建材 家庭紙パッケージ

CNF 機能性パルプ ヘルスケア・業務用等機能性
パッケージ

エネルギーアグリ

保有技術・ノウハウの展開 ライフスタイル多様化
サステナビリティを
軸としたイノベーション

「総合バイオマス企業」
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プラスチック ＝ 悪

ごみの処理方法の問題

‘海洋プラスチック問題’ ？



グローバルレベルでの普遍的な課題

サステナビリティ
(持続可能性)

気候変動
(温室効果ガス)

廃棄物問題
(海洋プラスチック問題等)

いかに、これら課題をバランスよく解決し、

経済的にも合理的なモノづくり・仕組み作りをしていくか？



日本政府の方針

令和元年5月31日
消費者庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

「プラスチック資源循環戦略」を策定

三菱総研WEBサイトより引用

へらす

リサイクル

バイオマス



民間企業の取り組み

CLOMA
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス

プラスチックの代替素材の
候補の一つとして「紙」



プラスチックを代替する素材

なぜ、「紙」なのか？

（紙って環境にやさしいの・・・？）



❶資源循環：再生可能資源

❸炭素循環：カーボンニュートラル

❷製品循環：紙製品へのリサイクル
紙素材

の特徴



紙素材の特性 ～3つの循環～

❶資源循環：計画的な植

栽・伐採による持続可能な

森林経営

❷ 製品循環：使用後の紙製

品を回収してパルプを製造

し、紙製品に再生

❸ 炭素循環：植物が生長す

る際に大気中の二酸化炭素

を吸収・固定



紙から紙へ マテリアル・リサイクル

生活者の協力的な分別作業が、マテリアル・リサイクルを支えている。

古紙再生促進センターWEBサイトより引用

紙・板紙生産量

2,538万t

2019年日本の 古紙回収量

1,978万t

古紙消費量

1,652万t



紙素材の特性 ～3つの循環～

サステナビリティ
(持続可能性)

廃棄物問題
(海洋プラスチック問題等)

気候変動
(温室効果ガス)

資源循環 製品循環 炭素循環

紙素材の「3つの循環」により、課題解決に貢献



「紙」化ソリューションの提供日本製紙グループ

パッケージ開発

高機能化素材の開発

加工技術の開発

回収・リサイクル

回収インフラの整備

リサイクル技術・設備

他社との協業を進め、循環型社会構築への貢献を目指す

日本製紙のパッケージ戦略

サステナビリティ
(資源問題)

気候変動
(CO2排出量等)

廃棄物問題
(海洋プラスチック等)
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包装の基本機能

中身を
まもる

扱いやす
くする

情報を
伝える

衝撃、光、酸化、乾燥・吸湿、腐敗 etc…

小分けにする、まとめて梱包する etc…

商品情報（原材料、消費期限、製造者 etc…）

消費者への訴求（グラフィックデザイン、形状 etc…）



食品パッケージの構成例

PE

シーラント:CPP

バリア層:アルミ蒸着PET

印刷基材:OPP

（外側）

（内容物側）

PE

インキ→

ヒートシール性（密封）

酸素バリア性、水蒸気バリア性

印刷適性

機能を出すために、

多種多様な素材が使われている

■各層の機能



パッケージにおける紙素材の特徴

長所 環境にやさしい

短所 機能が乏しい

⇒ 容器・包装は、プラスチック素材が主体

プラスチックを代替するために・・・

• 他の素材と組み合わせる →紙パック、紙カップなど

• 機能を与える（紙へのコーティングなど）

• 使い方を変えてみる

日本製紙の開発事例を紹介

スナック菓子が

紙袋に入っていたら・・・？



新発想の差し替え式紙容器‘SPOPS（スポップス）’

「詰め替え」から「差し替え」へ。



新発想の'差替え'容器「SPOPS(スポップス)」

質問です。

シャンプーなどの詰め替え製

品を使っていますか？

使い心地はどうですか？



シャンプーの詰め替えに関する不満

詰め替えなければいい 新しいカタチへ

代表的な意見

• ポンプを外して汚れる

• パウチがうまく切れない

• うまく注げない（こぼす）

• 時間がかかる

20代～40代の女性 10名中10名が、何らかの「不満がある」

（子育て5名、既婚(子供なし)/独身5名）



新発想の'差替え'容器「SPOPS(スポップス)」

https://youtu.be/bSY5JtRgRaY

https://youtu.be/bSY5JtRgRaY


「詰め替え」から「差し替え」へ。

SPOPSの特徴

① 使って便利

② 環境にやさしい

紙パックの使い方を変えて・・・



SPOPSの特徴

シングルユースプラスチック使用量の削減
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カートリッジの主原料は石油由来ではなく紙。紙は、植林で増やせる再生産可

能な資源です。従来のパウチ容器と比較して、シングルユースのプラスチック使

用量を約25～40％削減できます。（比較対象のパウチの仕様によります）

スポッ♪

プス♪
スポッ♪

プス♪
100 20 15プラスチック量

(ボトルを100とした場合)

80%減 25%減



採用事例

ダケカンバボディソープ
（日本製紙総合開発株式会社）

ホテル用アメニティ
（山陽物産株式会社）

その他にも、商品化に向けて準備中…



コロナ対応

洗浄・消毒剤仕様の「SPOPS Hygiene（ハイジーン）」

アルコールや界面活性剤など、非常

に浸透性の高い消毒剤等の内容液

に向け、品質を対応。

※個別の内容液への耐性について

は、品質試験が必要です。



製品内容（開発中を含む）

・ 紙コップ・カップ

・ 紙製バリア素材 (シールドプラス® )

・ ヒートシール性塗工紙「LAMINA®」

・ 生分解・バイオプラスチック活用製品

・ 紙パック

・ 差し替え容器「SPOPS®」

・ 紙ストロー

・ 紙製レジ袋

・ 紙製トレー

・ 機能性段ボール

・ 紙製緩衝材

活動内容 概 要

・ 紙器リサイクル事業 現状では禁忌品扱いの紙製品の資源化推進

・ 紙製品の環境性能評価 紙化推進の結果としての客観的環境影響評価

紙の領域拡大に向けた製品開発

低炭素・循環型社会実現のための取り組み

（参考） 日本製紙の紙製品開発と循環支援活動

日本製紙 紙化ソリューション



２． 包装を取り巻く環境と紙素材の特徴

本日の講演内容

４． おわりに

３． 紙をベースとした容器・包装の開発事例

１． はじめに



紙製パッケージの課題

禁忌品（リサイクル不可）の存在

× 食べ物の残りが付いている紙

× プラスチックがラミネートされている紙

対応

• CLOMAアクションプランにて取り組み

• 小規模実証試験の実施（個社 or 数社単位の取り組み）

例）「スタバやマックで紙コップリサイクル 東京都など実験」
（日経新聞 2019年10月19日）

課題

リサイクルについて



日本製紙のリサイクル取り組み事例

① 浜松市で使用済み紙容器のリサイクルを実施
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210324004845.html

期間：2021年 4月1日 ～ 2022年 3月 31日

回収対象：使用済み紙製ヨーグルトカップ、

紙製アイスクリームカップ、紙コップ

https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210324004845.html


日本製紙のリサイクル取り組み事例

② アルミ付き紙パックリサイクルプロジェクト
https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210506004881.html

飲料用紙パック(Pak) + Upcycle = PakUpcycle

これまで廃棄物処理されていた飲料用紙パックに新たな価値を与えます！

https://www.nipponpapergroup.com/news/year/2021/news210506004881.html


日本製紙のリサイクル取り組み事例

パルパー
(分離工程)

紙繊維

紙製品

ポリエチレン+アルミニウムの混合物
(ポリアル)

ポリアルの原料化・
製品化を目指します！

廃棄物処理(焼却)等

飲料用アルミ付紙パック
※廃棄処分後回収されたもの

(工程損紙含む)

①紙繊維を紙製品として再生利用。
②これまで廃棄物処理(焼却)されていた「ポリアル」を再生利用する
ビジネスモデルをスタート。(NEW!)



日本製紙のリサイクル取り組み事例

「プラスチックリサイクル商品」

4月より販売スタート

【丸 杭】

【板 材】

【使用イメージ】

「境界杭」
当社社有林にて試作品を使用



日本製紙のリサイクル取り組み事例

今後も、「ポリアル」再生利用の重要性への理解拡大、更なる用途開発を進め、

「ポリアル」再生利用率・飲料用アルミ付紙パックの回収率向上を目指します。

用途アイデアのお声がけ、お待ちしております！

【展開イメージ】



これからの包装に求められること

持続可能なパッケージの

実現・可能性拡大のためには・・・

あらゆる立場の人々との

連携が重要

機械

ブランド
オーナー

生活者
研究

機関

素材
容器

‘競争’ から ‘協業’へPoint



基本的な理念

地球環境を守り、人々の暮らしを豊かにするために、

サステナブルな素材である「紙」をベースとしたパッケージ、

その可能性を拡大することを目指します。


