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【はじめに】 

現在、ビール・発泡酒用容器としてアルミ缶とガラスびんが主に使用されており、アルミ缶についてはアルミ二次地金

の配合率の向上、ガラスびんについてはリターナブル化やガラスカレットの配合促進等、環境を配慮した対策が積極的

に進められている。しかしながら、これまでのアルミ缶は、成形工程で冷却水・潤滑剤を大量に使用するアルミDI缶が主

流となっており、製缶時の水使用量や固形廃棄物排出等が多くなることも課題の一つとなっていた。そのような中で、ポ

リエステルフィルムをアルミ地金にラミネートして成形を行うａTULC（アルミタルク）が新たに開発され、ビール・発泡酒

（極生：キリンビール株式会社）用容器として使用されている。本研究では、このａTULC のライフサイクルインベントリー

（LCI）分析を試み、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量、水使用量、固形廃棄物排出量に関する抑制効果につい

て調査した。 

【調査範囲と前提条件】 

機能単位：内容物（ビールもしくは発泡酒）の保持を機能とし、従来型 206 径蓋アルミ DI 缶、従来型 204 径蓋アルミ DI

缶、204 径蓋 aTULC の 3 種類について、「350ml 缶および 500ml 缶 1 回使用」を機能単位とした。Table 1 に、本 LCI

分析で対象とした 350ml および 500ml アルミ缶の本体および付属品の重量を示した。尚、206 径蓋は外径が 2 インチ

システム境界：本研究で対象としたアルミ缶の製造・廃棄フローをFig.1に示した。製造

6/16 のアルミ缶蓋で、204径蓋は外径が 2 インチ 4/16 のアルミ缶蓋の略称である。 

側のシステム境界は、ボーキサイ

Table 1　Weight of each aluminum can and accessories.

Capacity Aluminum can Body （g） Lid （g） Laminate （g）

Aluminum DI can (206) 12.0 3.9 0.2

350ml Aluminum DI can (204) 12.0 3.2 0.2

aTULC (204) 11.5 3.2 0.7

Aluminum DI can (206) 15.0 3.9 0.3

500ml Aluminum DI can (204) 15.0 3.2 0.3

aTULC (204) 15.0 3.2 0.9

ト採掘、アルミナ製造、アルミ精錬、二次地金製造、二次地金輸送、圧延、製缶、充填・流通を対象として、蓋（アルミ）製

造やラミネート（ポリエステルフィルム）製造も範囲に入れた。廃棄側は、クローズド・リサイクル（Can to Can）、オープン・

リサイクル（カスケード）、直接埋立、散乱を対象とした。ボーキサイト採掘や原油採取等については、海外も対象範囲と

した。尚、内容物製造や販売什器（自動販売機・販売店での冷蔵ケース等の販売）に係わる環境負荷は対象外とした。 

[Aluminum can production] 260km  24576cans (350ml)

Packing - - - → Distribution

Laminate (polyester film) work 17472cans (500ml)

400km 100km
6960km or

6912km ↓400km;15t-Truck 100km 　　　　　　　　   ↑100km；81396cans/10t-Truck

Bauxite mining  - - → Alumia production  - - → Aluminum production - - - - - → Squeezing  - - - - → Forming the aluminum can

18/20t-Truck 18/20t-Truck 40000t-Ship ↑ 16/20t-Truck ｜

100km；9/10t-Truck 24.48% (Loss)

｜ 100km；9/10t-Truck

※Transport of secondary material ↓

(Loss + Can to Can) ← Production of secondary material



[Aluminum can waste]
Closed recycle (Can to Can ： 60.13%) 100km；9/10t-Truck 100km；9/10t-Truck 100km；3.6/4t-Truck

 - - - 2t-truck transport → Separating → Press → Shredding → production of secondary material → Landfilling (dross)
↓

Aluminum Secondary material (to can) → ※Transport of secondary material

can Open recycle (cascade ： 20.47%) 100km；9/10t-Truck 100km；9/10t-Truck 100km；3.6/4t-Truck
 - - - 2t-truck transport → Separating → Press → Shredding → production of secondary material → Landfilling (dross)

collection ↓

Secondary material (to other product)

(100%) Landfilling (18.4%)
 - - - 2t-truck transport → Landfilling (can)

|
4t-truck transport

↓

Landfilling (can)
Scatter (1.0%)

Fig.1 Production and waste flow for the aluminum can in this LCI. 

環境負荷項目：本LCI分析では、各種エネルギー（電力・重油・軽油等）消費、二酸化炭素（CO２）排出、水消費、固形廃

棄物を環境負荷項目の対象とした。 

【結果および考察】 

各種アルミ缶のライフサイクルにおけるエネルギー消費量の結果をFig.2 に示した。ここでは、206 径蓋アルミDI缶を

350ml缶および500ml缶の基準として、それに対するエネルギー消費率で示した。この結果より、350ml缶においてアルミ

蓋を 206 径から 204 径にした場合、エネルギー消費量を 3.2%削減でき、さらにアルミDI缶をaTULCにした場合、エネル

ギー消費量を15.6%削減できることが確認された。また、500mlアルミ缶については、アルミ蓋を206径から204径への変

更で 2.5%、アルミDI缶からaTULCへの変更で 13.6%のエネルギー消費量が削減できることが明らかとなった。アルミ蓋の

変更によるエネルギー消費量の削減は、アルミ材使用量が減少（軽量化）したことに起因していることから、残りの 12.4%

（350ml缶）と 11.1%（500ml缶）がアルミ缶の成形工程の違いによる効果として考えられる。またFig.3に、各種350mlアルミ

缶のライフサイクルにおける水消費量、CO２排出量、固形廃棄物排出量の結果を 3 軸法で表した。ここでも上記と同様

に、206 径蓋アルミDI缶を基準として、それに対する各環境負荷量の割合を示した。この結果からも、アルミ蓋を 206 径

から204径への変更、またアルミDI缶からaTULCへの変更により、水消費量、CO２排出量、固形廃棄物排出量の環境負

荷が削減できることが確認された。水消費量ではアルミ蓋の変更により 4.0%、aTULCへの変更により 10.0%削減され、

CO２排出量ではアルミ蓋の変更により3.3%、aTULCへの変更により16.4%の削減が認められた。固形廃棄物排出量につ

いては、アルミ蓋の変更により 3.9%、aTULCへの変更により 15.3%の削減が明らかになった。よって、アルミ缶の成形工

程の違いによる低減効果は、水消費量が 6.0%、CO２排出量が 13.1%、固形廃棄物排出量が 11.4%となった。 

Fig.3 Comparison of each environmental load for life cycle of three kinds
of 350ml aluminum cans on the base of aluminum DI can (206).
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Fig.2 Relative ratio of energy consumption for life cycle of each aluminum
can on the base of aluminum DI can (206).


