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オプション製品への容積可変型封筒と紙製保護材の導入による

環境負荷低減について 
Environmental Load Reduction by the Introduction of Capacity Variable Envelopes 

and Paper Protection Materials for Optional Products 

荒井 智昭* 野木 政延** 
Tomoaki ARAI Masanobu NOGI 

要   旨 

複合機及びプリンタの機能拡張用カード（SDメモリーカード）の包装材に対して，容積縮小化

によるコストダウンと環境負荷低減を目的として新たな形式の包装材を開発した． 

従来，機能拡張用カードの包装材は「機能によって付属する部品点数が異なる」「キートップ

ボタンなどの破損しやすい部品の保護が必要」といった製品の特徴に加えて，包装材の共通化を

考慮して，内容量の変動に対して大きな段ボール箱を使用していたため，箱の空間容積を必要以

上に大きくし輸送効率の低下を招いていた．この問題を解決するため，包装材の形式を工夫した

製品の容積に応じて使い分けのできる容積可変封筒の考案（出願済）を行うと同時に，機能拡張

用カード用の保護部材を枯渇性資源であるエアキャップ袋に変えて，紙製材料のケース式保護材

を導入することで，従来比で最大約80%の包装容積縮小による部品費，及び輸送費のコストダウ

ンと年間約3トンのCO2削減を達成することができた． 

ABSTRACT 

A new form of wrapping material was developed for the purpose of reducing costs and the 

environmental burden by means of a reduction in the volume of wrapping materials for function 

enhancement cards (SD memory cards) used in hybrid devices and printers. 

Up to now, wrapping materials for function enhancement cards had to consider product features, such 

as differing part counts according to function and the need to protect easily breakable parts such as the 

key-top buttons, not to mention standardization of wrapping materials. This was solved by use of large 

cardboard boxes to deal with fluctuations in internal capacity. As a result, this often required making the 

free space in the boxes larger than necessary, which in turn led to a reduction in shipping efficiency. In 

order to solve this problem, the authors devised a packing method (patent applied for) that allows changes 

in volume in order to distinguish the packaging size according to the product volume by developing a new 

packing materials configuration, while also switching away from bubble wrap (air cap) bags, an exhaustible 

resource, to case-type packing materials made of paper as the protective materials for the function 

enhancement cards. This made it possible to reduce part costs and shipping costs thanks to a reduction 

in volume which was as much as 80% compared to former packaging, not to mention a reduction in CO2 

emissions amounting to about 3 tons yearly. 

                                                        
* MFP事業本部 第二設計センター 

2nd Design Center，MFP Business Group. 

** リコーロジスティクス株式会社 生産物流事業部 

Production/Distribution Business Group，Ricoh Logistics System Co., Ltd. 



Ricoh Technical Report No.34 37 DECEMBER, 2008 

 1．はじめに 

リコーではグループ一丸となって環境経営活動に取

り組んでいる． 

包装分野では国内で生産するコピー，プリンター，

FAXの複合機（以下複合機）に対して循環型包装を

2000年から投入し，現在は複数の製品に適用可能な汎

用性のある循環型包装(Fig.1)を導入展開している． 

 

   

Fig.1 Circulation Type Package. (Multiusability Type) 

今回は，複合機およびレーザープリンタ用のオプ

ションである機能拡張カードの包装の環境負荷低減に

関わる開発事例について紹介する． 

機能拡張カードは，お客様のニーズ・業務形態に合

わせて文書暗号化やエミュレーションなどのプログラ

ムを書き込んだSDカードを媒体として機能増設を図る

商品である．この機能拡張カードは，商品によって構

成部品の量が異なり，内容品が破損しやすい場合は包

装材に十分な保護機能が必要である．それに加えて商

品を生産するにあたって包装材の共通化による部品集

約化と，組立作業性の向上を図ることも求められるた

め，それらの要求を満たす手法として，商品を構成す

る部品が全て収容できるサイズの段ボール箱(Fig.2)を

用いていたが，構成部品の少ない場合は箱内部の空間

容積が必要以上に大きくなり輸送効率の低下を招くこ

とがあった． 

 

 

Fig.2 System before introduction. (corrugated cardboard box) 

この問題を解決するため，包装材の形状を工夫して

同一の部材を内容量に応じて使い分ける容積可変型の

包装材を考案すると同時に，機能拡張カードの保護部

材を枯渇性資源である気泡状ポリエチレン袋(Fig.3)に

変えて，紙製材料のケース式保護材を導入することで，

CO2の削減及び包装容積縮小化による部品費ならびに

輸送費のコストダウンが可能となった． 

 

 

Fig.3 System before introduction. (Polyethylene Air Bag) 

 2．容積可変封筒の開発 

2-1 開発の経緯 

従来方式は内容量の多い商品に合わせた段ボール箱

を使用していたため，商品によっては段ボール箱内部

が空間容積ばかりとなって，輸送効率の低下を招いて

いるものがあった．(Table 1) 

Table 1 Measurement & Capacity. 

外形寸法(W×D×H・mm) 容積（㎥） 

224×156×52 0.0018 

 

そこで，まず包装設計の原点である「軽薄短少化」

の視点に立ち返り，内容量の大きさや商品の特性を整

理してから，共通化の可能な包装仕様の検討を開始し

た． 

2-2 仕様検討のコンセプト 

包装仕様検討のコンセプトとして，前項の製品特徴

である 

・商品によって構成される部品の点数が異なる 

機能拡張カード
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・プラスチック素材の破損しやすい部品(Fig.4)の保

護が必要 

といった点に対して， 

・枯渇性資源の削減 

・共通使用による集約化（容積変動への対応） 

・組み立て作業性の配慮 

上記の考慮を盛り込むことにより 

・輸送効率の向上 

・包装材使用量の削減 

を狙うことを設計コンセプトとして検討を進めること

にした． 

 

 

Fig.4 Plastic Parts which is easy to be damaged 
(Key top made by ABS Resin). 

2-3 仕様検討の内容 

検討にあたり，まず包装対象となる商品の部品構成

について分析を行った．(Table 2) 

 

Table 2 Product other Parts Constitution. 

商品分類A 商品分類B 

機能拡張カード 

保証書，ラベル 

CD-ROM 

機能拡張カード 

キートップ
※
 

保証書，ラベル 

CD-ROM 

※破損しやすいプラスチック部品 

 

機能拡張カードは従来プリント基板方式であったが，

定型寸法で且つ比較的外力に強いSDメモリーカード形

式に移行していることもあり，破損しやすいプラス

チック部品が付属しない機能拡張カード(商品分類A)で

は，帳票類以外の同梱部品もなく，単純に封筒でも十

分に包装が可能であり，もう一方のプラスチック部品

が同梱される機能拡張カード(商品分類B)には，容積の

確保と同時に外力から保護するための機能を設ける必

要があることがわかった． 

分析の結果から，封筒の容積を可変させた時に外力

からの保護機能を設ける事で設計コンセプトを達成す

るものとして，“容積可変封筒”の開発に着手した． 

2-4 容積可変封筒の仕様 

封筒を内容量や付属部品によって形状を変形させる

にあたって，ポイントとなるのは，立体形状にした時

の強度をどのように確保するかであった． 

幾つかの試作品を検討した結果，立体形状にする際

に封筒の折り返し部分の一部を外力からの保護機能と

して用いる，Fig.5に示す平面形状と立体形状を同一部

材から形成可能な包装材を考案した(特許第4085397号)． 

なお，段ボールの材質は従来仕様が両面段ボール-B

フルート(t=約3mm)を使用していたが，容積可変封筒

では両面段ボール-Gフルート(t=約1mm)を採用するこ

とで，封筒の折り返し部の作業性を良くすると同時に，

段ボール使用量の削減を図っている． 

 

 
Fig.5 Shape of Capacity Variable Envelope. 

2-5 立体形状時の特徴（構造） 

容積可変封筒の立体形状における内部の構造をFig.6

に示す． 

封筒の折り返し部の一部を内側に折り込むことで，

平面に加わる外加重から付属部品を保護し，左右の空

間スペースに破損しやすい部品(プラスチック)を同梱

することが可能となった． 

なお，折り込み部は罫線部の折り曲げ部位がそれぞ

れ戻り合うので，特に位置を固定していない． 

平面形状

納品時 
立体形状
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2-6 容積可変封筒の検討結果 

最終的な容積可変封筒の外形寸法は以下のとおりと

なり，従来仕様に比べて大幅な容積低減を図ることが

できた． 

Table 3 Measurement &Capacity Variable Envelope. 

 外形寸法 
(W×D×H・mm) 

容積 
（㎥） 

従来品 224×156×52 0.00180 

変更品(平面) 254×181×8 0.00040 

変更品(立体) 254×181×40※ 0.00060 

※立体形状時の高さは最大部分での高さを示す 

 

平面形状はTable 2の商品分類Aの構成で採用し，立

体形状はTable 2の商品分類Bで採用するという使い分

けが可能となった． 

 

 3．保護部材（紙製ケース）の検討 

3-1 材質見直しの経緯 

従来，機能拡張カードの保護部材としては帯電防止

機能を施した気泡状ポリエチレン袋(一般呼称ではエア

キャップ，プチプチ)を使用していた(Fig.3)． 

前項2-3で述べたように，機能拡張カードはSDメモ

リーカードに移行する前はプリント基板が主流であり，

静電気に弱く，基板自体が脆弱であることから非帯電

性の気泡状ポリエチレン袋を使用しており，媒体がSD

メモリーカードに移行した後も，継続して使用されて

いた．しかしながら媒体がSDメモリーカードになり，

気泡状ポリエチレンである必要がなくなったため，枯

渇資源である樹脂材料からリサイクル性の高い紙系の

保護部材への変更を進めることとした． 

市場調査結果から，成形可能な紙素材で食品容器と

しても採用されている王子製紙(株)製のファインプレ

スを機能拡張カードの保護部材として導入検討を図っ

た． 

3-2 ファインプレスの特徴及び形状検討 

ファインプレスは専用板紙を使用して，プレス成形

できる商品である． 

ファインプレスは 

・深絞り成形が可能 

・延伸に強く，破断しにくい 

・テーパーや角Rが滑らかに成形できる 

といった特徴がある．また，紙粉が出にくいため，電

子部品用途にも適している． 

ファインプレスの特徴を踏まえ，機能拡張カードと

一緒に収納される部分および作業性のしやすさなどの

点を考慮した結果，Fig.7に示す形状となった． 

 

Fig. 6 Internal structure of Capacity Variable Envelope. 
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Fig.7 Shape of a conservation member. (Fine Press) 

採用した形状が機能拡張カードよりひとまわり大き

くした理由は，機能拡張カードには製品本体に装着さ

れていることを識別するためのラベルが同梱されるこ

とから，ラベルを収納するスペース(機能)を併せて盛

り込んでいる(Fig.8)． 

 

 
Fig.8 Constitution of a conservation member. 

 4．改善効果 

4-1 CO2の排出量削減 

容積可変封筒導入による容積削減および機能拡張

カードの紙製保護部材への変更により，CO2排出量は

従来品と比較して，導入前の年間生産実績比較により

約3トン/年のCO2を削減することができた(Fig.9)． 

 

 

Fig.9 Comparison of CO2 discharge. 

4-2 包装容積の削減率 

段ボール箱から容積可変封筒への変更によって，包

装容積は従来比で約77～66％まで縮小することができ

た(Fig.10)． 

 

 

Fig.10 Packing capacity comparison. 

4-3 社内外表彰 

今回紹介した容積可変封筒は，社外評価として日本

包装技術協会が主催する「2007日本パッケージングコ

ンテスト」において「電気・機器包装部門賞」の受賞

をいただくことができた． 

また社内においては，「第6回リコーグループ環境経

営活動賞」にて「プロセス革新技術部門・奨励賞」を

受賞することができた． 

 

 5．今後の展開 

容積可変封筒の導入にあたっては，自社流通経路の

輸送評価だけでなく，一般の宅配便を用いての評価も

行っているが，封筒の外観に変形が見られ負荷が加

わっていることが確認できる状態でも内容品の破損は

見られなかった． 

よって，個別配送用のツールとして自社商品以外に

も活用が期待できる．例えば，ポストへ投函して郵便

物扱いとしての利用などである． 

なお，容積可変封筒は，平面形状，及び立体形状時

ともに大型郵便物(定形外郵便物)としての扱いとなる． 
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複合機本体の環境負荷低減への取り組みだけでなく，

このようなオプション商品など環境負荷低減の展開が

遅れている分野はまだあるので，今後も環境トップラ

ンナー企業として貢献するべく，新たな包装仕様開発，

及び改善検討に取り組みを続けて行く所存である． 

 

参考資料 王子製紙(株) ファインプレス紹介サイト 
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