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地球温暖化や、資源・廃棄処理施設の枯渇化など環境問題が話題になる昨今、日本の環境
規制をみますと「再生資源利用促進法」、「家電リサイクル法」、「循環型社会形成推進基本法」
そして「自動車リサイクル法」など法律の整備が体系的に進められています。

一方企業の取組状況をみますと、ISO１４００１認証事業所の増加など環境マネジメントシステ
ムの導入の進展、環境報告書の作成・公表事業者の増大、製品に係るライフサイクル・アセスメ
ントの実施 、環境適合設計の実施などを通じて、自主的積極的に環境配慮を事業活動に組み
込む事業者が増加しつつあります。

自動販売機業界に目を向けますと、２００１年７月に産業構造審議会 廃棄物処理・再資源化
部会において「品目別・業種別 廃棄物処理・リサイクルガイドライン」が改訂され、自動販売機が
新たに追加されたことにより、自動販売機のライフサイクル全般を踏まえた包括的な環境配慮に
取組むものとしました。また、２０１１年には、飲料自動販売機設置が環境物品等の調達の推進
等に関する法律（グリーン購入法）の特定品目にも制定され、環境関連法規の遵守はもちろんの
こと、さらなる環境負荷の低減に向けた取組みに努めてまいりました。

これらの自動販売機をとりまく環境の変化や社会的要求を踏まえ、日本自動販売機工業会で

は、以下の目的で２００２年３月に「自動販売機 製品アセスメントガイドライン」を制定し、環境
負荷の低減に継続的に取り組んでいます。
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『製品アセスメントガイドライン制定の目的』
・自動販売機の生産から、設置、使用、オーバーホール・リニューアル、廃棄に至るすべての段
階において環境負荷を低減する。

『製品アセスメントガイドライン制定・改訂履歴』
２００２年制定 ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）をより推進すべく、製造事業者自身が

行う 設計段階からの客観的な評価方法を確立
２００４年 評価項目を３Ｒの視点で再編し、評価方法を具体化・定量化
２００７年 インバースマニュファクチャリングの基本要素である「ライフサイクル設計」の

ひとつとして価値寿命と物理寿命の考え方を導入
２０１１年 グリーン購入法・特定調達品目適用（飲料自動販売機）による見直し

①エネルギー消費効率 ②冷媒に含まれる物質 ③断熱材発泡剤に含まれる物質 ④環境配慮設計
⑤特定化学物質の含有率 ⑥使用済自動販売機の回収リサイクルシステム 全６項目の見直し

３Ｒの更なる推進や、自動販売機をとりまく環境変化に対応するため、同ガイドラインの
適時見直しを行うなど、今後も社会に即した活動を継続していきます。

●インバースマニュファクチャリングとは、従来の生産プロセスの「順工程」（設計→生産→販売
→消費→廃棄）に「逆工程」（未利用資源の回収、再製品化、再エネルギー化など）を組み込ん
だ資源循環型の新しい生産システムです。

●製品アセスメントとは、製品の設計段階で環境配慮設計による環境負荷低減の内容を確認
（チェック）し、その改善度を評価する手法で、この評価を実施することにより、製品の生産・使
用・再資源化など各段階の改善を行って環境負荷の低減を図ることをいいます。
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●環境配慮設計とは、製品の原料から廃棄までにおいて（下図の①～⑫）、環境に影響を与える
要素に着目して、それらを低減させることにより、地球環境への負荷を低減するための活動です。
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製品アセスメントガイドラインは下のように、項目ごとに評価基準や評価方法を記載
して います。

自動販売機メーカー各社では、製品の開発ステップの中に製品アセスメントを
位置づけライフサイクルを考慮した１１評価項目の「製品アセスメントガイドライン」
に基づき製品の安全性及び耐久性などを加味し、製品もしくは製品群の特性に
応じた適切な評価を実施しています。

目的 評価項目 評価基準 評価方法

リデュース
（省資源化）

①使用資源の削減 製品質量（製品重量） 質量を同型前モデルと比較

②再生材の使用
再生材の使用促進
（再生材とは再生紙、再生PET、再

生プラスチックなど、リサイクルされ
た材料をいう。）

再生材の重量が全体に占める率を同型前モデルと
比較

リサイクル
（再資源化） ①材料 リサイクル困難な部材の使用削減 同型前モデルとの比較

[発泡断熱材（金属と樹脂）とワイヤーハーネス
（金属と樹脂）での減量化、代替手段への置換え
を含む]

②分解容易性 事前分別対象部品の分解容易性
[事前分別の宣言、表示、識別などの
動機付け、PR]

ａ)製品本体での表示やドキュメント類での動機
付け及びPRについて同型前モデルとの比較

ｂ)事前分別対象主要２部品（電照板、取出し口
フラッパー）について評価を実施する。

ｃ)工具、作業時間、サービスマニュアルでの表
示などの作業性を同型前モデルと比較

「製品アセスメントガイドライン」の抜粋

P.6



サイド
プロテクター

コーナーパッド
(紙アングルに
接着)

ポリカバー

紙アングル

外カバー
(紙パイプ×4)

底面カバー
(フォークリフト、
梱包ベルトによ
る傷付き防止)

梱包ベルト

内カバー
(紙パイプ
ストッパー)

◆リデュース（省資源化）

・製品のコンパクト設計

・製品の軽量化設計

・消費電力量の低減設計

包装材の軽量化、簡素化の実例

３Ｒ設計の主なポイント

製品のコンパクト設計、軽量化設計
により、省資源化を進めています。

自動販売機の包装材も木材から紙材
料へ切り換えることにより、省資源化を
実現しています。

照明の省エネ化（ＬＥＤ化等）、冷却ユ
ニットのヒートポンプ設計を始めとし、２
０１１年３月の東日本大震災などもあり、
社会的な要求に答えるべく省エネ（消
費電力・消費電力量低減）の実現に取
り組んでいます。
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ＪＩＳ Ｋ ６９９９「プラスチック－プラスチック製品
の識別及び表示について」に基づき、１００ｇ未満
のプラスチック部品にも可能な限り材料表示を
行っています。

[表示の意味]
ABS樹脂：合成樹脂（プラスチック）の一種。

プラスチック部品への
材料表示の実例

◆リサイクル（再資源化）

・部品への材料表示

◆リユース（再使用化）

・リユース部品の指定

・製品での配慮～分解・組立性

３Ｒ設計の主なポイント 2/3
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使用済みプラスチックは材料毎に新しい
部品に生まれ変わります。

◆リサイクル（再資源化）

・プラスチックの再生材の活用

プラスチック再生材活用の
実例

３Ｒ設計の主なポイント

[使用材料]
再生ポリカーボネート

[使用部位]
商品見本ホルダー
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◆環境負荷物質への対応

・化審法、Ｊ－ＭＯＳＳ等の規制物質の管理
・フロン（代替フロン含む）の使用削減

日本自動販売機工業会では、自動販売機に含まれる環境負荷物質の削減を自主的に推進
しております。

●化審法とは…

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称で、化学物質による環境汚染防止
のため、化学物質の製造・輸入に際して性状を審査し、製造・輸入・使用の規制を行う法令です。

●Ｊ－ＭＯＳＳとは…

Ｊ－ＭＯＳＳとは、電気・電子機器の特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭
化ビフェニル・ポリ臭化ビフェニルエーテル）の含有表示方法を規定した日本工業規格
(JISC0950)です。現在、特定７品目（パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テ
レビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機）に含有情報の提供が求めら
れています。

その他の取り組み 1/4
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その他の取り組み

地球環境保護という観点から、自動販売機業界では２００３年からフロンを含まないシクロペン
タンガスを発泡剤とする断熱材を使用した自動販売機を製造、販売してきました。

缶・ボトル飲料自動販売機は一般的に生産後約７年で廃棄されている現状から、２０１０年頃よ
りシクロペンタン自動販売機の廃棄が急激に増加することが予測されます。

シクロペンタンガスは「可燃性」のガスであるため、２００５年にシクロペンタンＷＧを発足させ、
安全処理のための指針をまとめ、２００６年７月に「シクロペンタン断熱材使用自動販売機安全
廃棄に関するガイドライン」を制定しました。

また２００７年３月、実際に自動販売機を破砕処理するプラントを利用して連続的にシクロペン
タン断熱材自動販売機を投入し、発生するシクロペンタンガスの濃度を測定して、安全廃棄に関
するガイドラインの有効性を実証しました。

●シクロペンタン（ガス）とは…

従来のフロン（ガス）に比べ、オゾン層破壊、地球温暖化の両方の問題を解決できる優れもの
です。しかしながら、ただひとつ「可燃性」のガスだという問題があります。

◆オゾン層破壊、地球温暖化の対応
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使用済み自動販売機を廃棄するにあたっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、
廃掃法）に基づき産業廃棄物として適正に処理する必要があります。自動販売機業界としては
２００１年２月に自動販売機の適正廃棄マニュアルを制定し、自動販売機の適正廃棄に取り組
んでいます。

使用済み
自動販売機

・蛍光灯 (廃掃法)

・ニカド電池 (廃掃法)

・フロン (フロン回収法)

・硬貨選別装置, (自主的防犯対策)
紙幣識別装置 (自主的防犯対策）

事前選別
・リサイクル
・適正処理

使用済み自動販売機の適正処理

使用済みとなった自動販売機は、所有者である中身商品メーカー（飲料・たばこ等）や自動販売
機管理・運営会社などが排出事業者となり廃掃法を遵守し、産業廃棄物として適正に処理してい
ます。 一般的な処理方法は、有害物質を含む部品などを事前選別した後、シュレッダー（破砕機

）で破砕処理され、鉄やアルミは再生資源としてリサイクルされ、その他のものはシュレッダーダ
ストとして管理型処分場に埋立てられます。排出事業者である中身商品メーカー等は、自動販売
機マニフェスト（産業廃棄物管理票）を交付・管理し、これら一連の処理が適正に行なわれたこと
を確認しています。

◆適正廃棄マニュアル / 事前選別

その他の取り組み 3/4
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日本自動販売機工業会は１９９９年３月、「自動販売機の冷媒回収に係わる機器設計のガイ
ドライン」を制定しました。

その後「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収
破壊法)」が制定され、自動販売機もフロン類の種類及び数量の表示が義務付けられました。

２００７年１０月に冷媒表示方法の統一を主眼としてガイドラインを改正しました。

冷媒表示の表現方法 冷媒回収方法記載例

◆冷媒表示方法

その他の取り組み 4/4
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表示の表現方法 備 考

R22(HCFC) 指定フロン

R407C(HFC) 代替フロン

R404A（HFC） 代替フロン

R134a(HFC) 代替フロン

R600a イソブタン

R290 プロパン

R744 二酸化炭素

R1234yf ハイドロフルオロオレフィン



今後の取り組み

日本自動販売機工業会では、今後の製品アセスメントの取り組みとして以下の活動を推進して
いきます。

・情報の提供

販売、保守、使用、回収、廃棄物処理業者など各方面関係者への情報開示を行っていきます。

・循環型生産の仕組みの構築とインフラの実現

自動販売機メーカー、中身商品メーカー（飲料・たばこ等）、自動販売機管理・運営会社が共創
的に循環型生産の仕組みを構築し、インフラの実現を目指します。
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