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1. ばく露情報 

1.1 対象製品 

 本ケーススタディの対象製品は、レーザープリント方式の印刷に使用される粉体の着色複合材料と

してのトナーである。  

 

1.1.1 製品中のナノ粒子 

  トナーそのものはミクロンサイズの粉体でありナノサイズの粒子ではないが、その構成成分に以下に

示すように工業ナノ物質が使用されている。工業ナノ物質は、カーボンブラック等の着色剤（トナーの

主成分である樹脂中に分散されている状態）と外添剤としてのナノ二酸化チタンとナノ非晶質シリカ

等である(図１)。 

 

①樹脂中に着色剤（一般的にはいわゆるナノサイズ［平均粒子径が１－１００ｎｍの範囲］の１次粒径

を有する固体粒子。カーボンブラック他様々な色の着色剤がある。）、離型剤等の成分を含有すると共

に、 

②粒子の表面に帯電性能、耐熱性能等を制御するための外添剤としてナノ非晶質シリカ（平均粒子

径は１－１００ｎｍの範囲。多くの場合数十 nm。）等の超微小粒子が埋没、あるいは、静電気力やファ

ンデルワールス力によりトナー表面に強固に付着している構造となっている。 

③外添剤として使われているナノ非晶質シリカまたはナノ二酸化チタンの使用量は 各メーカ

ーによって異なるが、母体となるトナー粒子 100重量％に対して１重量％から 5重量％程度が

実用レベルである。 

 

 

図 1．トナーの基本構造 

 

 

1.2 ばく露経路に係る情報 

1.2.1 ばく露シナリオ 

  トナーは、樹脂に着色剤、離型剤、電荷制御剤、外添剤からなっており、使用されている工業ナノ物

質に、着色剤としてカーボンブラック等、外添剤として表面にナノ二酸化チタンやナノ非晶質シリカ等があ

るが、カーボンブラックは樹脂に分散された状態にあるので、ヒトがナノ粒子としてばく露される可能性の
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あるトナー中の工業ナノ物質はナノ二酸化チタンやナノ非晶質シリカと考えられる。 

 

その他、以下のばく露シナリオが考えられるが、以下に記述した理由から本ケーススタディでは考慮し

ていない。 

 

その他のシナリオ 1 

正常に稼働するコピー機やレーザープリンター（以下、「コピー機器等」と記述する）の通常使用におい

て、紙への融着が不十分で、トナーが手に付着してばく露する可能性が考えられる。しかし、トナーの融

着性については印刷物の仕上がりに大きく影響し、融着が不十分であれば印刷画像の耐久性が落ちた

り、ユーザーの手や衣服が着色したりする等のクレームにつながるため、各社がトナー樹脂の融着温度

や最適融着のための加熱条件を詳細に解析し、コピー機器等の電熱部がトナー融着に必要な温度にな

るまで印刷がスタートできない設計であることから、ばく露の可能性は小さいと予想される。 

 

その他のシナリオ 2 

コピー機器等の不具合によってコピー用紙などへのトナーの融着が不十分になり、融着しなかったト

ナーにばく露される可能性が考えられる。たとえば、紙詰まりが起こり、コピー機器等が停止した場合、

まだ紙上で融着していないトナーが一部に残っている印刷物が発生することがある。しかしながら、コピ

ー機器等は自動停止するので、融着していないトナーの発生量はごく僅かであると予想される。 

 

その他のシナリオ 3 

トナーカートリッジを装着する際に、カートリッジを落とすなどして（破損し）、トナーが漏出・飛散してば

く露される可能性がある。しかしながら、破損の確率については低い。 

 

 

1.2.2 ばく露シナリオに係る情報 

コピー機器等稼働時の排気中の物質に関する報告は、大別すると次のとおり。  

 

①作動中に無機固体成分の飛散がないことを確認した報告 

 ②作動中に何らかの物質が排出されているとしている報告 

 

 

①作動中に無機固体成分の飛散がないとしている報告 

(ア)コピー印刷機作動中にトナー中の固体成分の飛散がないことを確認した研究※１ 

この研究は、BITKOM※２がスポンサーとなってドイツフラウンホーファー研究機構※３により実施されて

いる。BITKOM がドイツ連邦環境・自然保護・原子力規制省（BAM）のオファーに対応して２年に亘って実

施したものであり、研究計画段階から最終結果とりまとめにいたるまで、BAM の専門家と協議しつつ進

めたものである。 

また、研究結果については、ドイツ水・土壌・空気衛生協会がドイツ環境庁（UBA。BAMの下部組織）と
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共催した「第 18 回 室内空気品質会議（WaBoLU）」（2011 年 5 月 30 日～6 月 1 日）で発表されている。ド

イツ環境庁ではこの研究結果をコピー機器等の排気性能に係るエコラベルの新基準値の検討に活用し

ている。※４ 

ドイツでのこうした取り組みの背景として、ドイツではトナーやプリンタの使用で健康を害したと主張す

る利益共同体「トナー被害者の会」が２０００年に設立され（２００８年に「nanoControl」と改称）、TV や雑

誌で関連の報道がなされて社会的関心が高まっている事情がある。 

 

以下ではこの研究結果の概要を紹介する。 

・ この研究では、レーザープリンターから室内空気を汚染する浮遊粒子物質が排出されているとの

認識の下に、レーザープリンターから排出される粒子に関する試験・計測手順を確立すると共に、

その手順に基づいて超微細粒子の粒子数濃度計測や成分分析を行っている。 

・ その背景として、ドイツには世界初のエコラベル制度であるブルーエンジェルラベル制度があ り、

コピー機器等のメーカーは自社製品へのラベル取得に熱心であることが挙げられる。コピー印刷

機等にブルーエンジェルラベルを取得しようとする場合は、揮発性有機化合物、オゾン、重量ベー

スの粉じん放出等が基準値を満足する必要がある。一方、放出があると見られている超微細粒子

は、重量ベースで計測することが困難であるため、上記研究では粒子数濃度を計測して、それを基

に重量ベースの粒子濃度を計算値として得る手順を提案している。 

・ この研究では参加した機器メーカー１３社※５の主力コピー機・プリンターについて、メーカーが推奨

する標準装備のトナーを使用して装置を稼働させた場合の超微細粒子の排出数や粒子径分布を

「ＴＳＩ社※６モデル３０９１高速モビリティパーティクルサイザー（ＦＭＰＳ）スペクトロメータ」を使用して

計測した。この装置を使用すれば、１秒間隔で５．６～５６０nm の範囲の粒子個数濃度や粒子径分

布を測定することができる。 

・ この測定の結果に基づいて、印刷のためにレーザープリンターを３０分間（１０分間、３回）稼働させ

た場合に放出されたと考えられる 1 時間当たりの超微細粒子の総数が計算によって求められてい

る。計算結果では、計測対象とした２６種類のプリンターで排出された超微細粒子（揮発成分と非揮

発成分を含みうる）の総数は、全機種で１０の１０～１２乗個程度（１００億個～１兆個程度）となっ

た。 

・ 問題は、これがトナーやそれに由来する物質なのかまた工業ナノ物質を含むのかである。この点

に関しては、超微細粒子を含んでいる排ガスをサーモデニューダー※７で処理した上で粒子計測器

で分析した結果が示されている。この分析で使用された粒子計測器は「TSI 社モデル 3080 走査式

モビリティパーティクルサイザー（SMPS）」で、この装置を使用すれば、７～２００nm の大きさの粒子

を、検出感度１個/立方センチメートルで検出できる※８。 

・ この分析の結果では、検出された超微細粒子の本質的な特徴は高温で蒸発する点にあることが

確認された。さらに、この超微細粒子は水不溶性でもあった。これについて、超微細粒子が「固体」

成分－例えば、カーボンブラック、鉄、またはその他金属であることの証拠は見つからなかったとさ

れている。更に、この分析では、超微細粒子は、ワックス用のパラフィン系炭化水素及び環式／開

鎖式シリコン有機化合物のような半揮発性有機化合物（SVOC）であるとされている。後者の化合物

は、例えば、機械の潤滑剤に用いられている。 
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(イ)オーストラリア労働安全局の「粒子として測定されたレーザープリンターからの排出物の健康影

響に関する簡易レビュー※９ 

2007 年に発表されたクィーンズランド工科大学の研究「オフィスプリンターの粒子放出特性」（He C et 

al., 2007） が、大きな反響を呼んだことを契機として、オーストラリア労働安全局は 2011 年 12 月に「粒子

として測定されたレーザープリンターからの排出物の健康影響に関する簡易レビュー」を、Toxicos Pty 

Ltd（オーストラリア唯一のトキシコロジーコンサルタント）に委託して実施し、発表した。 

要点は以下の通り。 

 

・ レーザ－プリンターからの排出粒子は、トナー粒子でも都市大気汚染粒子でもなく、一義的には、

VOCs（揮発性有機化合物）または SVOCs（半揮発性有機化合物）である。そうならば、呼吸器と接

触した後でも、粒子状物質（particulate）として残る事はなく、エアロゾルとしての健康影響を考える

ことが適当である。 

・ プリンターからの 8 時間平均値の最高値を既存の法規や基準値と比較すると、プリンターへのばく

露による健康影響は無視できるという結果になった。 

 

②コピー機排気中に微量の無機元素が検出されたとしている報告 

米国マサチューセッツ-ローウェル大等によって実施されたもので、コピー機稼働に伴う排気から微量

の有機物質と無機元素が検出されたと報告している。本報告からは、ナノ粒子によるばく露濃度の推算

に利用できるデータは得られていない。（Bello et al., 2012） 

 

 

1.3 現時点で考慮すべきばく露量に関する情報 

通常の使用条件においてトナー中の工業ナノ物質の放散があるどうかについては様々な研究の結果

があり継続した議論が必要だが、本ケーススタディーでは、コピー機器等からの排気中に外添剤が含ま

れていると仮定した場合に、使用者が、ナノ非晶質シリカまたはナノ二酸化チタンにばく露するレベルの

見積りを行った。 

 ばく露シナリオとして使用者のばく露を想定した場合、学校、図書館、コンビニエンスストア、ホームオフ

ィスが考えられるが、本ケーススタディーでは、最も過酷な条件の１つとして、狭い部屋で比較的多くの

印刷を行うホームオフィスについて見積を行うこととした。 

 

本ケーススタディーでは、「製品の使用時間が長く、一定の放散速度を持つ製品について、製品から

の放出速度を用いてばく露濃度を計算する」という特徴を持つ、NITE の定常放散モード※１０を用いて平

均粒子濃度を算出することとした。 

NITE の定常放散モードによる空気中濃度を求めるアルゴリズムは下記式(1)である。 

  ・・・式(1) 

Cat:ばく露期間中の平均粒子濃度（mg/m3） 
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Ｎ：換気回数（回/h） 

Ｖ：空間体積(m3) 

Ｇ：放散速度(mg/h) 

実際には、コピー機器等は連続的ではなく断続的に稼働する。そこで、本ケーススタディーでは、ホー

ムオフィスでの滞在時間内のトナー中の非晶質シリカの放散速度を簡易的に算出する手段として、放散

速度Ｇに、コピー機器等の稼働率 R、コピー機器等の台数 n、トナー中のナノ非晶質シリカまたはナノ二

酸化チタンの添加量 Rn を乗じた数値を非晶質シリカ放散速度として用いることとした。 

定常放散モードによる非晶質シリカの空気中濃度を求めるアルゴリズムは式(2)となる。 

 ・・・式(2) 

本ケーススタディーにおいては、放散速度としてドイツブルーエンジェルラベルのプリント時における粉

塵放散基準値 4mg/h を使用する。 

前述したとおり、国内のコピー機器等の製造者らは、そのトナーについてブルーエンジェルマークのよ

うなラベルを取得して表示できるよう努めて設計しており、その取得基準として、ダスト放散基準値が定

められている。この値はトナーや外添剤以外の粒子も含めた総ダスト量に関する基準値であるが、ここ

ではこの数値をコピー機器等から排出される可能性のあるトナー粒子の放散速度として代用することと

する。なお、この実際のダスト測定値は、ほとんどのコピー機器等においてこの基準値を大きく下回るこ

とが確認されている。 

コピー機器等の稼働率は以下の通り算出した。すなわち、JBMIA（一般社団法人ビジネス機会・情報

システム産業協会）参加各企業から、１月あたり(１台あたり)のコピー機器等の印字速度と平均印刷枚

数を集計し、ホームオフィス等の比較的狭い空間で使用される機種として、印字速度 15～40 枚/分のコ

ピー機器等を選定し、15、20、25、30、35、40 枚/分の 6 つグループに分類した。各グループ毎に稼働時

間の平均値を算出した結果、稼働時間が最も長かったのは、印字速度 25 枚/分機で、1 月あたりのコピ

ーボリュームが 3800 枚、延べ印刷時間として 152 分であった。 

上記統計値とホームオフィスでの滞在時間を月 20日間、1日 8時間と見積もりコピー機器等の稼働率

を算出した。 

コピー機器等の稼働率 R［-］＝  = 0.0158 

ホームオフィスの部屋容積は NITE による統計値（鉄筋・鉄骨集合住宅（居室））※１１の床面積最頻値

8.8m2、建築基準法の最低天井高さ 2.1m として空間体積 V［m3］＝18.5 とした。また、部屋の換気回数 N

［1/h］＝0.5 、コピー機器等の台数 n は部屋の容積から妥当と考えられる 1 台、トナー中のナノ非晶質シ

リカまたはナノ二酸化チタンの添加量 Rn は 1.1.1③の説明から妥当と考えられる 5 重量％（0.05）とした。 

以上を式(2)にあてはめて、ホームオフィスにおけるばく露期間中の平均空気中濃度を計算すると、 

Cat［mg/m3］＝  ＝ 3.42 x 10-4 となる。 
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2. 有害性評価 

米国マサチューセッツ-ローウェル大の実験で、9 人の健常者が任意に選択された 2～3 日

の間に 1 日につき６時間を稼働率の高いコピーセンター室内で過ごしたところ、コピー機か

らのナノ粒子が健康な被験者の酸化ストレスと上気道炎を誘発したとの報告がある。しかし、

この健康影響はナノ粒子の中のどのような成分によるものかはわからないとされている。

（Khatri et al., 2012）。 

 

また、ナノ二酸化チタンやナノ非晶質シリカの吸入毒性に関する情報を以下に列挙する。 

 

 

ナノサイズの二酸化チタンを対象として設定された主な許容濃度（作業環境）としては新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）プロジェクト「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」の提案や米国国立労

働安全衛生研究所（NIOSH）の勧告がある。NEDO プロジェクトでは当面 15 年程度の亜慢性のばく露期

間を想定した許容ばく露濃度として、0.61 mg/m3（吸入性粉じんとして、1 日 8 時間、週 5 日の平均値）が

提案されており、NIOSHの勧告ではウルトラファイン粒子は、一次粒子径が100nm 未満のものとして0.3 

mg/m３が提案されている。 

 

 

ナノ非晶質シリカ（アモルファス）の吸入毒性に関する情報については、主に肺毒性について調べられ

ており、単回あるいは 3 日間の吸入ばく露では、3.1×107粒子/cm3または 1.8×108粒子/cm3の非常に

高い粒子数のばく露 (0.45 mg/m3 (1.8 mg/m3×6 時間/24 時間)または 21.5 mg/m3（86 mg/m3×6 時間

/24 時間）、著者らによる濃度換算値) においてラットの肺の炎症、病理組織学的影響、遺伝毒性を示さ

ないことが報告されている(Sayes et al 2010)。亜急性毒性試験として、4 週間反復吸入ばく露した試験が

行われており、週齢による肺毒性の差を調べた試験では、老齢動物が最も感受性が高く、ついで幼若動

物、若齢動物の順であった (Chen et al 2008)。肺毒性 (呼吸のパラメータ、BAL 液中の分析、病理組織

学的検査) を調べた試験では、ばく露中の呼吸パラメータの一過性の変動、好中球及びマクロファージ

を伴った鼻腔及び肺胞の炎症が認められた (Arts et al 2008) 。これらの試験は、用量群が 1 用量の設

定であること、肺毒性に限定して検査を行っていることから、一般毒性としての NOAEL を求めることはで

きない。3 日間吸入ばく露試験でラットの肺に炎症、病理組織学的影響、遺伝毒性がみられない最高濃

度は 21.5 mg/m3となる。 

また、気管内投与を用いて肺毒性を調べた試験では、一過性の肺の急性炎症を示すが慢性影響が

みられないことが報告されている (Cho et al 2007)。 

 

3. トナー中ナノ粒子のケーススタディのまとめ 

使用者がコピー印刷をした際に、コピー機器から排気されるトナー中の二酸化チタンや非晶質シリカ

のナノ粒子に吸入ばく露される可能性に関して入手可能な情報を整理した。ナノ非晶質シリカ又はナノ

二酸化チタンの平均空気中濃度は 0.34μg/m3と算出されている。この値とナノ二酸化チタンの作業環境
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における暫定許容ばく露濃度である 610μg/m3(0.61mg/m3)と比較すると十分に小さい。また、ナノ非晶

質シリカについては、一般環境及び作業環境における許容濃度が得られていないため、ブルーエンジェ

ルマーク基準から算出される室内の平均空気中濃度 0.34μg/m3と比較できないが、3 日間吸入ばく露

試験でラットの肺に炎症、病理組織学的影響、遺伝毒性がみられない最高濃度 21.5mg/m3と比較する

と算出濃度 0.34μg/m3に対し 6.3×10４と大きな値となる。 
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文末脚注 

※１ 「Measurement and characterization of UFP emissions from hardcopy devices in operation（作動中

ハードコピー装置からの超微細粒子放出の測定及び特性分析）」このフラウンホーファーの研究成果

はハノーバーにあるドイツの国立科学技術図書館に所蔵かつ公開されており、次の URL からドイツ居

住者であれば注文し入手することが可能。 

http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=1/LNG=DU/CHARSET=utf-8/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&

SRT=YOP&TRM=characterization+of+UFP 

なお、以下の BITKOM のサイトにはサマリーへのリンクのみがある。フルレポートについては、要求者

の身元とレポートの使用目的が明確であれば BITKOM から入手することは可能。 

 http://www.bitkom.org/de/presse/62013_57385.aspx 

 

※２ Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V。SIEMENS や

Deutsche Telekom などドイツ主要情報通信企業 1,300 社余が参画する産業団体「情報経済・通信・新

メディア連盟」。 

 

※３ １９４９年にドイツ政府・バイエルン州政府・学会・産業界が創設。ドイツ全土に５６の研究所、米国

に６の研究センター、アジアに３の研究センター（内１は日本）を有する。事業資金は、ドイツ連邦政府、

各州政府、産業界から得ている。 

 

※４ http://www.bitkom.org/de/presse/62013_57385.aspx（BITKOM によるプレス発表［ドイツ語］）

http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM-PressInfo_Study_WKI_engl_14_01_2011.pdf（BITKOM

によるプレス発表［英語］） 

 

※５ キヤノン、エプソン、京セラ、ブラザー、ゼロックス、東芝、シャープ、リコー、コニカミノルタ、Lexmark、

HP、SAMSUNG、OCE。我が国におけるコピー機・プリンター市場でこれらメーカーのシェア合計は約７

割であり、標準装備トナーもＥＵの場合と同様であるので、この研究の結果は我が国でのコピー機・プ

リンター及びトナーの使用実態にも当てはまると考えられる。 

 

※６ 1961 年に米国ミネソタ州に創設された計測機器メーカー。 

 

※７ 粒子状物質（液滴又は固体粒子）を含む試料ガスを加熱して、揮発する成分を除去する装置。排

ガス中に含まれている超微細粒子中にカーボンブラックやナノ非晶質シリカのような非揮発成分が含

まれている場合は、サーモデニューダーの後の工程に設置された粒子計測器で検出される。一方、超

微細粒子が工業ナノ物質ではない通常の化学物質である場合は加熱により揮発するので粒子計測

器では検出されないこととなる。 

 

※８ http://www.t-dylec.net/products/tsi/tsi_3936.html による。 

 

※９ http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/AboutSafeWorkAustralia 

/WhatWeDo/Publications/Documents/636/Brief%20Review%20Laser%20 

Printer%20Emissions.pdf 

※１０ NITE による消費者製品のリスク評価に用いる推定ヒトばく露量の求め方は、以下の URL か

ら入手可能 

  http://www.safe.nite.go.jp/ghs/pdf/risk_consumer/exposure.pdf 

http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=1/LNG=DU/CHARSET=utf-8/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=characterization+of+UFP
http://opac.tib.uni-hannover.de/DB=1/LNG=DU/CHARSET=utf-8/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=characterization+of+UFP
http://www.bitkom.org/de/presse/62013_57385.aspx
http://www.bitkom.org/de/presse/62013_57385.aspx（BITKOM
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM-PressInfo_Study_WKI_engl_14_01_2011.pdf（BITKOM
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM-PressInfo_Study_WKI_engl_14_01_2011.pdf（BITKOM
http://www.t-dylec.net/products/tsi/tsi_3936.html
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Documents/636/Brief%20Review%20Laser%20Printer%20Emissions.pdf
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/pdf/risk_consumer/exposure.pdf
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※１１ NITE による室内ばく露にかかわる生活・行動パターン情報の調査結果（分類；住居、、項目；

部屋(1)タイプ・面積）は、、以下の URL から入手可能 

   http://www.safe.nite.go.jp/risk/pdf/exp_1_2_1.pdf 

 

 

 

http://www.safe.nite.go.jp/risk/pdf/exp_1_2_1.pdf
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添付資料1 

対象製品の情報 

 

1. トナーによる印刷原理 

  トナーを用いるレーザープリンティングでは、まず、感光体と呼ばれる筒状の部材の上に形成した静

電気潜像（静電気により形成された文字等の形）に静電気力によってトナーを付着させ、画像を形成す

る。次に、感光体上に形成されたトナー画像を紙等の印刷媒体の表面に再び静電気力により転写させ

る。そして、最後に加熱によってその印刷媒体にトナーを固着させることにより、印刷媒体上に画像を定

着させる。この原理は、レーザープリンティングの基本原理であり各社同一の原理を用いている。 

 

2. トナー粒子の実体 

(1) サイズ   

平均粒子径５～１０ミクロンの粒度分布を有する粒子である。従って、トナーそのものはミクロンサイズ

の粒子でありナノサイズの粒子ではない。 以下、図 2 にトナーの粒度分布の例を示す。 

 

 

図 2． トナーの粒度分布の一般的な例（出典：ベックマンコールター社 HP） 

 

(2) 構造 

  各メーカーとも樹脂粒子内部に着色剤・離型剤・荷電制御剤が含有され、樹脂粒子表面に外添剤が

接着されている点で基本的に同じである。 
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添付資料2  

トナーカートリッジの廃棄・リサイクル状況 

 

 トナーカートリッジの廃棄・リサイクル状況を以下に述べる。以下の状況から使用者が廃棄・リサイ

クルを通じてトナーにばく露することは考えにくい。そのため、このケースは、一般市民へのトナーの

ばく露には含めていない。 

 

(1) 使用済みトナーカートリッジは、コピー機器等のメーカーによる自主回収から再資源化、および

リサイクル専門業者による回収から再生カートリッジとしての販売が行われている。これらから、

使用者自身による廃棄処分はごく少ないと思われる。 

(2) 商品のライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められる商

品に付けられる環境ラベルである日本環境協会のエコマークにおいてトナーカートリッジは認

定製品であり、多くの機器メーカーはトナーカートリッジのエコマークを取得しているのが実態で

ある。トナーカートリッジのエコマーク認定基準では、「回収およびマテリアルリサイクルのシス

テムがあること」や、「回収したトナーカートリッジは、再資源化率９５％以上、再資源化できない

部分は適正処理」が求められているため、回収・再資源化の取り組みは進んでおり、単純廃棄

や埋め立ては極めて少ない。 

(3) トナーカートリッジは国の“グリーン購入法“の対象品目にもなっている。使用済みトナーカートリ

ッジの回収・再資源化の認定基準はエコマークと同等の内容が求められており、その点からも

機器メーカー各社のトナーカートリッジ回収と再資源化の取り組みが進んでいる。 
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