
外敵からおいしさを守る密封性が
よい

衝撃に強くて安心

　アルミ缶は容器として、さまざまな外敵
の攻撃から中身の飲料の品質を守るという
重要な役割を担っています。では、その外
敵とは何でしょうか。
　例えば手元からするりとビンが落ちると、
粉々に割れてしまいます。でもアルミ缶な
らへこむ程度ですみます。つまりアルミ缶
は、衝撃という外敵に強い容器なのです。
　またアルミ缶は光が缶の中にさし込むこ
とがないので、長い期間にわたって保存し
た場合でも、光の影響を受けて中身が変化
することはありません。例えばオレンジ
ジュースの場合、光を受けることでビタミ
ンCが破壊されてしまいますが、遮光性に
優れるアルミ缶なら、ビタミンCたっぷりの
おいしいオレンジジュースをいつでも味わ
うことができます。

特集 守られる、シアワセ

缶胴とフタでしっかり密封

　さらに最もこわい外敵は、中身を腐敗さ
せる原因となる空気や水、細菌です。アル
ミ缶の優れた密封性について、缶の構造か
ら迫ってみましょう。
　アルミ缶は缶胴と缶フタの2つのパーツ
からできています。まず缶胴は、平らなアル
ミ板をカップ状に打ち抜き、絞り加工で缶胴
を引き延ばし成形します。アメ細工をつくる

より薄く、より軽く軽い

さび
にくい

　アルミニウムは製品の表面が自然に酸素
と結びついて酸化皮膜という膜を作りま
す。いったん酸化皮膜に覆われると、これが
バリアとなってそれ以上さびることはあり
ません。またアルミ缶はいつまでも表面の

いつまでも表面が美しい
光沢が美しいため、印刷がきれいに仕上が
り、商品価値を高めるのに一役買っていま
す。こんなところもアルミ缶の大きな特長
だといえるでしょう。

　アルミ缶は軽いため、持ち運びに便利で
す。アルミ缶飲料を工場からコンビニや自
動販売機などに運ぶとき容器自体が軽い
と、トラックから排出されるCO2を減らすこ
とができます。
　アルミ缶は商品輸送時のCO2排出量の
低減を図るという目的だけでなく、アルミ缶

をつくるときのアルミ資源使用量の削減を
図るためにも、絶え間ない技術革新が行わ
れてきました。缶胴をより薄く、缶フタの径
をより小さくすることで、350ミリリットル
アルミ缶の場合、1973年に比べて2011
年には29％の軽量化を実現しています。

鉄 83.5W/m・K空気 0.02W/m・K ガラス 1.0W/m・K アルミニウム 236W/m・K

エネルギーロスを減らせる
　アルミ缶飲料は、他の容器に比べ早く冷や
したり、早く温めたりすることができます。
アルミニウムは熱伝導率が鉄に比べて約3倍
と、非常に熱を伝えやすい材料だからです。
　日本では、街角の自動販売機でアルミ缶飲
料を気軽に買うことができますが、最近では

省エネ機能が装備されたものが増えていま
す。アルミ缶のように、容器そのものが早く
冷えたり早く温まれば、それだけ消費電力は
少なくてすみます。アルミ缶はエネルギー
ロスを減らすエコな容器なのです。

熱を
伝えやすい

●これが二重巻締！

＆サイエンス
テクノロジー

気持ちよく開けられる
タブのヒミツ

ように缶胴が延びていくのは、加工性に
優れたアルミニウムだからこそできるス
ゴ技です。そのあと飲料メーカーで中身
が充填されると、二重巻締によって缶蓋と
缶胴がしっかり密封されます。缶フタのフ
チの部分を缶胴のフチに巻き込み、圧着、
接合すると、缶フタと缶胴の部分がそれ
ぞれ二重になることから、二重巻締と呼ば
れています。

1
2

ふたの
直径と重さ

胴体の
直径と重さ

缶の重さ

65.3mm
15.2g

69.8mm
5.3g

65.3mm
14.7g

64.7mm
3.9g

65.3mm
12.1g

62.25mm
3.1g

65.3mm
11.5g

62.25mm
3.1g

1973年 2011年1994年1985年●350mlアルミ缶の重さの推移

20.5g 18.6g 15.2g 14.6g

209径 204径204径206径

飲料缶は、私たちが口にする食品を
守る容器なので、一般的な金属製品
よりいっそうの安全性が必要です。飲
料缶の品質要求は非常に厳しく、不
良率は100万分の1以下でなくては
いけないともいわれます。飲料缶用
のアルミ板には、十分な強度や成形
加工性などの優れた特性と、安定し
た品質が要求されます。このような
ニーズに応える優れたアルミ板が、
飲料缶の安全を守っているのです。

安全を守る飲料缶！
アルミ板も品質第一

●アルミ缶はこうやってできる

●熱伝導率の比較

アルミ板 シェル加工 タブ取付リベット加工 スコア加工

アルミ板 絞り加工 しごき 上部トリミング 印刷 ネック・フランジ加工

缶フタ

缶　胴

伝わりにくい 伝わりやすい

アルミニウムはガラスや鉄より
ずっと熱を伝えやすい。
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（キリンビール（株）調べ）

（写真協力：三菱アルミニウム（株））

(熱伝導率の単位 W/m・K：1mの長さの間の温度が1度違うとき、流れる熱量を表わす）

アルミ缶の飲み口をよく見ると、
スコアと呼ばれる
細い溝が2本 あります。
外側より内側の溝を浅
くすることで、❶から
❷の方向へスムーズに
切れ込みが入ります。

切れた部分は缶の内側
に押し込まれる　だけで、
タブがはずれる心配は
ありません。
（飲料・ビールメーカーと
製缶会社が協力し、事故
防止に努めた成果です。）

およそ
40年で
29%の

   軽量化！



　日本におけるアルミ缶普及の始まりはビールでした。
1969年に日本に初めてアルミ缶技術が導入され、
1971年にアルミ缶ビールが初めて発売されました。
どうして容器にアルミニウムが使われるようになったの
かというと、3つのニーズに応えることができたからです。
1つ目は熱伝導性です。当時の日本は高度経済成長期
を迎えて、各家庭に冷蔵庫が普及し始めました。家庭で
ビールを飲むのに早く冷えることは重要なポイントに
なりました。2つ目は意匠性です。アルミ缶は缶胴全体
に印刷をすることができるため、消費者に対する商品
アピールに優れています。3つ目は落としても割れない
という安全性です。
　一方、当時の大きな問題となっていたのは、空き缶
のポイ捨てによるごみ公害でした。これに対応するため、
アルミ缶リサイクル協会の前身であるオールアルミ缶
回収協会が発足しました。協会では、ポイ捨て防止と

日本でオールアルミニウム缶が登場してからすでに40年以上。
すっかり私たちの身近な存在になっているアルミ缶は、環境に
優しい容器といわれています。今注目されているアルミ缶の
メリットについてお話をうかがいました。

リサイクルで地球を守る
アルミ缶は環境に優しい
容器です

「3つのニーズ」に応えたアルミ缶

優れた特性を生かし循環型社会に適合

ごみの減量化、そして100％輸入に頼っているアルミ
ニウムという貴重な資源を有効活用するためにリサイ
クル率の向上を目的としました。以来、学校や町内会、
地域ボランティアなどの皆様による使用済みアルミ缶
の回収活動を長年支援してきました。その結果、現在
アルミ缶のリサイクル率は90％超える高い水準に達し
ています。

　アルミ缶が環境に優しい容器と言われる大きな理由
は、リサイクルでエネルギー使用量が節約できること
です。アルミニウムをつくるためには1トン当たり1万
キロワットアワー以上の電力を必要とします。これを
家庭用電力使用料金に換算すると約30万円に相当する
コストがかかっています。しかし使用済みのアルミニ
ウムをもう一度溶かすと、約3％のエネルギーコストで
済みます。他の金属と比べて、アルミ缶を再資源化する

ことによる省エネ効果は非常に高いのです。昨年リサ
イクルされたアルミ缶の総量は約26万トンで、日本全
世帯の15日分に相当する使用電力を削減することが
できました。
　またCO2排出量が削減できるのも大きなメリットです。
例えばアルミ缶は容器重量が軽いので、他の容器に比
べて同じ容量の飲料商品を輸送したときのCO2排出量
は少なくて済みます。さらに、地金製造から板製造、製缶、
流通、輸送、廃棄に至るまで、アルミ缶のライフサイクル
全体で考えると、新しい地金の代わりにリサイクル材料
を使用することで、さらにCO2発生量の大幅な削減が
可能となります。
　アルミ缶をつくる製缶メーカーでは、こうしたアルミ
の特性を極めるため、アルミ缶のさらなる軽量化に取り
組んできました。また飲料メーカーの技術の進歩によっ
て、最近ミルク入り缶コーヒーの容器にもアルミ缶が

理事長　遠藤 政宏さん
アルミ缶リサイクル協会

缶から缶へリサイクルリサイクル
しやすい

　アルミニウムをつくるためには、原料となるボーキサイ
トが必要です。天然資源は地球上に無尽蔵にあるわけでは
ありません。限りある資源を大切に使い、エネルギーを節
約するためにも、リサイクルは重要です。
　アルミ缶をリサイクルすると、新しくつくるのに比べな
んと97％もエネルギーを節約できます。また資源としてリ
サイクルすることで、ごみ排出量の減量化にもつながりま
す。使用済みのアルミ缶から新しいアルミ缶へ（CAN TO 
CAN）リサイクルされる割合は、すでに74.7％（2015年
度）に達しています。
アルミ缶は何度でも
アルミ缶に生まれ変
わって、私たちの暮
らす地球環境に優し
い容器として活躍し
ています。

採用されるようになり、容器としての信頼性がさらに
高まっています。また東南アジアでは、経済発展により
生活水準が向上し、容器入り飲料やビールが普及して
きました。その結果、アルミ缶が技術的にもリサイクル
面でも他の容器より優れていることが評価され、需要
が拡大しています。
　アルミ缶はこれからも飲料の安全・安心を守り、私たち
の暮らしを豊かにする循環型社会に適合する容器として
の役割を果たしていきます。

●CAN TO CAN率（2015年度）

ボーキサイトから
つくるときのエネルギー

●地金をつくるのに必要なエネルギー量

100％

3％

97％の節約

アルミ缶（使用済み）から
つくるときのエネルギー

軽くて運びやすい
アルミ缶は、
CO2の排出量を
減らすのに役立ちます

●アルミ缶リサイクル率（2015年度）

90.1%
※国内で消費されたアルミ缶の
うち、国内再生利用分と輸出分を
含めたリサイクル率

使用済みアルミ缶

10本のうち
9本がリサイクル
されている！

アルミ缶
スクラップの
4分の3は、
もういちど
缶にもどる
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（アルミ缶リサイクル協会調べ）

74.7%

特集 守られる、シアワセ


