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エネルギー分野

廃プラスチックから見えた資源循環の課題
～企業は使用済み製品の独自回収と再生利用促進が迫られる～

近年、相次いで報道されているストローやプラスチックの規制の動きの背景には、サーキュラーエコノミ
ーに取り組みたいEUと、廃棄物の輸入を止めて自国での廃棄物の回収を強化したい中国の思惑があ
る。そして、両者に共通する狙いは、「資源と経済の域内循環」である。
中国という廃プラスチックの輸出先を失った日本でも資源と経済の国内循環の形成が求められており、
分別を几帳面に行う日本人の国民性を循環の仕組みに活かすべきである。
本レポートでは一般系廃棄物を中心に、ストロー規制を契機とした廃プラスチック問題とその背景を考察
した上で、日本の課題を以下のように取り纏めた。

 結論

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



日本は年間140万tの廃プラスチックを輸出しておりその7割が中国向けであることから、中国
の輸入規制を踏まえて、今後は国内での再生利用の強化が必要。



再生利用には、廃プラスチックを「単一材料に分別し、異物が少なく、洗浄された状態」にする
ことが第一歩。廃棄物に混入する前にプラスチックを回収するルート構築も重要。



再生利用を前提に適切な回収・処理の仕組みを構築するといった、回収～再生利用全体を
見通した社会システムづくりが重要。



自動車分野では、材料の再生に向け「単一の材料でつくる」「取り外しやすい設計」が重要。
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廃プラスチックから見えた資源循環の課題

Ⅰ ストローで注目される廃プラスチック問題
ストローを始め廃プラスチックに対する政府の規制や企業の自主規制の報道が
相次いでいる。本章ではこの動きを総括し、欧州と中国各々の思惑と、および
その共通点を整理する。

1.ストロー規制、プラスチック規制
の動き

 英国
2018年4月、英国は2019年からイングランドで使い
捨てのプラスチック製ストローや飲料をかき混ぜるマド

政府による規制

ラー、プラスチックを芯の原料とする綿棒の販売を禁

 EU

じる方針を明らかにした。
また、2042年末までにプラスチックごみを可能な限

EUの行政執行機関である欧州委員会は、2018年
5月28日、ストローや綿棒など一部の使い捨てプラス

り削減する方針を示している。

チック製品の流通を禁止する新たな規制案を加盟国

 台湾

に提示した（図表1）。

台湾政府は、2018年6月にストローの使用に対す

欧州委員会では2018年1月、使い捨てのプラスチ

る規制案を打ち出した。規制案では、2019年7月から

ック容器・包装を2030年までに域内でゼロにする目標

ファストフード店やショッピングセンターなどで、店内用

を掲げた「欧州プラスチック戦略」を表明しており、今

に使い捨てのプラスチック製ストローを出すことが禁じ

回の提案はその実現に向けた具体策と言える。

られる。将来は対象を広げ、持ち帰り用でもプラスチッ

規制案では、製品によって4つの対応のいずれかが

ク製ストローを認めない方針である。

求められており、ストローは「流通を禁止して他の代替

タピオカミルクティー論争

素材に切り替えるもの」に位置付けられている。食品
容器や飲料カップなどは禁止とはなっておらず、必要

台湾名物のタピオカミルクティーは、つぶつぶ

性や代替物の有無などを考慮して、ストローには厳し

のタピオカを太めのストロー吸い上げて飲む食感

い規制を課したものと考えられる。

が人気である。政府のストロー規制を受け「タピオ
カミルクティーをどうやって飲むのか」という疑問が

図表 1：プラスチック規制に関する欧州委員会の提案
流通を禁止して他の代替
素材に切り替えるもの

ネットで巻き起こり、政府関係者が「スプーンで食

食器類（スプーン、ナイフ、
フォーク、皿、ストロー、マド
ラー）、軸にプラスチックを
使う綿棒、風船をつける棒

大幅削減に向け、加盟国
に数値目標の設定や有料
化などの対策を課すもの

食品容器、飲料カップ

生産者に廃棄物管理や海
の清掃費用などの一部を
負担させるもの

釣り用品、レジ袋

2025年までに90%の回収率
達成を義務づけるもの

PETボトル

べればよい」と反論して批判にさらされている。
タピオカミルクティーは1983年に台中市の春水
堂がはじめて作ったとされており（異説あり）、タピ
オカミルクティーとプラスチックストローは、わずか
35年の間に定着したことが分かる。
 米国
米国では、州単位、都市単位でストロー規制が課さ
れている。フロリダ州マイアミビーチでは、他国、他州

出所：各種資料をもとにテクノバ作成

に先駆け2012年にホテルによるストローの提供を禁

なおフランスでは、リサイクルされないプラスチック

止した。フロリダ州フォートマイヤーズやワシントン州シ

包装材を使った商品への罰金を上乗せする規制を

アトルでも、2018年に同様の規制を導入している。こ

2019年から導入するとしており、EUの規制に加盟国

の他ニューヨーク市やハワイ州、カリフォルニア州でも

独自の上乗せ規制が今後拡大する可能性もある。

プラスチック製ストローの規制が検討されている。
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なおLonely Whale FoundationのWebサイトによ

マイクロプラスチックには工業用研磨材、歯磨き粉

れば、米国では毎日約5億本のストローが消費されて

などに使用される、製品自体が小さなもの（一次マイ

おり、そのほとんどはリサイクルされていない。

クロプラスチック）と、大きなプラスチックが使用過程
や廃棄過程で切断、摩耗し小さくなったもの（二次マ

企業による自主規制

イクロプラスチック）とがある。従って、一次マイクロプラ
スチックだけでなく、プラスチック全体を適切に回収す

政府による規制と並行して、飲食業企業などでもス

ることが必要である。

トローに関する自主規制を始めている。
 マクドナルド

マイクロプラスチックの問題は、プラスチックの「さ

2018年9月から英国とアイルランドの計1,361店舗

び・腐食に強い」という工業利用上の特長が、自然界

でストローを紙製に切り替え、米国内でも今年中に一

で分解しないまま生物に摂取され蓄積されてしまう形

部店舗で紙製のストローを試験運用する。同社では、

でマイナスに作用した結果と言える。
なお海洋へのプラスチックの排出国に注目すると、

2025年までにプラスチックストローを全廃する。

圧倒的アジアが多い（図表2、図表3）。これらアジア

 スターバックス

の国の多くでは、今後も経済発展、人口拡大が続くこ

2020年までに全世界でプラスチックストローを廃止

とから、適切なプラスチック回収の仕組みを構築しな

し、ストローなしで飲める容器のふたを導入する。

ければ、海洋マイクロプラスチックはさらに増加する。

 アメリカン航空

ウミガメの動画をきっかけとするストローやプラスチック
の規制の動きは欧米で先行しているが、実は海洋プ

2018年7月から、空港ラウンジで自然分解される

ラスチック問題はアジアでの対策が急務である。

素材のストローを使用し、マドラーは木製に切り替え
た。機内では同年11月から竹製マドラーを使用する。

図表 2：海洋に流出したプラスチックゴミ（国別推計）

 すかいらーくグループ

万t/年

2018年8月に、2020年までにグループすべての店

0

舗（国内外約3,200店）でプラスチック製ストローを廃

中国(1位）

止することを発表した。なお、グループ全体での年間

インドネシア(2位）

のストロー使用量は１億500万本にのぼる。

2. なぜプラスチック規制なのか
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直接のきっかけとなった出来事
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 廃プラスチックの海洋流出問題

：
日本(30位）

2015 年 8 月、コスタリカ沖で調査をしていたテキサ

11

6

出所：Plastic waste inputs from land into the ocean (2015.Feb.
Science)を元にテクノバ作成 （データは2010年のもの）

ス A&M 大学の海洋生物学調査チームが、鼻に長さ
10cm にもなるプラスチックのストローが詰まり苦しそう
に呼吸するウミガメをみつけた。8 分かけて引き抜いた

図表 3：海洋へのプラスチック流出量の多い河川

様子は動画でネット配信され、プラスチックによる海

順位

洋汚染に関する関心を喚起した。

1位

長江

6位

ガンジス川

2位

インダス川

7位

珠江

3位

黄河

8位

アムール川

4位

海河

9位

ニジェール川

5位

ナイル川

10 位

メコン川

プラスチックによる海洋汚染で特に問題とされてい
るのが粒系1mm注２）以下のマイクロプラスチックであ
る。マイクロプラスチックは下水処理の過程でろ過でき

河川名

順位

河川名

ないなどの理由で海中に放出され、蓄積されている。

※網掛けはアジアの河川

注2)5mm以下とする考え方もある。

出所：「週刊エネルギーと環境」（2018年7月5日）を元にテクノバ作成
（データは2018年UNEP資料）
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 中国の廃棄物輸入規制

同パッケージは、「廃棄物の再生利用」「再使用」

中国は2017年7月、廃棄物の輸入を同年12月か

「再製造（リマニュファクチャリング）」「寿命延長」「共

ら制限することをWTOに通告した。対象は廃プラスチ

有化」など、サーキュラーエコノミーの考え方を政策と

ック、未選別古紙、廃紡織原料、金属類、使用済み

して推進するものである。冒頭に述べた「欧州プラス

電化製品などである。2019年からは工場からの廃プ

チック戦略」は、この「循環経済に関する政策パッケ

ラスチックの輸入も禁じられる。

ージ」のプラスチック分野版である。

これまで中国がプラスチックを含む廃棄物を輸入し

注目すべきは、「循環経済に関する政策パッケー

ていた目的は、輸入廃棄物を分別し必要な資源を取

ジ」は経済政策であり、規制されるプラスチックへの代

り出して再生利用し、残りは焼却して熱として利用する

替製品の製造、リサイクル産業の促進を通じて産業

ことにあった。しかしながら、特に地面に直置きされた

振興、雇用拡大を目指している点である。現在EUで

廃棄物を人が手作業で分別する過程から、人の健康

使用されているプラスチックの多くはアジア・米国から

被害や土壌汚染が問題視されるようになった。そこ

の輸入であることから、規制を行っても国内製造業ヘ

で、中国国務院（中国の最高国家行政機関）では、

の影響は少ないという判断があったと見られる。

「国門利剣（ナショナルソード）2017」と名付けた政策

「欧州プラスチック戦略」では、2030年に完全履行

を打ち出し、今回の輸入規制に踏み切っている。

された時点で、企業は対応に年間30億ユーロ（約

実際、中国の廃プラスチックの輸入量は2017年後

3,800億円）超のコストが発生するものの、リサイクル

半以降減少を続けている。うち日本からの輸入量は

産業等で約3万人の雇用が創出され、消費者にとっ

総量の1~2割を占めており、総量の減少に合わせて

ては年間約65億ユーロ（約8,300億円）の節約にな

減少している（図表4）。なお、EU全体ではこれまで日

り、行政は約220億ユーロ（約2兆8千億円）相当の環

本よりも多くの廃棄物を中国に輸出してきた。先にみ

境破壊や清掃費用を回避できると推定されている。

たEUのプラスチック規制も、中国の輸入規制が大き

廃棄物処理に係る秩序の向上を狙う中国

な背景となっている。

先述の通り、中国が廃棄物の輸入規制に踏み切っ
図表 4：中国の廃プラスチック輸入量（月別）
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一方、中国では廃棄物自体は依然安価な資源と
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433 416

100

2017.1月

鉛、カドミウムなどの有害物質を排除することも狙いで

輸入規制を実施

53

見做されている。このため習政権では国内で発生す

2

る廃棄物の回収とリサイクルの強化を目指し、2015

2018.1月

49

500

300

境汚染の防止がある。つまり、今回の輸入規制はプラ

輸入規制を通告

700
600

た背景の１つには、分別作業従事者の健康被害や環

年度に2億4,600万tだった廃棄物回収量を、2020年
度には3億5,000万tに引き上げる方針を打ち出してい

出所：Global Trade Atlasをもとにテクノバ作成

る。
ここで課題になるのが、国内での回収・分別におけ

3.各国の思惑

る安全確保、環境保全の仕組みである。習政権で
は、不法投棄を行うなど不適切な事業者の摘発を強

EUの狙いはサーキュラーエコノミー

化しており、手始めに2017年7月以降、中国全土の

EUがプラスチック規制に踏み切った背景の１つに

廃棄物輸入資格を有する企業を対象にした監査が

は、中国の輸入規制以前の2015年に打ち出された

行われ、1,784社中約60％にあたる1,066社の企業

「循環経済に関する政策パッケージ」の存在もある。

が不合格とされた。
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また、適切な事業者が運営する「再生資源市場」

用することで、海外への資金流出を食い止める狙いも

への廃棄物の集約も行われている。この再生資源市

あると考えられる。

直置きもしない。搬入出の重量も計測されるなどの管
理体制が敷かれている。これまでの中国は、国内で

以上、EUと中国の思惑について見てきたが、今回

廃棄物の収集・処理の仕組みが構築されていない中

の両地域の取り組みは、直接の狙いは違えど、いず

で、資源・エネルギー獲得を目的に海外の廃棄物を

れも「資源と経済の域内循環」を目指す取り組みとい

購入していた。廃棄物に係る安全確保、環境保という

う点では共通している。

背景に加え、これを契機に国内で廃棄物を回収・利

マイクロプラスチックと人体
マイクロプラスチックは海洋汚染だけでなく、人

プラスチックを呼吸により吸入してしまう、などの侵

体にも影響を与えることが指摘されている。

入経路が指摘されている。

１．人体への侵入経路

２．人体への影響

最も大きな侵入経路は水産資源経由である。海

マイクロプラスチックの人体への影響について

洋生物が海中で摂取したマイクロプラスチックは、

は未だ研究段階である。ただし、マイクロプラスチ

生物濃縮を経て大型の魚類に蓄積し、それを食べ

ックはダイオキシンやPCBなどの有害物質を吸着

食べた人間の体内に入る。海水から精製する天然

しやすいという性質を持っており、ホルモン異常や

塩にもマイクロプラスチックが含まれる。

生殖異常を引き起こすという研究もある。

また、PETボトルの生産過程でボトル内にマイク

今回のレポートでは、プラスチックのリサイクル

ロプラスチックが残留し、飲料を飲んだ人間の体内

を中心に述べているが、人体への悪影響が明確に

に入るとされる。この他、歯磨き粉や洗顔料などに

なれば、リサイクル以上に、代替材料、生分解性プ

含まれるマイクロプラスチック製のスクラブ剤を飲

ラスチックなどへの置換の促進に対策の重点を置

み込んでしまう、空気中の粉塵に含まれたマイクロ

く必要が生じる。





ストローを始めプラスチックを規制する動きが各国で進んでいる。
きっかけの一つ、海洋プラスチック問題はアジアで対応が急務である。
プラスチック問題の背景となったEU、中国の動きの背景には、ともに「域内での資
源と経済の循環」を指向していることが挙げられる。
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Ⅱ 日本の廃プラスチック処理の現状と課題
日本は2017年に約140万tの廃プラスチックを輸出しうち7割が中国向けであっ
たことから、資源と経済の国内循環に取り組む必要性に直面している。本章で
は、日本ならではの廃プラスチックの再生利用とその課題について考察する。

1.日本におけるプラスチックの生
産・利用・処理の状況

いに注目すると、産業系廃棄物では再生利用が138

プラスチック全体のマテリアルフロー

では再生利用は68万t（16.7%）(7)にとどまる点があ

万t（約28.0%）(6)を占めるのに対し、一般系廃棄物
る。また、リサイクルされずに処分されるプラスチック

日本におけるプラスチックの生産・利用・処理の状

は、産業系廃棄物では64万t（13.0%）(8)に対して一

況に関しては、一般社団法人プラスチック循環利用

般系廃棄物では76万t（18.7%）(9)にのぼる。

協会がマテリアルフローを整理している（図表5）。

この理由として、産業系廃棄物の場合、プラスチッ

これによると、日本では2016年において1,075万ｔ

クが比較的単一材料でまとまった量が特定の場所か

(図中(1)；以下同)のプラスチックを生産、945万t(2)

ら発生するため再生利用が行いやすいことが挙げら

を国内使用し、899万ｔ(3)の廃プラスチックを排出し

れる。一方、一般系廃棄物は、家庭ごみから廃プラ

ている。このうち、一般系廃棄物が407万t(4)、産業

スチックを取り出す分別の手間と費用を要する上、廃

系廃棄物が492万t(5)である。

プラスチックの内容もまちまちという問題がある。

一般系廃棄物と産業系廃棄物との処理処分の違

図表 5：日本におけるプラスチックのマテリアルフロー（2016 年）
(1)
(7)
(4)

(2)

(3)

(9)
上下計

(5)

(6)

(8)
上下計

出所：一般社団法人 プラスチック循環利用協会「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」（2017年12月）

廃プラスチックの輸出

2010年には現在とほぼ同じ160万tを超えたが、近
年減少傾向にある（図表6）。なおこの輸出量は、先

日本からの廃プラスチック輸出量は1990年代～

のマテリアルフロー上は全て再生利用に含まれる。

2000年代、中国の経済発展とともに大きく拡大し、
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図表 6：日本からの廃プラスチック輸出量の推移

スチック対策がさらに積極化するものと思われる。
日本は、産業界との調整に時間がかかること、憲

単位：千t

1,800
1,600
1,400
1,200

章の中に賛成できない表現があることなどを理由に

その他
香港

米国とともに署名を見送り、国内外から批判を浴び

中国

た。

47%

1,000
19%

800

ただし、日本政府はその後積極姿勢を打ち出して

600

400

44%

いる。菅義偉官房長官は廃プラスチック問題に関し
52%

て、日本が議長国を務める2019年6月の大阪での

200

0

G20において「世界をリードできるよう取り組む」と発
言している。

出所：財務省「貿易統計」をもとにテクノバ作成

「G7海洋プラスチック憲章」（2018年6月）の主な
内容

輸 出 先 の 内 訳 を み る と 、 2017 年 で は 中 国 が

 2020年までにマイクロプラスチックの使用を削

52%、香港が19%である。香港に輸出される廃プラ

減すべく化粧品などの産業界と協力

スチックのほとんどは中国に再輸出されているため、
最終的には全体の約70%は中国に輸出されてい

 2030年までに100%のプラスチックを再利用・リ

る。2010年時点では、中国と香港への輸出が全体

サイクル可能に、またリサイクル素材の使用率

の90%を超えていたことと比較すると、経年では減

を50%以上に

少傾向にある。一方でその他の国への輸出が増加し

 2030年までにプラスチック包装の55%をリサイク

ており、内訳ではベトナム、タイ、マレーシアなどへの

ルまたは再使用し、2040年までに全てのプラス

輸出が多い。ただし、これらの国の輸入量は2010年

チックを100%回収

頃の中国の輸入量をカバーするには至っていない。
また、中国がプラスチックの輸入を規制した理由

第４次循環型社会形成推進基本計画の策
定

が環境汚染対策であることを踏まえると、他国に輸
出すれば問題が解決する訳ではない。その上、近年

G7サミットとほぼ同時期の2018年6月19日、日本

日本からの廃プラスチック輸出量が増加しているベト

国内では「第4次循環型社会形成推進基本計画」を

ナムは、世界で3番目に多くのプラスチックゴミを海

閣議決定し、そこに「プラスチック資源循環戦略」を

洋に流出させている国でもある。

策定することが盛り込まれた。

これらを踏まえると日本は、国内でプラスチックを

「プラスチック資源循環戦略」は、2019年6月の

適切に回収、処理、再利用できる社会システムを構

G20までに策定することが予定されており、「週刊エ

築するだけなく、このような社会システムを、アジアを

ネルギーと環境」によると、環境省は具体的な数値

はじめとする新興国にも展開していくべきである。

目標に関して「G7海洋プラスチック憲章を積極的に

2.廃プラスチック問題に関する、
日本政府の近年の取り組み

参考にする」としている。

インフラ輸出戦略では廃棄物発電に言及

G7海洋プラスチック憲章への署名見送り

2018年6月7日に、政府は「インフラシステム輸出

2018年6月、カナダ・シャルルボワで開催された

戦略（平成30年度改訂版）」を決定した。

G7サミットでは、G7海洋分野会合でカナダ、フラン

この中では、環境・リサイクル分野において廃棄物

ス、ドイツ、イタリア、イギリス、およびEUの首脳が

発電技術が取り上げられ、インフラ自体の輸出だけ

「G7海洋プラスチック憲章」に署名した。EUおよび

でなく、ガイドラインの作成支援、モデル都市の支

英国、カナダでは、この憲章を踏まえて今後、廃プラ

援、適切なビジネスモデルの確立などパッケージとし
7
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て提供することが謳われている。

ンンティブを付与する方法が考えられ、ドイツ、スウェ
ーデンなどでは実際にPETボトルに適用されている。

3.日本ならではの廃プラスチック
の再生利用とその課題

 量がまとまるものは効率的に分別する
一定量の廃プラスチックが発生するが、他の物質

廃プラスチックの“品質確保”に向けた社
会システム構築の必要性

と混在し、独自に回収ルートが構築しにくい場合（家
電製品など）は、廃棄物として回収された中から効
率的にプラスチックを分別することが重要になる。

中国へのプラスチック輸出が禁じられた今、日本
国内でのリサイクル、特に廃プラスチックの再生利用

赤外線を用いたり、比重の差を活用してプラスチッ

が求められる。再生利用を推進するには、先ず集め

クを識別し、その結果によって選別する機器は既に

られた廃プラスチックが“高品質であること”が重要に

製品化されており、新製品では識別できる材質の範

なる。ここで言う高品質とは、廃プラスチックの材質

囲が拡大している。

が単一注3)で、異物が混入しておらず、洗浄されてい

それでも機械は万能ではない。生活者・企業が分

ることである。実際、PETボトルは異物の除去度合

別を徹底し、投入する廃棄物を最初からできるだけ

い、洗浄度合いでリサイクル業者の買取価格は大き

単一の材質にしておくことは、単一な廃プラスチック

く異なる。

を正確かつ効率的に分別するために重要である。

注3）プラスチックを再生利用するためには、例えばポリプロピレンとポ
リエチレンなど、材質レベルで分別する必要がある。

 量がまとまらないものは代替材料を考える
分別しても量がまとまらない、小さなプラスチックも

環境省は2017年11月、中国の廃棄物輸入規制

世の中には多数存在する。このようなプラスチックは

を受け、「省CO2型リサイクル高度化設備導入促進

むしろ代替材料を考える方が効率的である。代替材

事業」の追加公募を行った。同事業は、国内での安

料への変更は、廃棄物自体の減量につながる訳で

定的な資源循環が見込めることを条件とした、PET

はないが、回収しにくいプラスチックをなくすことは少

ボトルなどに対する異物除去、選別、洗浄、原料化

なくともマイクロプラスチック削減にはつながる。

などの施設導入への補助制度である（補助率上限

リサイクルをビジネスに

1/2）。

 回収～リサイクルをトータルで考える

同制度を活用した施設の普及が期待されるが、
一方で、補助対象施設は1/2の補助を受けたとして

「日経ESG2018年5月号」によると、中国 で廃

も高額である。反面、再生品の販売価格を高く設定

PETボトルを材料にペレットやシートを製造していたリ

するには限界がある。つまり、廃プラスチックの再生

サイクル企業の中に、既に日本に進出しリサイクル

利用を効率的に行うことが重要であり、施設整備だ

工場の整備を進めている企業がある。中国企業が

けでなく、生活者の分別や産業の協力を組み込んだ

日本の比較的高品質な廃プラスチックに目を付けて

社会システムの構築が重要となる。これは几帳面に

日本でリサイクルし、廃プラスチックではない形で中

分別ができる日本人ならでは構築できる社会システ

国に輸出する。

ムでもある。

廃プラスチックが高品質であればリサイクルビジネ
スが回るという一例ではあるが、惜しむらくは、コスト

期待される回収の多様化

をかけて分別、洗浄するところまで日本の負担で行

 別に回収できるものは別に回収する

いながら、それを製品にして販売するという、最も付

再生利用に向けて廃プラスチックを取り出すに

加価値を付けられるところを、操業場所こそ日本で

は、他のごみと混ざってしまった廃棄物の中からプラ

はあるが中国企業が行っていることである。

スチックを取り出すより、最初からそれだけを回収す

リサイクルを、再生品の販売までをトータルでビジ

るルートを確立するのが効率的である。具体的な手

ネスとして捉え、どのような再生品を製造するか前提

法として、デポジット制度のように別に回収するインセ

に、回収・処理の仕組みを考える必要がある。例え
8
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図表7：プラスチック再生事業のプロセスのイメージ

ば産業系であれば、廃プラスチックを回収する業者
がハンディな赤外線分光器を携行して回収の都度
測定し、プラスチックの単一度合いに応じた価格で
買い取り、それぞれに適切なリサイクル業者に適切
な価格で販売するような取り組みは、現状の技術で
も可能である。
重要なポイントは、プラスチックを回収する入口
で、できるだけ廃棄物に混入させず別のルートに載
せること、そのために分別にインセンティブを設定し
て、プラスチックを排出する生活者・企業を巻き込む
ことである。

出所：経済産業省資料

 製品設計から見直す
できるだけ単一材料のプラスチックを分別して取り

新興国の発展段階に応じた廃プラスチッ
クの有効利用の仕組みづくりへの支援

出すことが、その後の再生利用に適しており、廃プラ
スチックの買い取り価格も高くなることを踏まえると、

欧州の目指すプラスチック規制には、新規産業で

そもそも製品設計の段階から、「できるだけ少ない種

の雇用を欧州に確保する狙いもある。再生利用で雇

類の材料でつくる」「取り外しやすい設計にする」こと

用が確保できることは人手がかかることを意味してお

が重要になる。

り、どうしても割高になる。また分別への国民意識の

一方で、廃棄物とは別個に廃プラスチックを回収

浸透という課題もある。従って、このようなモデルを

し代金を払う、現在の古紙回収のような仕組みがプ

新興国ですぐに導入するのは難しい面がある。

ラスチックで構築できれば、上記のような設計で製

一方中国では依然として、火力発電用の安価な

品価格が割高になったとしても、消費者はプラスチッ

熱源として廃棄物が期待されており、これは他の新

クを回収してもらうことで代金を得ることができ、負担

興国にも同様と考えられる。つまり、新興国でもいず

感は従来品との価格差よりは小さなものになると考

れはプラスチックを再生利用する社会づくりが求めら

えられる。

れるが、当面はプラスチックをエネルギー源として活
用することが新興国の事情に適うと考えられる。

 再生プラスチックの品質マネジメントシス

先に挙げた、日本政府のインフラ輸出戦略には新

テムは制定済み

興国に対する廃棄物発電の導入支援が謳われてい

石油から生産したバージンなプラスチックと比較し

るが、中長期的には、各国の経済発展や産業構

た品質に不安を覚え、再生プラスチックの利用に躊

造、廃棄物回収などの状況に応じて、発電から再生

躇する企業もあることが考えられる。

利用の仕組みづくりへと、支援内容を転換していくこ

これを踏まえて2016年に経済産業省では、再生

とも必要である。

プラスチックを提供する事業者が、自社製品の品質
やトレーサビリティー情報を自己宣言し、プラスチック

4.企業の取り組み事例

を調達するメーカーに信頼性を付与する品質マネジ

独自の回収ルート確立の事例

メントシステムをJIS 制定している。

 自社が販売した玩具を自ら回収・再利用（日

本マクドナルド）
日本マクドナルドは、2018年2月23日から5月6日
まで「ハッピーりぼーんプロジェクト」を実施した。これ
は同社のセットメニュー「ハッピーセット」に付けた玩
9
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具で、子どもが遊ばなくなったものを店舗で回収し、

なお生分解性プラスチックは、リサイクルを必ずし

同社のトレーとして再生させるものである。

も前提としていないこと、実際に海水においてどの程
度の時間で生分解されるかの評価方法が確立して

代替材料の利用事例

いないことなどの課題がある。

 紙のストロー（中川政七商店）

その他の事例

各国でのストローの規制や自主規制の動きを踏ま

 廃棄物からエタノール抽出（積水化学工業）

え、国内外で代替材料のストローが販売されている。
日本で市販されている紙製ストローの１つ、中川

プラスチック専用の技術ではないが、積水化学工

政七商店のストローは、蝋引き紙と呼ばれる耐水性・

業では廃棄物を2,000℃で溶かしガス化した後、微

耐湿性を持たせた紙素材でできている。

生物を用いてエタノールを精製する技術を開発し

小売価格は一般的なプラスチックストローの価格

た。

に比べ割高であるものの、ストローの提供を続けたい

従来も廃棄物からエネルギーを取り出すリサイク

飲食店等では有力な代替品になりうる。

ル法はあったが、成分を安定させるために単一の素
材を集めなければならなかった。積水化学工業の技

 生分解性プラスチックのカップ麺容器（日

術は、単一ではない廃棄物をエタノールにできるの

清食品ＨＤ）

が特長である。

2018年8月日清食品は、現状紙や発泡スチロー

プラスチックの再生利用には、あくまで単一な材

ルを使用しているカップ麺容器を、2～3年後を目途

質を分別して取り出すことが基本となる。本技術は、

に生分解性プラスチックに切り替える方針を明らか

精製されるエタノールがどの程度の価格で販売でき

にした。日清食品はカップヌードルについて2008年

るかなど事業化に向けた課題も存在するが、形状が

から容器を紙製にしているが、生分解性プラスチック

小さいなど、どうしても分別し再生利用することが困

は紙よりも環境にやさしいと判断し、すべての容器の

難なプラスチックが混在した廃棄物を再利用する手

切り替えを目指すこととした。課題は費用で、カップ

段と位置づけられる。

麺１個あたり数十円の上昇になるという。



日本では毎年約900万ｔの廃プラスチックが排出され140万tが海外に輸出。その7
割が中国向け。中国の輸入規制を契機に、廃プラスチックの輸出を削減して再生利
用を行う「資源と経済の国内循環」が重要。



再生を促進する上では、廃プラスチックの材質が単一で異物がなく、洗浄されてい
ることが重要で、このような廃プラスチックほど買い取り価格も高い。
→回収ルートの構築も重要。



製造業には「できるだけ少ない種類の材料でつくる」「取り外しやすい設計にする」
ことが重要になる。



新興国に対しては、短期的には廃棄物発電の支援、中長期的にはプラスチックの再
生利用支援と、発展段階に応じた支援が必要。
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Ⅲ 補論

自動車と廃プラスチック

本レポートでは、再生利用に向けた課題がより大きい一般系廃棄物を中心に見
てきたが、本章では補論として今後の自動車とプラスチックについて課題を提
起する。

1.今後の自動車とプラスチック

ただし、CFRPの問題は、鉄に比べ圧倒的に高コ

軽量化が求められる自動車

ストなことであり、普及車種に採用されるには時間が

 背景はCO2排出削減

かかるとみられる。
 マルチマテリアルが先行して普及

EUは2021年にCAFEで25km/Lという燃費規制
を設定しており、燃費向上対策の１つとして軽量化は

マルチマテリアルは、軽量化材料を含む複数の材

不可欠である。一方、EVであれば走行中にはCO2

料を組み合わせて、全体としての軽量化を図るもの

を排出しないが、現状の車載用電池では航続距離

である。材料にはそれぞれ長所・短所があるため、

が不足するため、軽量化がやはり重要である。プラス

「適材適所」を図ることが狙いである。
熱可塑性CFRPはコストの問題もあり、マルチマテ

チックは軽量化材料として有望であり、既に内外装

リアルが先行して普及すると考えられる。

などに用いられてきているが、今後さらにプラスチッ
クが多用される方向にある。

マルチマテリアルからのプラスチック選
別が課題

 熱可塑性CFRP、課題はコスト
既に、BMW・i3（2013年）のように車体の大部分

マルチマテリアルは単一材料ではなくなるため、再

をCFRP 注5） として軽量化を図ったモデルが発売さ

生利用に向けてはプラスチックだけを取り出すことが

れ て い る 。 i3 を は じめ と して 現 在 使 用 さ れ てい る

難しくなってくる。

CFRPは、再成形が困難な熱硬化性のCFRPであ

現状、マルチマテリアル材のリサイクルについては

った。ただし最近では、再成形が比較的容易な熱可

十分な研究が進んではいないが、今後、例えば必要

塑性のCFRPも開発が進んでいる。NEDOと名古屋

な強度を保ちながら、ある条件を与えれば容易に分

大学ナショナルコンポジットセンターは2017年10月、

離できるような接着接合方法の開発なども期待され

熱可塑性CFRPのみによる自動車用シャシーの製

る。

作に世界で初めて成功した。
注5）Carbon F ber Reinforced Plastics（炭素繊維強化プラスチッ
ク）。プラスチックを炭素繊維で強化し強度・剛性を高めたもの。

2. 期待される、再生利用に向けた自
動車設計と社会システムの構築

図表8：熱可塑性CFRPを用いた自動車のシャシー

Ⅱ章で述べたが、自動車でも「できるだけ少ない
種類の材料でつくる」「取り外しやすい設計にする」こ
とは今後重要になる。そしてこのような設計と並行し
て、取り出したプラスチックその他の資源をそれぞれ
回収し、再生利用に回すシステム構築が重要にな
る。
自動車は車検制度があるため、廃棄されることの
確認や廃棄場所の特定が容易である。自動車産業
には、我が国を牽引する産業として、再生利用に向
出所：NEDOウェブサイト
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廃プラスチックから見えた資源循環の課題

けた製品設計とともに、自動車産業におけるプラス

構築にも取り組み、社会にモデルを提示する役割が

チックその他の資源の回収～再利用の社会ステム

期待される。




自動車には軽量化が要請されており、プラスチックの使用が進む方向に。
プラスチックを含むマルチマテリアルが進むと、材料の単一度合いは下がるためプ
ラスチックを回収するハードルが高くなる。
→強度を保ちつつ、ある条件では容易に分解できるような接着接合の開発にも期待。



材料の再生利用を考えると、自動車でも「できるだけ少ない種類の材料でつくるこ
と」「取り外しやすい設計にすること」は重要になる。
→自動車産業には、再生利用を行いやすい車両の設計とともに、自動車での資源の
回収～再利用の社会システムづくりに取り組んでいくことが期待される。
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