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古紙から再生紙を
つくる製紙工場
横浜市の古紙回収は、100％が資源集団回収によって行われています。
古紙回収業者によって収集され、 それが古紙問屋に運ばれ、 最終的に
製紙会社にわたって再生紙に生まれ変わり、再び私たちの手元に戻って
きます。そこで今回は、 古紙を原料にトイレットペーパーやティッシュを
製造する製紙会社、コアレックス信栄株式会社の最新製紙工場を取材
してきました。
取材協力：コアレックス信栄株式会社

1日に約200トンの古紙を処理し
24時間でトイレットペーパーを生産

古

紙回収率は8 割超だが
利用率は約 6 割で低迷

して仕入れ、そこから再生紙を製造

いることと、国内経済の低迷などに

する製紙会社の仕事について詳しく

よって紙の需要が伸びていないこと

ご紹介します。

にあります。最近は、新聞や雑誌・
書籍の発行部数が減少しているため、

横浜市では、新聞や雑誌などの古

日本の古紙回収率は、年々増加し

紙は資源集団回収によって収集され

続けています。2005年度は71.1％

ています。皆さんの家庭から出され

でしたが、2014年度には80.8％と、 いるということなのです。

た古紙の収集を担当するのが古紙回

10％近く上昇しています
（グラフ1）
。

収業者で、各回収業者から古紙を受

しかし、回収された古紙の利用率は、 率が高くなり続けるというわけでは

け入れ、選別などの資源化を行って

回収率の上昇とは比例せず、あま

ありません。トイレットペーパーや

いるのが古紙問屋です。

り増えてはいません。2005年度が

ティッシュペーパーなどのように回

古紙回収業者については本誌

60.3％で、2014年度には63.9％と

収が不可能な紙や、図書館で保存

2014年4月号、古紙問屋について

なっていますが、この数年はほとん

される書籍などのように長期間にわ

は2015年3月号で特集し、それぞ

ど横ばい状態となっています。

たって保管される紙があるためです。

そもそもの紙の需要が少なくなって
さらに古紙回収率もこのまま回収

古紙の利用率があまり伸びていな

生産された紙のすべてが回収できる

しくご紹介しました。そこで今回は、 い理由は、すでに再生紙の原料とし

わけではなく、古紙回収にも限界が

れの仕事の内容や役割について詳
古紙問屋が資源化した古紙を原料と

ての古紙の利用が高い水準に達して
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グラフ1：古紙回収率と古紙利用率の推移
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レイットペーパーは
商品の約 6 割が再生品

古紙を原料にリサイクルされた再

コアレックス信栄の最新工場

れてしまったというわけです。しか

し今の再生紙トイレットペーパーは、 と柔らかな手触りのトイレットペー
バージンパルプと比べても遜色はあ

パーを製造するためには、紙パック、

りません。色や手触りに違いがわか

アルミ付パックを30％配合します。

生紙にはさまざまなものがあります。 らないほどの品質になっています。
新聞紙やコミック雑誌、トイレット
ペーパー、ティッシュペーパーなど
のほか、段ボール、絵本、菓子箱な
ども再生紙が使われています。

乳パック、雑紙などです。ふんわり

最

新機器を備えた
環境負荷低減工場

工場の最大の特長は製造工程に最
新の機械が備えられているところに
あります。例えば、
ビニールコーティ
ングされた紙やフィルム窓が付いた

コアレックス信栄株式会社の本社

封筒など、通常では古紙の選別段階

今回の特集で取材に協力していた

工場は静岡県富士市にあります。富

で異物として取り除かなければいけ

だいたのは、コアレックス信栄株式

士市は富士山から湧き出る豊富な水

ない種類の紙が混じっていても、そ

会社の本社工場です。古紙を原料

が利用できるため、紡績工場や食品

れらを取り除く専用の機械があるた

にしたトイレットペーパーとティッ

工場など、たくさんの工場がありま

め、再生紙の製造にはまったく影響

シュペーパーを製造しています。ト

す。特に水をたくさん使用する製紙

がありません。一般的な製紙工場に

イレットペーパーは、現在、市場

工場の数は日本一で、富士市は「紙

は、このようなプラスチックフィル

に出回っている商品の約6割が再生

のまち」とも言われています。

ムや金属を自動的に取り除く機械は

紙を使用していると言われています。

コアレックスグループは、全国に

備えられていないそうです。

1980年代後半までは、8割を超えて

工場があり、グループ全体で再生ト

また、紙の原料であるパルプが水

いましたが、その後、徐々に減少し

イレットペーパー全国シェア４割以

に溶けてドロドロの状態になってい

てきています。その理由は、大手製

上を持っています。その中で、コア

るところから紙を漉いていく抄紙機

紙会社がバージンパルプを使用した

レックス信栄の本社工場は、2015

という機械があるのですが、その紙

トイレットペーパーの柔らかさ、手

年にできたばかりの最新工場です。

を漉くスピードが1分間に1800ｍ

触りの良さを謳って市場を拡大した

廃棄物をできるだけ削減した「準ゼ

という日本一の速さを誇ります。あ

ためと言われています。当時は、再

ロミッション化」が計られ、環境負

まりに速すぎて、近づいても機械が

生紙を使用したトイレットペーパー

荷を低減した工場となっています。

紙を漉く様子を目で確認することは

の質が、現在の商品のような高品

この工場がトイレットペーパーと

不可能です。大きなドラムがただ高

質ではなかったこともあり、再生紙

ティッシュペーパーの原料として使

速で回転していることしかわかりま

トイレットペーパーのシェアが奪わ

用しているのは、雑誌、OA用紙、牛

せん。そのドラムから漉かれた紙が
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古紙からトイレットペーパーができるまでの工程

1

ストックヤード

2

3

パルパー

熟成タワー

4

リキッドサイクロン

古紙の受入口。毎日たくさんの

紙をほぐす機械。攪拌しなが

巨大なタンク内で、時間をか

遠心力によって金属類や石など

トラックが古紙を搬入する。

ら紙を水に溶かします。

けて紙をふやかす工程です。

の重量物を取り除く機械です。

写真 A

11

パレタイズロボット

10

包装機・封函機

9

写真 B

リワインダー

商品が詰められた段ボールをパ

カットされたロールをポリ袋

通常のトイレットペーパーの長さに紙を巻いて
（写真A）
、

レットに積み上げる機械です。

に封入し、さらに段ボール箱

規格サイズにカット
（写真B）
する機械です。

に梱包する機械です。

出てくるのですが、まるでドラムか

古紙問屋や自治体、企業などか

量物を取り除く機械です。この工場

ら長い紙が延々と湧き出てくるかの

ら運び込まれる古紙を受け入れるス

では、機密文書などは搬入された段

ようにしか見えないくらいです。

ペースです。

ボールを開けずに、
そのままパルパー

古

②パルパー

に投入しており、書類をまとめてい

紙を投入してから
24 時間で製品になる

古紙に温水を加えて、紙をほぐす

たバインダーなどの金属類がそのま

機械です。この工程では、全体を攪

ま入っています。この工程で、それ

拌しながら短時間で紙を水にざっく

らの金属類をすべて取り除きます。

の古紙から約150トンのトイレット

りと粗く溶かします。

⑤スクリーン・セパレーター

ペーパーとティッシュペーパーを製

③熟成タワー

この工場では、1日に約200トン

造しています。

プラスチックフィルムやアルミを

8 〜 10時間をかけて、じっくり

取り除く機械です。ラミネートされ

原料の古紙から商品として出荷で

紙をふやかす工程です。ここで古紙

たDMや窓付き封筒などについてい

きる製品になるまでの時間は約24

をしっかりふやかすことで、紙とそ

るフィルム類を除去します。大きな

時間。古紙を砕いて溶かし、異物を

れ以外の異物が分離しやすくなりま

目の網から小さい目の網まで大きさ

取り除き、パルプに戻して再生紙と

す。古紙から再生紙を生産するため

が異なる網が段階的に設置されてい

して漉いて、製品としてパッケージ

の重要な工程のひとつになります。

て、そこを通すことで、網に異物が

して箱詰めされるまでを一貫工程で

④リキッドサイクロン

引っかかり、取り除くようになって

生産しています。
ここからはトイレットペーパーの

ここからは異物を除去するため
の工程です。リキッドサイクロンは、

います。
⑥フローテーション

製造工程についてご紹介します。

遠心力によってクリップやホチキス

紙に印刷されていたインクを除去

①ストックヤード

などの金属類や混入した石など、重

する工程です。すでに紙はドロドロ
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5

スクリーン・セパレーター

6

プラスチックフィルムやアルミを網に
ひっかけて取り除く機械です。

フローテーション

工場の古紙搬入口の後ろには富士山がよく
見える

インクを除去する工程で
す。気泡にインクを付着さ
せて取り除きます。

8

7

抄紙機

滅菌工程

紙を漉く機械です。1分間に1800m

巨大なタンク内で、パルプを洗浄して細かい

のスピードで紙を漉きます。

汚れを落とし、パルプを白くします。

コアレックスグループの製品

に溶けて液体化しています。その中

白くします。

サイズにカットします。

に泡を発生させ、気泡にインクを付

⑧抄紙機

⑩包装機・封函機

着させて表面に浮かせます。表面に

水に溶けている古紙パルプから紙

カットされたロールは自動的にポ

浮かんだ泡を除去することで、イン

を漉く機械です。1分間に1800m

リ袋に封入され、さらに段ボール箱

クが取り除かれます。

の ス ピ ー ド で 紙 を 漉 き、 直 径 約

に梱包されます。

⑦滅菌工程

2.5m、幅約3mの巨大なロールに巻

⑪パレタイズロボット

ここまでで異物はすべて取り除か
れ、紙は繊維状
（パルプ）
になってい

き取ります。

段ボールは、ロボットが自動でパ

⑨リワインダー

レットに積み上げてくれます。あと

ます。ここではパルプを洗浄して細

巨大なロールから通常のトイレッ

かい汚れを落とし、漂白して繊維を

トペーパーの長さに巻き直し、規格

はそのまま保管するか、トラックに
積み込んで出荷することになります。

リサイクル組合の再生製品

お歳暮に最適! シングルセット
シングルセットは、人気のりくみのトレペ24ロール、おなじみの
りくみのティッシュ15箱、小結くんお試し巻き
（30m）1巻の詰め
合わせです。お歳暮用に熨斗紙をお付けしてお届けいたします。

価格：1セット

ト以上のご注文には
）
割り引きあり
3,020円（5セッ

●お問い合わせ・ご注文……横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局

TEL：045-444-2531
：045-444-2531 E-mail：mail@recycledesign.or.jp
E-mail
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今月の残りもの料理

おでん
冬の定番メニューのおでんは、一度
にたくさん作ることがよくあり、残る
ことも少なくありません。そこで今
回は、おでんをリメイクするレシピ
をご紹介します。

おでん茶碗蒸し

材料（4 個分）
おでん……約 200ｇ
おでんの残り汁……約 1.5カップ
鶏肉（唐揚げ用）……4 切れ
卵……2 個
三つ葉……適量
薄口しょう油……大さじ１
❶おでんと鶏肉は一口大に切る。ボールに卵
を割り、おでんの汁と薄口しょう油を加えて
よく混ぜ、こしておく。
❷❶を器に入れ、卵液を 8 分目まで注いでホ
イルで蓋をする。
❸ 5cm ほど水をはった鍋に❷を並べ、沸騰ま
で強火、沸騰後は蓋をして弱火で蒸す。
❹約 12〜15 分ほどして、竹串を刺して卵液が
つかなければ完成。最後に三つ葉をのせる。

おでんの和風キーマカレー

材料（3 〜 4 人分）
おでん……約 200ｇ
おでんの残り汁
……約 1.5カップ（足りない場合は水を足す）
豚ひき肉……100ｇ
長ねぎ、にんじん……各 本
しょうがのみじん切り……小さじ1
調味料
カレー粉と小麦粉は大さじ2、
ソースは大さじ1、
しょう油は小さじ1

（

）

❶長ねぎ、にんじん、おでんの具をすべてみ
じん切りにする。
❷鍋にサラダ油大さじ１を引いて、しょうがと
豚ひき肉を炒める。火が通ったら❶を入れ、
野菜がしんなりするまで炒める。
❸小麦粉、カレー粉を入れてよくなじませ、お
でんの汁と調味料を加えて、時々混ぜなが
ら10 分ほど煮れば完成。おでんの汁は塩気
が強いので、水を足して味を調整する。
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環境絵日記応援ありがとうございました!
環境絵日記の集大成の場として、
10月30日
（日）
、
横浜港大さん橋国際旅客ターミナル大さん橋
2016」を開催しました。会場には他都市も含め
た約 700 作品が展示され、プロジェクトメンバー
が心をこめて創りあげたステージイベントや各
ブースも大盛況のうちに無事終えることができ
ました。
17 年目となった今年も多くの企業や行政の
方々、
市民の皆様の力を借りて、
子どもたちの「未
来の横浜への期待」を環境絵日記を通じて発信
することができました。この期待に応えられる大
人でありたいと強く感じております。
リーダーとして携わった初めての年、子どもた
ちのパワーとそれを取り巻く愛情に圧倒された1
年でした。もう少し今年の活動は残っていますが
全力で走り切ります。ご協力いただきました関係
各所の皆様、本当にありがとうございました !!

（順不同・敬称略）

共催

後援

■ 横浜市

■ JICA 横浜 ■ FMヨコハマ ■ tvk ■ 横浜市 PTA 連絡協議会

■ 神奈川新聞社 ■ グリーン購入ネットワーク ■ 環境省関東地
タウンニュース社 ■ WWFジャパン
方環境事務所 ■（株）

協賛
【企業賞】

■ 日産自動車
（株）■ 神奈川県古紙回収協同組合 ■ 特定非営利活動法人横浜市集団
（株）■ コカ・コーライーストジャパン
（株）
回収推進部会 ■ 横浜ＦＣ ■ 横浜マリノス
■
（株）
横浜スタジアム ■ 神奈川県中小企業団体中央会 ■ サトーグリーンエンジニアリ
サカタのタネ ■（株）
ミツウロコ
ング
（株）■ 横浜資源化協議会 ■ＵＲ都市機構 ■（株）
■ 横浜グリーン購入ネットワーク ■
（株）
エックス都市研究所 ■（公財）
横浜企業経営
支援財団 ■ WWFジャパン

【地域企業賞】

■
（株）
三木組 ■
（株）
マインズクリエイト ■
（株）
小俣組
（横浜）■ エルゴテック
（株）■ 石井

（株）
アブソルート ■ 大洋建設
（株）■ ゾーホージャパン
（株）■
（株）
協進印刷
造園
（株）■
■ 横浜日野自動車
（株）■
（有）
神原興業 ■
（株）
栄港建設 ■
（株）
栄幸建設 ■
（株）
ダイイチ
■
（株）
安藤建設 ■
（株）
栗原工務店 ■
（有）
マルニ商店 ■
（株）
大川印刷

【ブース出展】

■ 太陽油脂
（株）■（株）a・とも総合保険サービス ■ 東洋ガラス
（株）■（株）
ワイティー
（株）■（株）
野毛印刷社 ■ 生活協
ティー（auショップ）■ＵＲ都市機構 ■ タカナシ乳業
マルニ商店
同組合ユーコープ ■（有）

【一般サポーター】

■
（株）大塚商会 ■（株）
クリエイト ■ 青木石油商事
（株）■ 影近・前田税理士法人

■ 神奈川県硝子原料商業組合 ■ ガラスびん３Ｒ促進協議会 ■ キンセイ食品
（株）

■ 神奈川三菱ふそう自動車販売
（株）■（株）
スリーハイ ■（株）
岡村製作所 ■ JFE 環
（株）■ 神奈川新聞社 ■（株）
芙蓉ビデオエイジェンシー ■（株）
五
境
（株）■ 富士産業
泰山園 ■ 横浜スバル自動車
（株）■ 公益財団法人東京都リサイクル事
條建設 ■（株）
セイユウ工芸 ■ 尾鈴電気
（株）
業協会 ■ 神奈川県金属原料商工業協同組合 ■（株）
■ 大和市リサイクル事業協同組合 ■ 三晃商事
（株）■ 一般社団法人神奈川県労働福祉
（株）■（株）
ミトモ塗装工業 ■ アスト工業
（株）■ 文一堂印刷
（株）
センター ■ 丸富製紙
■
（株）
東京エンジニアリング ■ ウォンツ
（株）■（株）
エフオージー ■ 南陵ロータリーク
金澤
ラブ ■ 神奈川県リサイクル産業団体連合会 ■ 藤沢市資源循環協同組合 ■（株）
丸舗建設 ■ 協同組合厚木市資源再生センター ■ 新明和工業
（株）■ ハッ
紙業 ■（株）
オフィス・アルファ ■ 秋元金属
（株）■（株）
日哲商事 ■（株）
富士紙業
スル
（株）■（株）
■ 横浜アルコ
（株）■（有）
田村商工 ■（株）
置田商店 ■ 大西金属
（株）■（株）
兼子

物品協賛
■ 読売新聞東京本社

問合せ先

横浜市資源リサイクル事業協同組合 担当：清水
TEL：045-444-2531 FAX：045-444-2532

！
表紙に登場会 上柏尾町内会
今月の町内
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協賛企業

月刊リサイクルデザイン
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オレンジのイメージカラーで元気いっぱいの町内会

上柏尾町内会は約 710 世

また、燃やすごみの中に混入

も実施しています。

している資源物を正しく分別す

表紙の写真は上柏尾町内会の

る取り組みとして『早朝ウォー

イメージカラーである「オレン

心となり、害虫駆除のホウ酸団

クラリー』という名称で、ごみ

ジ」の衣装を着て、石鹸づくり

子や廃油を使った石鹸づくりを

の集積場所各所を見回り、毎年、

に使う缶などの道具を入れて撮

行うなど、町内会ぐるみで楽しみ

家庭で簡単にできる土壌混合法

影。町内会長を中心にとても華

ながら町の美化に努めています。

による生ごみ処理のレクチャー

やかな表紙になりました。

リサイクルデザインのバックナンバーは、
ホームページからもご覧いただけます

http://www.recycledesign.or.jp/rd/

スマホ、
タブレットなどはこちらの
QRコードからアクセスできます。

本誌は古紙70％の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

帯で、地域の7割以上が加入し
ています。町内会の女性部が中

