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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペットボトルなどのプラスチック容器に装着又は貼り付けられたラベルを分離するプラ
スチック容器のラベル分離装置（１０）であって、
　前記プラスチック容器が供給される供給口（１１ａ）が上部に、処理後のプラスチック
容器が分離排出される排出口（１１ｂ）が底部に設けられた円筒状本体（１１）と、
　前記円筒状本体（１１）の軸芯部に設けられ、駆動部を介して所定の回転速度で回転駆
動される多角形状回転体（１２）と、
　前記多角形状回転体（１２）のそれぞれの矩形状側面に所定の傾斜角度で互いに平行配
置され前記プラスチック容器のラベル面にその回転駆動に伴って順次当接する一対の第１
及び第２回転刃ブレード部（１３，１４）と、
　前記多角形状回転体（１２）外側と円筒状本体（１１）内側との間を移送される前記プ
ラスチック容器の動きを規制するように前記円筒状本体（１１）の内側に所定長さに突設
された複数の固定針部（１５）とを備えた、ことを特徴とするプラスチック容器のラベル
分離装置。
【請求項２】
　前記多角形状回転体（１２）が、その断面が正六角形に形成された正六角形状回転体で
あって、前記正六角状回転体のそれぞれの矩形状側面から突出する前記第１回転刃ブレー
ド部（１３，１４）の高さが前記第２回転刃ブレード部（１３，１４）の高さより低く配
置されている、ことを特徴とする請求項１に記載のプラスチック容器のラベル分離装置。
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【請求項３】
　前記円筒状本体（１１）の供給口（１１ａ）に供給されるプラスチック容器の種類、大
きさ、供給量に応じて前記多角形状回転体（１２）の回転刃ブレード部（１３，１４）に
対向する前記固定針部（１５）の突出長さが調整可能に設けられている、ことを特徴とす
る請求項１に記載のプラスチック容器のラベル分離装置。
【請求項４】
　前記円筒状本体（１１）の上部に設けられたラベル片用排出口（２３）に、プラスチッ
ク容器から剥離されたラベル片を吸引排出するエアダクト（２４）が連結されている、こ
とを特徴とする請求項１又は３に記載のプラスチック容器のラベル分離装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばポリエチレンテレフタレートやポリエステルなどのプラスチック容器
を再資源化するに際して、当該容器類からそれに装着又は貼り付けられているラベル類を
剥離して分離回収するためのプラスチック容器のラベル分離装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来プラスチック容器は、ポリエチレンテレフタレートや、塩化ビニル、ポリエチレン
、ポリプロピレン製のものがある。これらペットボトルなどのプラスチック容器には、商
品名や内容物の表示のために容器本体とは異なる材質で形成され表面に印刷等が施された
、ＰＶＣ、ＰＥ、ＰＰ等の樹脂や紙からなるラベルが装着又は貼り付けられて市場に流通
している。
【０００３】
　これらの使用済みとなったペットボトルなどは分別回収され、回収されたペットボトル
などからポリエチレンテレフタレートなどの有用なプラスチック材を分離することで、繊
維再生などの利用促進が図られている。これらのプラスチック容器を樹脂別に分別して再
利用する際には、装着又は貼り付けられたラベルを取り除いてプラスチック容器と分別す
ることが必要になる。プラスチック容器本体からのラベルの分別法として、プラスチック
容器を機械的に破砕したものを洗浄液中などで剥離したり、その比重差により風力分別し
たりする方法等が提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１（特開平１０－１５４９５号公報）には、複数の破砕室を直列配置
した装置にペットボトルを投入粉砕し、各部材の比重の違いにより各々分離する方法が提
案されている。
【特許文献１】特開平１０－１５４９５号公報
【０００５】
　また、特許文献２（特開平９－１９２５２３号公報）には、ペットボトルを粗破砕機よ
り大まかに破砕後、金属除去装置で金属材を除去し、その金属が除去されたフレークを微
細破砕する方法が提案されている。
【特許文献２】特開平９－１９２５２３号公報
【０００６】
　更に、特許文献３（特開平８－１５１４３８号公報）には、粉砕物をグリコール液中で
分解して、各成分を回収する方法が提案されている。
【特許文献３】特開平８－１５１４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前記従来の機械的手段によりプラスチック容器を破砕処理する特許文献１、２
のものでは、その粉砕処理されたプラスチック片にラベルが残存してラベル分離処理が不
十分となる場合が多く、結果として多数の工程を必要とするために、トータル設備費やラ
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ンニングコスト等のコストが増大するという問題を有していた。
【０００８】
　また、特許文献３のグリコールで処理する方法では、確実な分離が期待できるがグリコ
ール液に関わる処理コストが大きく適用が困難となる場合があった。
【０００９】
　本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発明の
目的は、円筒内に多数突設された針にプラスチック容器を回転させながら送り込むことで
、プラスチック容器に装着又は貼り付けられた樹脂系ラベルなどを容易かつ安価に分離処
理することのできるプラスチック容器のラベル分離装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）前記課題を解決する本発明のプラスチック容器のラベル分離装置は、ペットボト
ルなどのプラスチック容器に装着又は貼り付けられたラベルを分離するプラスチック容器
のラベル分離装置（１０）であって、前記プラスチック容器が供給される供給口（１１ａ
）が上部に、処理後のプラスチック容器が分離排出される排出口（１１ｂ）が底部に設け
られた円筒状本体（１１）と、前記円筒状本体（１１）の軸芯部に設けられ、駆動部を介
して所定の回転速度で回転駆動される多角形状回転体（１２）と、前記多角形状回転体（
１２）のそれぞれの矩形状側面に所定の傾斜角度で互いに平行配置され前記プラスチック
容器のラベル面にその回転駆動に伴って順次当接する一対の第１及び第２回転刃ブレード
部（１３，１４）と、前記多角形状回転体（１２）外側と円筒状本体（１１）内側との間
を移送される前記プラスチック容器の動きを規制するように前記円筒状本体（１１）の内
側に所定長さに突設された複数の固定針部（１５）とを備えた、ことを特徴とする。
【００１１】
　（２）本発明は前記多角形状回転体（１２）が、その断面が正六角形に形成された正六
角形状回転体であって、前記正六角状回転体（）のそれぞれの矩形状側面から突出する前
記第１回転刃ブレード部（１３，１４）の高さが前記第２回転刃ブレード部（１３，１４
）の高さより低く配置されていることにも特徴を有している。
【００１２】
　（３）本発明は前記円筒状本体（１１）の供給口（１１ａ）に供給されるプラスチック
容器の種類、大きさ、供給量に応じて前記多角形状回転体（１２）の回転刃ブレード部（
１３，１４）に対向する前記固定針部（１５）の突出長さが調整可能に設けられているこ
とにも特徴を有している。
【００１３】
　（４）本発明は前記円筒状本体（１１）の上部に設けられたラベル片用排出口（２３）
に、プラスチック容器から剥離されたラベル片を吸引排出するエアダクト（２４）が連結
されたことにも特徴を有している。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、前記プラスチック容器が供給される供給口（１１ａ）が上部に、処理
後のプラスチック容器が分離排出される排出口（１１ｂ）が底部に設けられた円筒状本体
（１１）と、前記円筒状本体（１１）の軸芯部に設けられ、駆動部を介して所定の回転速
度で回転駆動される多角形状回転体（１２）と、前記多角形状回転体（１２）のそれぞれ
の矩形状側面に所定の傾斜角度で互いに平行配置され前記プラスチック容器のラベル面に
その回転駆動に伴って順次当接する一対の第１及び第２回転刃ブレード部（１３，１４）
と、前記多角形状回転体（１２）外側と円筒状本体（１１）内側との間を移送される前記
プラスチック容器の動きを規制するように前記円筒状本体（１１）の内側に所定長さに突
設された複数の固定針部（１５）とを、備えているので、プラスチックボトルなどに装着
又は貼り付けられた紙や樹脂系などのラベルを容易に分離除去することができる。すなわ
ち、筐体となる円筒状本体（１１）に設けた回転駆動される多角形状回転体（１２）の回
転刃ブレード部（１３，１４）によりプラスチック容器のラベルを円筒状本体（１１）に
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設けた固定針部（１５）と協動して引き剥がすことができ、さまざまな形状に圧縮変形さ
れたペットボトルなどを円筒状本体（１１）に投入混合しても、プラスチック容器とこれ
に装着又は貼り付けられたラベルとを分離回収することができる。
【００１５】
　特に、多数の固定針部（１５）が配置されている円筒状本体（１１）内で、多角形状回
転体（１２）を回転させることにより、第１回転刃ブレード部（１３）及び第２回転刃ブ
レード部（１４）に引っ掛かったプラスチック容器と固定針部（１５）との隙間の間隔が
変化する。この隙間の間隔が変化することによりプラスチック容器が自転しやすくなり、
回転刃ブレード部（１３，１４）又は固定針部（１５）でラベル片に裂け目が入ると、こ
の自転により容易にラベル片を剥離することができる。
【００１６】
　こうして、再資源化する廃ペットボトルなどのプラスチック容器の純度を予め高めるこ
とができる上に、ペットボトルを破砕する回転刃ブレード部（１３，１４）が円筒状本体
（１１）内に収められ、破砕されるペットボトルやラベル片を周囲に飛散させることがな
いので安全かつ衛生的に分離作業を行なうことができる。
【００１７】
　円筒状本体（１１）に設けられたラベル片用排出口（２３）にエアダクト（２４）が連
結されたものでは、このエアダクト（２４）から質量の小さいラベル片は吸引され、質量
の大きいプラスチック容器は排出口（２２）から落下して両者を容易に分別できる。
【００１８】
　さらに、廃プラスチックボトルからプラスチック材を選別する工程などを省略すること
ができ、廃プラスチックボトルに含まれるＰＥＴ材のみを安価に分解処理することができ
る。また、元のボトル形状を保ったままラベルのみを分離させることもでき、粗破砕機な
どを用いて破砕する大きさ以上のプラスチック材として以降の工程で処理することができ
る。これにより、弱い風力でも粗重量片と粗軽量片との分離能を高めて、不要な粗軽量片
の除去率を向上させることができる。こうして、プラスチック容器のラベル分離装置を適
用することによってエネルギ効率性やメンテナンス性、大量処理性に優れた廃プラスチッ
ク処理システムを構築することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例１のプラスチック容器のラベル分離装置の一部切り欠いた正面図
である。
【図２】実施例１のラベル分離装置の側面断面図である。
【図３】実施例１のラベル分離装置の一部拡大図である。
【図４】実施例１のラベル分離装置の回転刃ブレード部の配置を示す説明図である。
【図５】円筒状本体内における多角形状回転体の動作状態とプラスチック容器との位置関
係を示す説明断面図であり、（ａ）はプラスチック容器が広い隙間にある状態、（ｂ）は
プラスチック容器が狭い隙間にある状態、（ｃ）はプラスチック容器が動いた状態である
。
【図６】剥離されたラベル片とプラスチック容器との分別構造を備えた実施例２のラベル
分離装置を示す正断面図である。
【図７】実施例２のラベル分離装置から構成される一連の設備を示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本実施形態に係るプラスチック容器のラベル分離装置は、ペットボトルなどのプラスチ
ック容器に装着されたラベルを引き剥がして分離するプラスチック容器のラベル分離装置
であって、前記プラスチック容器が供給される供給口が上部に、処理後のプラスチック容
器が分離排出される排出口が底部に設けられた円筒状本体と、前記円筒状本体の軸芯部に
設けられ、駆動部を介して所定の回転速度で回転駆動される多角形状回転体と、前記多角
形状回転体のそれぞれの矩形状側面に所定の傾斜角度で互いに平行配置され前記プラスチ
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ック容器のラベル面にその回転駆動に伴って順次当接する一対の第１及び第２回転刃ブレ
ード部と、前記多角形状回転体外側と円筒状本体内側との間を移送される前記プラスチッ
ク容器の動きを規制するように前記円筒状本体の内側に所定長さに突設された複数の固定
針部とを備えて構成されている。
【００２１】
　これによって、円筒状本体内側と多角形状回転体外側との隙間にプラスチック容器を固
定針部を介して移送させる。回転駆動される多角形状回転体の第１及び第２回転刃ブレー
ド部をプラスチック容器のラベル面に当接してラベルを円筒状本体に設けた固定針部と協
動して引き剥がすことができ、ペットボトルなどを分断することなくその原形を維持した
まま効率的に処理して、再資源化する廃ペットボトルの純度を予め高めておくことができ
る。
【００２２】
　プラスチック容器のラベル分離装置は、リサイクルされた廃プラスチック容器から有用
なプラスチック材を回収するための廃プラスチック処理システムなどに適用される。ポリ
エチレンテレフタレートなどを含む廃プラスチック容器は、ラベル分離装置により処理さ
れた後、水又は薬品などを用いて洗浄され、この水分等を多く含む粉砕物は遠心分離など
により脱水され、最終的に乾燥処理されてプラスチック原料となる。
【００２３】
　その内部が円筒状に形成される円筒状本体は、その軸芯が水平方向となる横置き型の固
定筐体部分であり、廃プラスチック容器が供給される供給口と、分離処理後のプラスチッ
ク材が排出される排出口とがその筐体部分の上部及び下部にそれぞれ設けられている。
【００２４】
　多角形状回転体は、四角形や六角形もしくは八角形などの正多角形状断面を有する回転
体であって、円筒状本体の軸芯部に設けられてモータ駆動部などを介して所定の回転速度
、例えば５０～３００ｒｐｍ、好ましくは１２０～２４０ｒｐｍの回転速度で回転駆動さ
れる。
【００２５】
　第１及び第２回転刃ブレード部は、プラスチック容器のラベル面に当接して引き剥がす
ための略矩形状の刃部を有した部分であり、多角形状回転体のそれぞれの矩形状側面に前
記回転体の軸芯に対して約１０～３０度の傾斜角度で互いに平行配置される。
　こうして、多角形状回転体の回転運動に伴って前記プラスチック容器に第１回転刃ブレ
ード部が接触した後、第２回転刃ブレード部が順次当接するように構成されている。
【００２６】
　固定針部は直径が釣１～３ｍｍの金属ピンなどを備え、その先端を円筒状本体の内側に
向けて多数配置され、多角形状回転体外側と円筒状本体内側との間を移送される前記プラ
スチック容器の動きを規制する機能を有している。すなわち、円筒状本体の供給口に投入
されたプラスチック容器を円筒状本体の内側に所定長さで突設固定された固定針部により
係止するとともに、固定針部に対して相対的に駆動される一対の回転刃ブレード部を用い
てプラスチック容器に装着されたラベルに刺さり、そこに裂け目を形成し、これが契機に
なり効率的に剥離させることができるようになっている。
【００２７】
　また、本実施形態に係るプラスチック容器のラベル分離装置は、前記多角形状回転体が
その断面が正六角形に形成された正六角形状回転体であって、前記正六角状回転体のそれ
ぞれの矩形状側面から突出する前記第１回転刃ブレード部の高さが前記第２回転刃ブレー
ド部の高さより低く配置することができる。これによって、プラスチック容器に装着され
たラベルをさらに効率的かつ確実に剥離又は削り落とすことが可能となる。なお、本実施
例では円筒状本体内に配置される多角形状回転体として正六角柱状のものを適用したが、
他にも例えば八角柱状や四角柱状の外形のものを適宜適用することも可能である。
【００２８】
　多角形状回転体の矩形状側面から突出する第１回転刃ブレード部の高さＨ１と、前記第
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２回転刃ブレード部の高さＨ２との差（Ｈ２－Ｈ１）は、２～１０ｍｍ、好ましくは４～
８ｍｍの範囲に設定することが望ましい。
【００２９】
　さらに、本実施形態に係るプラスチック容器のラベル分離装置は、前記円筒状本体の供
給口に供給されるプラスチック容器の種類、大きさ、供給量に応じて前記多角形状回転体
の回転刃ブレード部に対向する前記固定針部の突出長さを調整可能に設けることができる
。これによって、日毎に変化する回収された種々雑多なプラスチック容器に対して、その
円筒状本体と多角形状回転体との間における動作環境を適正に設定することができ、設備
費やランニングコスト等を増大させることなくラベル分離処理を効率的に行なうことがで
きる。
【００３０】
　このような固定針部における金属ピンなどの突出長さ調整機構としては、例えば、金属
ピンを固定する内側のパイプに螺旋状の溝を切り、ねじ回転により金属ピンを多角形状回
転体に向けて繰り出すための回転ねじ調整タイプのものや、基端部に設けたノックボタン
を押すことにより内蔵構造が進退して、芯となる金属ピンを先端側に押し出すノック式調
整タイプのものなどを適用できる。
【実施例１】
【００３１】
　図１は本発明の実施例１のプラスチック容器のラベル分離装置の一部切り欠いた正面図
である。図２は実施例１のラベル分離装置の側面断面図である。図３は実施例１のラベル
分離装置の一部拡大図である。
　次いで、本発明の実施例１について図面を参照して説明する。なお、以下で参照する図
面において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付して、その詳しい
繰り返しの説明は省略する。
　実施例１のプラスチック容器のラベル分離装置１０は、円筒状本体１１と多角形状回転
体１２とを備えて構成されている。円筒状本体１１は、その上部に設けた供給口１１ａか
らプラスチック容器が供給されるとともに、その底部の排出口１１ｂからプラスチック材
が分離排出されるようになっており、例えば内径Ｄ１が約７００ｍｍ、長さが約２０００
ｍｍ程度の大きさである。
　多角形状回転体１２は、例えば円筒状本体１１の軸芯部に設けられ電動モータなどの回
転駆動部１２ａを介して回転駆動され、その最大外径Ｄ２が約５００ｍｍ程度の大きさで
ある。
【００３２】
　図１に示すように、その断面が正六角形状に形成された多角形状回転体１２の外周面は
、例えば６枚の矩形状側面（長さ約２０００ｍｍ、幅約１２０ｍｍ）によって構成されて
おり、各矩形状側面の上には、一対の第１回転刃ブレード部１３と第２回転刃ブレード部
１４とが複数組設けられており、円筒状本体１１の軸芯に対して約１５度の角度に傾斜さ
せて互いに平行配置されている。
　このように、所定の傾斜角度を設けて各回転刃ブレード部１３、１４を配置することに
よって、供給口１１ａから供給されたペットボトルなどのプラスチック容器を円筒状本体
１１の軸芯方向に沿って移送させることができるようになっている。
【００３３】
　多角形状回転体１２は、軸受部１２ｂを介して円筒状本体１１の軸芯となる水平位置に
渡設されており、電動モータを備えた回転駆動部１２ａにより約１２０ｒｐｍの回転速度
で駆動される。なお、略円筒状に形成された円筒状本体１１の下部側は、処理物の排出さ
れる排出口１１ｂが設けられている。そして、排出口１１ｂから排出される廃プラスチッ
クは、必要に応じて粉砕処理などが順次なされる。
【００３４】
　図４は実施例１のラベル分離装置の回転刃ブレード部配置を示す説明図である。
　図４に示すように、第１回転刃ブレード部１３と第２回転刃ブレード部１４は、例えば
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全体長さが約８０ｍｍの略角柱状を呈して投入されるプラスチック容器の表面に装着され
たラベルに当接させるための刃部である。第１回転刃ブレード部１３及び第２回転刃ブレ
ード部１４は、それぞれ２本のボルト状の係止部材１６を介して多角形状回転体１２のそ
れぞれの矩形状側面に取り付けられている。
【００３５】
　また、第１回転刃ブレード部１３及び第２回転刃ブレード部１４の刃部は、例えば図２
、図３に示すように、それぞれが取り付けられる矩形状側面からの突出高さがＨ１＝５５
ｍｍ、Ｈ２＝６１ｍｍに設定されている。
　これにより、多角形状回転体１２の回転に伴って、まずは第１回転刃ブレード部１３を
プラスチック容器表面に先に当接させてラベルを剥離させ、次に、残ったラベルを第２回
転刃ブレード部１４により補足して剥離させるようにしている。
【００３６】
　また、多角形状回転体１２外側と円筒状本体１１内側との間を移送されるプラスチック
容器の動きを規制するように、円筒状本体１１の内側には所定長さに調整可能にした多数
の固定針部１５が、互いに所定の間隔（例えば５～１０ｃｍの範囲）で略格子状に多数配
置されている。
【００３７】
　この固定針部１５は、円筒状本体１１の内側に向けて所定長さで金属ピン１５ａを突出
させるための突出長さ調節機構を備えている。これによって、円筒状本体１１に供給され
るプラスチック容器の供給量やその種類、サイズなどに応じて、回転駆動部１２ａによる
多角形状回転体１２の回転速度などに連係させて金属ピンの突出長さを適宜調整するよう
にしている。
【００３８】
　こうして、プラスチック容器を円筒状本体１１の内側の固定針部１５により係止すると
ともに、固定針部１５に対して相対的に駆動される一対の回転刃ブレード部１３，１４を
用いてプラスチック容器に装着されたラベルに刺さり、そこに裂け目を形成し、これが契
機になり効率的に剥離する。プラスチック容器を破砕することなくその原形を保持したま
までそのラベルのみを剥離するようにして容器本体から分離させることを可能にしている
。
【００３９】
　なお、図４に示すように、円筒状本体１１の供給口１１ａ直下となる多角形状回転体１
２の各矩形状側面には、長さ３００ｍｍ、幅５０ｍｍの略直方体状に形成された移送ブレ
ード１７を円筒状本体１１の軸芯に対して釣４５度の傾斜角度で配置しており、円筒状本
体１１の供給口１１aから投入されるプラスチック容器を円筒状本体１１の軸線方向に沿
って旋回させながら排出口１１ｂに向けて移送するようにしている。
【００４０】
　このプラスチック材からなるラベルはその熱収縮によりプラスチック容器本体に巻き付
けられるようにして装着されており、その一部を切り裂くことによって容器本体から容易
に分離することができる。
　こうして、プラスチック容器のラベル分離装置１０の供給口１１ａにラベルが装着され
たプラスチック容器が投入されると、プラスチック容器が多角形状回転体１２の移送ブレ
ード１７で受け止められて円筒状本体１１の軸線方向に移送され、次に、第１、第２回転
刃ブレード部１３、１４の回転力によりプラスチック容器の外面に装着されたラベルを剥
離するとともに排出口１１ｂに向けて移送する。剥離されたラベル片やプラスチック容器
を排出口１１ｂの方へ引き寄せることができる。
【００４１】
　図５は円筒状本体内における多角形状回転体の動作状態とプラスチック容器との位置関
係を示す説明断面図であり、（ａ）はプラスチック容器が広い隙間にある状態、（ｂ）は
プラスチック容器が狭い隙間にある状態、（ｃ）はプラスチック容器が動いた状態である
。
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　本発明では、第１回及び第２回転刃ブレード部１３，１４が設けられた多角形状回転体
１２を、多数の固定針部１５が配置されている円筒状本体１１内で回転させることにより
、ラベル片をプラスチック容器から分離する。これらの多数の固定針部１５に引っ掛かっ
たプラスチック容器は、第１回及び第２回転刃ブレード部１３，１４との隙間の間隔が変
化する空間で移動させられるようになっている（図５（ａ）から（ｃ）参照）。この隙間
の間隔が変化することによりプラスチック容器が自転しやすくなる。そこで、第１回及び
第２回転刃ブレード部１３，１４又は固定針部１５でラベル片に裂け目が入ると、プラス
チック容器の自転によりラベル片を容易に剥離することができる。
【００４２】
　また、上述のようなプラスチック容器のラベル分離装置１０を複数組設け、分離吸引さ
れなかったラベル片は、次の分離装置で分離できるようにすることもできる。このように
ラベル分離機構を多段にすることでラベル片の除去率をさらに高めることもできる。
【実施例２】
【００４３】
　図６は剥離されたラベル片とプラスチック容器との分別構造を備えた実施例２のラベル
分離装置を示す正断面図である。
　実施例２のラベル分離装置２１には、排出口を２か所設けた。１か所目は、上述したよ
うな円筒状本体１１のその軸線方向の移送側の底部に設けたプラスチック容器用排出口２
２である。このプラスチック容器用排出口２２から、ラベル片が剥離されたプラスチック
容器を排出する。質量の大きいプラスチック容器はこのプラスチック容器用排出口２２に
設けたホッパーから落下する。
【００４４】
　２か所目の排出口は、円筒状本体１１のその軸線方向の移送側の上部に設けたラベル片
用排出口２３である。このラベル片用排出口２３から、プラスチック容器から剥離された
ラベル片をエアダクト２４で吸引排出する。このとき、プラスチック容器はその質量が大
きいのでプラスチック容器用排出口２２から落下する。一方質量の小さい剥離されたラベ
ル片はエアダクト２４の吸引によりラベル片用排出口２３から排出される。これによりプ
ラスチック容器とラベル片とに分別することができる。この分別したプラスチック容器と
ラベル片は、内容に応じて別の粉砕装置（図示していない）を用いて、更に細かく粉砕す
ることにより、所望の種々寸法のプラスチック原料を製造することができる。
【００４５】
　図７は実施例２のラベル分離装置から構成される一連の設備を示す正面図である。
　２か所目の排出口２２，２３を備えた円筒状本体１１には、図示するような設備を備え
る。プラスチック容器用排出口２２の下側には、潰されたプラスチック容器を捕集する梱
包袋又は捕集箱を配置する空間を形成する。このプラスチック容器用排出口２２の下側に
はベルトコンベア（図示していない。）を配置することも可能である。このようにベルト
コンベアを用いることで大量のプラスチック容器を捕集することができる。
【００４６】
　円筒状本体１１のラベル片用排出口２３には、上方へ向けた縦型のエアダクト２４を接
続した。この縦型のエアダクト２４には内部の状況を観察する窓２５を設けている。この
縦型のエアダクト２４にセクションベンド２６を接続し、このセクションベンド２６に自
由に曲げられるスパイラルダクト２７を接続した。このスパイラルダクト２７の先に吸引
ブロワー２８を、集塵用ホース２９を介して設けた。この吸引ブロワー２８の先にラベル
片をサイクロン３０で捕集し、梱包袋３１に充填して搬送できる状態にして分別を終了す
る。
【００４７】
　なお、本発明は上述した発明の実施の形態に限定されず、円筒状本体１１内に多数突設
された固定針部１５にプラスチック容器を回転させながら送り込むことで、プラスチック
容器に装着又は貼付された樹脂系ラベルなどを容易かつ安価に分離処理することのできれ
ば、図示したような構成に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できる
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ことは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　以上説明したように、本発明は、プラスチック容器が供給される円筒状本体の軸芯部に
回転駆動される多角形状回転体を設け、この多角形状回転体のそれぞれの矩形状側面にプ
ラスチック容器のラベル面にその回転駆動に伴って順次当接する一対の回転刃ブレード部
と、円筒状本体の内側に所定長さに突設された複数の固定針部とを設けることによって、
プラスチックボトルなどに装着された樹脂系ラベルなどを容易かつ安価に分離処理するよ
うにしたことを要旨とするものである。
　本発明は、例えばポリエチレンテレフタレートやポリエステルなどのプラスチック容器
に装着されているラベル類を除去して分離回収するための資源化技術の一部として広く適
用することができる。
【００４９】
　本発明によれば、多角形状回転体の回転刃ブレード部と円筒状本体内に設置した固定針
部とを協動させることにより、様々な形状を有し、無差別に変形圧縮されたような廃プラ
スチック容器を混合して投入しても、容器本体とラベル類とを分離して回収することがで
きる。
【００５０】
　すなわち、樹脂フィルムの熱収縮や接着剤によりプラスチック容器本体に装着されたラ
ベルを、プラスチック容器は破砕しないようにして確実に剥がすことができ、各種の形状
や大きさのプラスチック容器からラベルの剥離を効率的に行うことができる。したがって
、ラベルが分離された廃プラスチック容器を破砕して得られるプラスチック片の純度を高
めて資源化する際の各種処理工程を単純化して、全体的な処理コストを低減することを可
能としている。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　　プラスチック容器のラベル分離装置（実施例１）
　１１　　円筒状本体
　１１ａ　　供給口
　１１ｂ　　排出口
　１２　　多角形状回転体
　１２ａ　　回転駆動部
　１２ｂ　　軸受部
　１３　　第１回転刃ブレード部
　１４　　第２回転刃ブレード部
　１５　　固定針部
　１５ａ　　金属ピン
　１６　　係止部材
　１７　　移送ブレード
　２１　　プラスチック容器のラベル分離装置（実施例２）
　２２　　プラスチック容器用排出口
　２３　　ラベル片用排出口
　２４　　エアダクト
【要約】
【課題】円筒内に多数突設された針にプラスチック容器を回転させながら送り込むことで
、プラスチック容器に装着又は貼り付けられた樹脂系ラベルなどを容易かつ安価に分離処
理する。
【解決手段】プラスチック容器が供給される円筒状本体１１の軸芯部に設けられた多角形
状回転体１２と、多角形状回転体１２のそれぞれの矩形状側面に所定の傾斜角度で互いに
平行配置される一対の第１及び第２回転刃ブレード部１３、１４と、プラスチック容器の
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動きを規制するように前記円筒状本体の内側に所定長さに突設された複数の固定針部１５
とを備えた。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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