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全世界で毎年

使い捨てプラスチックごみの廃棄量ランキングにおいて

吸い殻が第1位、

ペットボトル、キャップ、食品包装等が第2位。

1700万缶ものの原油がペットボトル製造に使用され、

1分間でペットボトル100万個販売され、

1300万トンのプラスチックごみが海へ流れ込み、

約1500匹ものの海洋生物がごみで死亡し、

自然環境でのプラスチックの分解には450年が必要。

世界のごみ



習近平：ゴミ分別制度の普及

中共「十九大」：

固形廃棄物・ごみ処理の強化

46カ所の重点都市でごみ分別投棄を先行試行

国務院

『海外ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制

度改革の実施計画方案』

『生活ごみ分別制度の実施方案』

『生産者責任拡大制度の推進方案』

『「廃棄物なしの都市」建設試行方案』

発展・改革委員会

『資源リサイクル利用基地建設推進の指導意見に

ついて』

中国の行動



世界で50カ国・地域が保証金制度を実施、平均回収率が85%、国民平均支持率が79.68%

(Alberta/British Columbia/Quebec/Saskatchewan/Yukon/New Brunswick/Nova Scotia/Newfoundland & 

Labrador/Northwest Territories/Ontario/Manitoba/Prince Edward Island/)

(Oregon/Vermont/Michigan/Maine/Lowa/Connecticut/New York/Massachusetts/California)

(South/Northern Territory/New South Wales)

(Middle East)

使い捨て標準包装用品のデポジット制度・回収システム

生産者責任拡大制度（EPR）

生産者に製品使用後（製品廃棄階段）の回収、リサイクル

と最終処理における責任を規定することにより、製品の回

収または処理等について義務づけられる。

• 低価値包装用品の回収で二次汚染防止

• 使い捨て包装用品の安全回収率を有効に上昇



外国の事例

1991 1997 1998 2003 2006 2009

『包装条例』の導
入・改正

繰返し詰込率が72%以下に
減少

一方的保証金制度導入

一方的保証金制度の簡略化

2004

欧州裁判所による裁決

2003年よりドイツがデポジット制度を施行した後、ペットボトル回収率が98.5%、飲料缶回収率が96%、

生活ごみ体積が40%-50%削減された。



外国のデポジット制度経験を丸ごと導入することもできず、ごみ問題を撲滅することもできない

合理的な制度、専門的なシステム構築と運営モードが必要

中国国情及び市場にふさわしいデポジット・回収制度とシステム構築は、ごみ分別の推進に役立つ

外国の先進的経験及び中国国内の実際状況に基づき、

盈創が革新的に中国国情にふさわしい保証金制度方案を提出、

同時に、ガラス瓶、吸い殻等に関する保証金・回収制度を積極

的に検討・整備

中国デポジット制度設計の革新



中国の実践 | 標準包装用品のフロントエンド
清潔・回収

5200,000キロワット時節約、3,218トンの二酸化炭素量排出削減、643,680本の木を植える事に相当する

全世界に散在する知能回収機は75,000台以上、プラスチック包装用品を年間350億個以上回収



中国の実践 | 終始追跡で二次汚染防止

資金返却、リバースロジスティックス、知能回収機のデータをリアルタイムで監視、

全ての回収物の出所及び行方を終始追跡可能

都市生活ごみ分別・再生資源追跡可能情報化システムが再生資源の有効回収利用に関し全く新しい一体化したソリューションを提供



中国で盈創が率先して農薬包装用品保証金・回収システムソリューションを検討・実践

情報化農薬包装用品デポジット・回収管理プラットフォームにより、販売、回収と処理・運送等の各段階で情報化監視・管理を実施

農薬包装用品デポジット・回収の標準化、追跡可能、規範性を実現、試行回収率が100%

「宝清・盈創モード」を構築完了、中国国内の多数の省で全面的に実施

事例| 農薬包装用品デポジット制度・回収システム



現在、世界における先進的な中国のモバイル決済、インターネ

ット技術及びクラウドコンピューティングを採用、国際的にも

先端を走っており、中国で開発されたコストが最も低いデポ

ジット制度と組み合わせている。

プロジェクトの運営モード：1つの運営者によって投資、返還シ

ステム構築、特許経営を行い、回収物によって利益獲得。

「インターネット＋資源リサイクル」モードを採用、全省に被

覆するペットボトル保証金返還システムを構築

✅保証金決算センター

✅都市部・農村部クロスドッキング

✅保証金返還クラウドプラットフォーム

✅現代化統計・梱包センター

✅返還拠点

✅ペットボトル再生利用工場

政府が『XX省使い捨てプラスチック標準包装用品保証金返還管

理弁法』を制定・施行

事例 | 中国某省のデポジット・回収システム設計（一）

プロジェクトの建設内容

建設内容 数量 備考欄

デポジット決算センター 1箇所

全体の回収拠点 >10，000箇所 人工回収拠点＋知能回収拠点

知能回収機 >2,000台
都市部：小型機器による回収（RVM）＋大
型機器による回収（RVC）
農村部：RVM+RVC+人工回収

都市部・農村部クロ
スドッキング

>250箇所 二つの返還システム

支線物流 19箇所

幹線物流 1箇所

統計/梱包センター 19ヶ所

PET再生工場 1箇所
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RVC回収：現場で認識し、WeChat又
はその他の方法でリアルタイムでデ
ポジット返還を行う。

RVM回収：現場で認識し、WeChat

又はその他の方法でリアルタイムで
デポジット返還を行い、一時的に保
管可能。

統計・梱包センター：人工回収の回
収物の認識とデポジット・サービス
費用返還、全ての回収物の梱包、積
替えを行う。

人工回収拠点で人工回収、デポジッ
トの現金返還を行い、統計・梱包セ
ンターに送ってデポジット返還費用
と回収サービス費をもらう。

RVC知能回収機

人工回収拠点

カウント・梱包センター

2

1

3

确
定
最
终
再
生
处
理
工
厂
的
位
置

最
終
処
置
工
場
の
位
置
確
定

ペットボトル再生工場

RVM知能回収機

梱包&貯蔵

5

［倉庫満了］

［袋満了
］

認識&統計

都市部・農村部ク
ロスドッキング

4

4
都市部・農村部クロスドッキングが
人工回収拠点からのペットボトルの
包装袋を受け取って一時的に保管。

事例 | 中国某省のデポジット・回収システム設計（二）



北京盈創再生資源回収有限会社
2003年に創立。2015年、盈創が世界の回収機と工業選別分野の先頭に立つノルウェーのトムラ会社

と合資企業を設立。2017年、遠洋集団の投資を獲得。

自主知的財産権
知能回収機生産及び運営

都市生活ごみ分別
一体化ソリューション

国家及び北京市の
「都市鉱物資源」見本基地

国家リサイクル化改造試行見本
パークのリーダー企業

中国唯一の食品級再生ポリエス
テルスライス生産可能の企業

地球は祖先から受け継ぐものではなく

子々孫々から借りたもの

再生資源持続利用可能の提唱者

再生資源利用業界システム方案の提供者

再生資源利用業界の重要産業の実践者



ペットボトルゴミ 粉砕・清潔知能回収機 再生工場
環境にやさしい

再生商品

布の再生環境にやさしい糸の再生
ポリエステルスライス

の再生
新ペットボトルの再生市場へ戻る

盈創工場の「持続可能なフルリサイクルモード」により、年間5万トントンペットボトル
処理可能、30万トン石油節約に相当

持続可能なフルリサイクルモード



国家衛生部、品質技術監督局が認証した中国唯一の食品級

再生ポリエステルスライス生産ライン、年間ペットボトル

処理数は5万トン

ペットボトルから新ペットボトルや再生品までの全過程に

おいて追跡可能

世界各地に点在する知能回収機数は75,000台以上

プラスチック包装用品回収数は年間平均350億個以上

世界の30カ国と地域以上に輸出

200万人以上のユーザーが5,900万個以上のペットボ

トル回収

3,218トンの二酸化炭素排出量を削減

643,680本の木を植えたことに相当



些細な力でも 世界を変える

真に戻り、純朴さを抱く。リサイクルが止まらない

現代持続可能なライフスタイルの提唱者と探索者



ペットボトル廃棄

粉砕・清潔

知能回収機

再生工場

環境にやさし
い再生商品

布への再生

環境にやさしい
糸への再生

ポリエステルスライ
スへの再生

消費者にとって、

私たちを選ぶことは、計算可能の低炭素行為を選ぶことになる

• 計算可能の低炭素行為

47.7% 0.30kg 0.26kg
0.16棵

0.16本

55.8% 0.48kg 0.41kg
0.25棵

0.25本



より多くの輝かしい実績と国際提携

国連若者気候サミット2019 2018 FIFAワールドカップ 第73回国際連合総会 2018新プラスチック経済グローバル・コミットメント

アースアワー2019消灯リレー イチゴ音楽祭 北京国際設計ウィーク 国家地理公益ランニング スーパーマーケット経営チェーン協会



詳しい情報は WWW.INCOMRECYCLE.COM へ

http://www.incomrecycle.com/

