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環境資源循環型の包装材使用

Use of Recyclable Packaging Materials

環境に優しい包装は，顧客満足を大きく向上させることができる。当社は製品の品質を保持しながら，環境

負荷を削減する包装と配送方法に取り組んでいる。当社の電子計測器の包装用緩衝材は，1999年度末迄に約50

％を従来の発泡材からリサイクルし易いパルプモールド及びフィルム・クッションに切り替える。さらに顧客

への製品の納品方法についても環境面からの改善を行っている。それは製品の運送時における品質を保持した

上で，使用する包装材の総量を削減し，かつ結果として廃棄物を削減できる配送方法の継続的開発である。
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Environmentally improved packaging can increase customer satisfaction significantly. We have been

developing creative packaging and distribution methods that safeguard product quality while reducing

negative environmental impacts. We are going to change packing materials for measurement products

from expanded polystyrene to various combinations of suspension film and molded paper pulp trays,

made with 100% post-consumer recycled content, and eventually to achieve that the substitute share of

the packing materials in gross weight will be approximately 50% by the end of financial year of 1999. We

are also continuously improving the way of products delivery to our customers. That is developing and

testing more effective shipping methods that use less packaging, keep product quality, and result in

less waste.

1．は  じ  め  に

従来から当社は製品輸送の信頼性を確保するために，

発泡スチロールを採用してきた。しかも，製品ごとの専

用包装材が多く，多品種少量の典型的な生産者であるこ

とから当社の包装は，形状，寸法など膨大な種類を抱え

ていた。しかし，環境問題が大きな社会問題となり，環

境対応は経営戦略上からも重要な課題となっている。

今回，当社製品の中でも特に発泡材が多く使われてい

る電子計測器を先ず対象にして，パルプ・モールド，及

びフィルム・クッションの採用の検討をしてきた。各種

信頼性評価を行い実用できることがわかった。今までの

実績及び今後の移行計画を図１に示す。目的は，リサイ

クルし易い包装材の使用とその種類削減である。包装材

の使用量を限りなく削減する課題については包装材の回

収システム構築による再使用，及び繰り返し使用可能な

プラスチック・コンテナによる納品方法を検討してい

る。

2．パルプ・モールド

パルプ・モールドは溶かした古紙を当社製品の形状に

合わせて成型したクッション材である。パルプ・モール

ド包装の対象製品は，製品質量５kg以下，月当りの生産

台数300台以上，製品強度588 m/s2以上（120 cm・自由落

下にて）としている。

質量が５kgを超える場合，パルプ・モールドでは落下

衝撃時のクッションとしての復元性に懸念が生じる。さ

らに各製品の型投資が必要であるため，月300台以上出荷

図１　発泡材の削減推移
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される製品でなければ投資の回収が難しい。

図２はレコーダーμR1000のパルプ・モールドによる

包装例である。

3．フィルム・クッション

フィルム・クッション材による包装の例を図３に示

す。フィルム・クッションは，滑りにくく柔軟で強靭な

フィルムを，段ボール製の枠に貼り付け，製品を宙に浮

かせる状態で衝撃を吸収するクッション材である。現

在，ヒューレットパッカード社他米国と日本のパソコン

関連機器で使用実績がある。フィルムを利用した固定方

法は，その優れた弾力性から，表面素材が衝撃で破損し

易い製品には特に適している。フィルムの弾力性を生か

せる外形寸法と質量（約20 kg以下）であれば，多くの製品

に適用可能である。表１に実験データを示す。

図２　パルプモールド
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図３　DL1500シリーズ用フィルム・クッションの例

表１　包装特性評価試験結果

フィルム・クッションの最大の特長は汎用性であり，

複数の製品で多少の表面形状と外形寸法に違いがあって

も，同じフィルム・クッションで対応できる。さらにこ

のフィルムは，低温焼却でも有毒ガスの発生がないので

焼却処分が可能であり，段ボールと一緒に廃棄しても問

題は発生しない。また段ボールから容易に剥離もできる

ので，段ボールのリサイクルもし易い。

顧客の処分時を含め，梱包，開梱，分別等の作業性で

も優れている。現状ではコスト面で問題はあるが，今後

市場での普及が拡大すればコストも下がり，環境に優し

いクッション材として主流になり，当社の対象機種も拡

大できると予想される。

4．お  わ  り  に

今回は，当社で既に使用実績のあるパルプ・モールド

とフィルム・クッションを，リサイクルし易い包装材の

一例として紹介した。しかし包装材における環境資源循

環型社会への貢献で最も重要なことは，使用する包装材

の総量を削減することである。そのためには，繰り返し

使うプラスチック・コンテナによる納品と回収の運用シ

ステムを構築し，基本的には包装材をほとんど使用しな

い納品方法を実現すべきである。そして，包装材を使用

する場合でも，プラスチック・コンテナと同様，製品の

納品後に企業が包装材を回収し，再使用してゆくことも

必要である。

地球環境保全に向けた包装材の改善は，グローバルで

多くの企業が取り組む重要なテーマとなっている。エコ

ロジーとエコノミーの両立を目指す中で，包装材につい

ても今後フィルム・クッションのような新しい方法が開

発されるはずである。しかし，包装材だけで考えるので

はなく，エコロジーとエコノミーに上手く適合した包装

材に合わせた製品設計も重要である。

今後も品質を確保しながら，包装材のReduce, Reuse,

Recycleについて，コストとのバランスをとりながら推進

したい。
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