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はじめに
2020年 7月からレジ袋が全国的に有料化され、

を維持し雇用を確保するため、資源の採取から製
造・廃棄に至る従来の直線的な流れを見直し、共
有・修理・長寿命化・リサイクルなどの産業を創
生させる循環経済政策パッケージを 2015年に発

買い物の度に自前の手提げ袋を使うかレジ袋を購

表した。この中でプラスチックが優先分野の 1つ

入するかを問われるようになり、多くの人々は初

に選ばれ、EUプラスチック戦略では 2030年まで

めて廃プラスチックの問題を自分事として考える

に全プラスチックのリサイクル率を 55%まで高め

ようになったのではないだろうか。軽くて丈夫な

ることが定められた 4）。また2019年にEU理事会は、

プラスチックは 20世紀半ばから生産量が爆発的

プラスチック製のカトラリーや発泡ポリスチレン

に増加し、現在、世界で毎年 4億トンが生産され

容器等の使用禁止を採択した 5）。

ている
（図 1 ）1）。特に食品を常温で長期間保存で

EUは 20数か国の共同体であり、個別の国の事

きるプラスチック容器が発明されて以来、我々が

情を配慮すると政策決定が遅くなるため、まず目

日常的に購入している食品の大部分はプラスチッ

標となる枠組みを定めた後に微調整を図るトップ

ク容器に入れられている。
また海へ流出したプラス

ダウン型が多い。またエレンマッカーサー財団な

チックごみの総重量が 2050年には魚類を上回り 2）、

どの民間シンクタンクが方向を定め、官民一体と

生態系に深刻な影響を与えている可能性が指摘さ

なって新しい政策を積極的に取り入れている特徴

れ 3）、廃プラスチックは国際的に最重要な環境問

がある。

題の 1つとして認識されるようになった。本稿で

日本では 2000年以降にリサイクルに関する社

は、廃プラスチック問題の現状とその解決に向け
た取り組みを解説する。

プラスチックのリサイクルに関する
世界と日本の動向
国 連 は 持 続 可 能 な 社 会 を 実 現 さ せ る た め、
2015年 にSDGs
（Sustainable Development Goals）
を採択し、2030年までに達成すべき 17の目標と
169のターゲットを定めた。その目標の中で
「12,
つくる責任・つかう責任」や
「13,気候変動に具体
的な対策を」が謳われており、廃棄物や温室効果
ガスの排出量の大幅な削減が求められている。
EUはこれらの目標を達成すると共に経済成長
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環境基本法

はリサイクルし、2035年までにすべての使用済み
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イクル費用が高い点にある。また生産者とリサイ
クル業者が分業されているため、環境配慮設計や
資源消費量を削減するためのインセンティブが弱
く、過去の慣例に囚われ俯瞰的な政策を作り難い
特徴がある。

廃プラスチック処理の現状

循環型社会の形成のための法体系

世界で排出されている廃プラスチックは年間約
会システムが整備され、循環型社会形成推進基本

3億トンで、その約 47%は容器包装プラスチック

法等が施行された
（図 2 ）
。容器包装リサイクル法

が占めている。日本の 1人当たりの容器包装プラ

では、拡大生産者責任に基づいてプラスチックの

スチックの排出量は、アメリカ、ドイツ、イギリ

生産者や利用者にリサイクルに必要な費用負担を
課し、それを原資として現在約 40万トンの廃プ
ラスチックが再資源化されている。

ス、フランスなどの主要国工業国よりも少ない
6）
（図 3 ）
。

日本で排出された廃プラスチックは、容器包装

2018年にカナダで開催されたG7で日本は米国

リサイクル法が施行された 2000年頃は約 1000万

と共には海洋プラスチック憲章に調印せず、この

トンで、その約半分は単純焼却あるいは埋め立て

事が翌年のG20で議長国を務める予定だった日本

処理されていた。景気の長期低迷や人口減少など

で大きな政治問題となり、急遽プラスチック資源

の影響で、廃プラスチック量は 2019年には 850万

循環戦略が閣議決定された。日本のプラスチック

7）
トンまで減少した
（図 4 ）
。この20年間で廃プラ

循環戦略はEUを参考にしたもので、2030年まで

スチックのリサイクルが進み、マテリアルリサイ

に容器包装プラスチックの 6割をリユースあるい

クルは1.3倍、エネルギー回収は約1.4倍増加した。

アイルランド
アメリカ
ルクセンブルグ
エストニア
デンマーク
ノルウェー
ポルトガル
ドイツ
イタリア
イギリス
スペイン
フランス
ハンガリー
オーストリア
EU28平均
日本
ベルギー
リトアニア
ポーランド
チェコ
フィンランド
スロバキア
スウェーデン
ラトビア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
キプロス
ブルガリア
クロアチア

0

10

20

30

40

50

1人当たりのプラスチック容器排出量(kg/人)

図3

12

各国の1人当たりのプラスチック容器の排出量
（2018）
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固形燃料
単純焼却

廃プラスチック処理量の変遷

一方、単純焼却あるいは埋め立て処理された廃プ

年には約 10万トンが回収され、鉄や銀がそれぞ

ラスチックの割合は、47.3%から14.7%まで減少し

れ 4.0万トンおよび 0.5万トン再資源化された。プ

た。家庭および産業から排出される廃プラスチッ

ラスチックは 2.5万トン回収されたが、大部分は

クの 70%および 43%は容器包装プラスチックで、

エネルギー回収に利用され素材として再利用され

家庭から排出される量の 60%は既にリサイクルさ

た量はわずか0.35万トンに過ぎない 10）。

れているが、産業分野から排出される容器包装プ

自動車には軽量化や部品点数を減らして生産効

ラスチックはわずか 12～15%しかリサイクルされ

率を上げるために多くのプラスチックが使用され

ていない 8）。

ている。2005年の自動車リサイクル法の施行以降、

プラスチックは電気電子機器や自動車などにも

プラスチックを含むASR（Automobile Shredder

多く使用され、それぞれリサイクルに関する個別

Residue）
の適正処理が義務化され、2018年には年

の法律が施行されている。冷蔵庫やテレビなどの

間55.7 万トンが処理された。しかしASRの72.4%

大型家電は、家電リサイクル法で廃棄後にリサイ

はエネルギー回収され、マテリアルリサイクルさ

クルすることが義務付けされており、2019年に

れたプラスチックは0.5%程度に過ぎない 11）。

は鉄や金属などが 34.9万トン、プラスチックなど
のその他有価物が 16.1万トン回収されている 9）。
回収されたプラスチックは比重選別や静電選別で
分離されるが、再び家電に使用される割合は非常
に少ない。

廃プラスチックの最新のリサイクル技術
金属の精錬では、熱力学的に安定な鉱石にエネ
ルギーを加えて還元させインゴットを製造する。

スマートフォンなどのICTの急速な普及に伴い

使用済み製品に含まれる金属の大部分は還元状態

小型電子機器の市場が拡大し、貴金属やレアメタ

にあるため、新たに鉱石を精錬するよりもリサイ

ルを回収する目的で 2013年に小型家電リサイク

クルした方がエネルギー的にも経済的にも圧倒的

ル法が施行された。回収量は年々増加し、2018

に有利である。一方、廃プラスチックの発熱量は
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