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はじめに 

 

皆さんの地域では、プラスチックごみは「可燃ごみ（燃やせるごみ）」でしょうか、

それとも「不燃ごみ（燃やせないごみ）」でしょうか。東京都では、最近は「可燃ごみ

（燃やせるごみ）」として回収する区が多くなって来ました。 

皆さんは、「容器包装リサイクル法」という法律を知っていると思います。この法律

は、容器包装廃棄物のリサイクルを促進することを目的に 1995 年（平成７年）にでき

ました。この法律では、容器包装を、ガラス瓶、ペットボトル、紙製容器包装、プラス

チック製容器包装に分類し、回収することにしています。皆さんは、ごみを出す時に、

この法律で言う「プラスチック製容器包装」と「容器包装ではないプラスチック」を分

けていますか?  

また、回収された「プラスチック製容器包装」は、現在どのように処理されているの

か知っていますか?  「容器包装リサイクル法」では、「リサイクル」と言わず、「再商

品化」と言い、プラスチックの材料に戻すことが優先されています。ほんとうに元のプ

ラスチックに戻るのでしょうか？ また、材料に戻すことがほんとうに環境に良いので

しょうか。 

この中間報告は、プラスチックのごみを今後どのように処理すれば良いかを考えるた

めに集まった研究会のメンバーが今まで勉強したことを整理したものです。メンバーの

多くは、プラスチックの生産や処理に携わっている人たちです。研究会が始まる前は、

今後も増え続けると予想されるプラスチックごみをどのように処理すべきか悩んでい

ました。 

研究会は 2009 年 6 月から活動を始め２ヶ月に一度程度の会合を持ち、上述のような

疑問を解決するためにごみ処理に関する資料を集め、また東京都のごみ処理施設を見学

しました。皆さんもご存知のように、最近のごみ処理施設では、ごみを燃やしてその熱

で発電しています。プラスチックはガソリンや重油のように「燃える物質」ですから、

その燃やした熱を発電に利用することができます。研究会の後半からは、ごみの焼却施

設を設計・建設・管理している人たちに加わっていただき、ごみの焼却・発電の是非に

ついて勉強しました。 

私達は今、回収されるプラスチックごみの性質によって、その処理方法を変えるべき

だと考えています。「プラスチック」と言ってもその種類は数多く、家庭から出たプラ

スチックごみで元のプラスチックに戻すことができるものは、現状ではペットボトルと

スーパーで使用されている白色トレイに限られています。これらは今後も元の物質に戻

すリサイクルを推進すべきですが、その他のプラスチックごみは「可燃ごみ（燃やせる

ごみ）」として発電に利用する方が良いと考えています。この中間報告は、この考えに

至った理由を整理したものです。 
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プラスチックごみの処理は、歴史的にも多くの議論を経て決められて来ました。ここ

数十年の間にその量と質が大きく変化し、焼却炉の技術もめざましく発展しています。

プラスチックごみの処理の現状を知ると共に、将来に向けてより良い処理方法を見いだ

して行く努力を続けることが重要と私達は考えています。この中間報告を基に、プラス

チックごみの処理方法について、皆さんと一緒にさらに議論して行きたいと考えます。

よろしくお願い致します。 

 

2011（平成 23）年 8 月 

 

プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦 

（工学院大学工学部 教授） 
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１．プラスチックは不燃物（燃やせないごみ）か可燃物（燃やせるごみ）か？ 
 プラスチックごみは今までどのように処理されてきたのでしょうか、また今後はどのよ

うに処理すべきでしょうか。その回答を見つけるために、この章では日本のごみ全体の処

理方法の歴史と現状を調べ、その中のプラスチックごみの処理方法を整理します。また、

ヨーロッパでのプラスチックごみの処理方法を紹介します。 

 

1.1 ごみとプラスチックはどのように処理されてきたのか？ 

明治時代からの日本のごみ処理の仕方を、関係する法律と共に表１にまとめました。

戦前のごみの処理は、伝染病の予防などを目的に焼却処理を中心に整備されてきました。

ごみの焼却技術は図１－１に示すような欧州から輸入されたシステムが基本ですが、水分

が多く発熱量が低い日本のごみに適応するように燃焼技術が改良され、また、高度経済成

長によるごみ量の増大に対処するために、設備の機械化・高度化・大型化が図られて来ま

した。 

1970 年代に入ると経済成長によりごみの処理量が増大し、さらにごみ中のプラスチッ

クの割合が大きくなりました。それと共に、燃焼排ガス中の塩化水素や窒素酸化物、煤塵

が大気中に排出されることが問題になりました。 

ごみの燃焼の特徴の一つは、石油や石炭などの化石燃料による燃焼と異なり、ごみ中

に含まれる厨芥類（台所から出される料理くずや食べ残し）の塩分や塩化ビニルの塩素分

に起因する塩化水素が多く排出されることです。塩化水素は、ごみの燃焼エネルギーを発

電や熱回収によって有効利用しようとする場合に、ボイラーや熱交換器に使用される金属

類の腐食・減肉・孔あきというトラブルを引き起こす原因になります。図１－2 は温度と金

属の腐食の速度の関係を表しています。グラフの横軸はボイラー内の水が通る金属管（水

管）の表面温度を、また縦軸は金属の腐食の速度を示しています。ごみ焼却炉での燃焼温

度は約 900℃と高温ですが、熱が回収されるボイラー内では約 400～200℃と下流に進むに

つれて排ガスの温度は低下して行きます。 

図１－２に示すように、金属の腐食パターンは大きく 2 種類に分けることができます。

一つは、グラフの右側に示されるごみの燃焼排ガスに多く含まれる塩化水素が原因となる

腐食で、表面温度が 320℃以上になると急激に進みます。もう一つは、図の左側に示される

受入供給設備
（ごみピット，クレーンなど）

燃焼設備
（焼却炉など）

ガス冷却設備
（ボイラなど）

排ガス処理設備
（集じん器など）

通風設備
（誘引通風機など）

（ごみ収集車）

（大気放出）

 

図 1－１ ごみ焼却システムの基本構成 
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石炭や石油の排ガス中の多く含まれる硫黄酸化物(SOx)が原因となる腐食で、金属の表面温

度が 100～140℃の領域で進みます。したがって、実際のごみ焼却施設の建設においては、

燃焼排ガスと接触するボイラー水管の表面温度が150～320℃の範囲に収まるように設計が

なされています。塩化水素による腐食が少ない天然ガスを使用する火力発電所ではボイラ

ー水管の表面温度をさらに高く設定できるので、40%を超える高い発電効率を実現すること

ができます。近年ではごみ焼却場の発電効率も、水管の設計表面温度を 400℃程度にするこ

とができる腐食に強い材料開発等により、第６章で示すように 25%程度まで向上していま

す。 

また、ごみ中のプ

ラスチックの増加によ

る燃焼温度の上昇は、

燃焼空気に含まれる窒

素が窒素酸化物(NOx）

になって大気中に排出

される問題を引き起こ

ました。しかし、この

問題も、低空気比燃焼、

二段燃焼、排ガス再循

環などの窒素酸化物排

出抑制のための技術開

発が進み、現在では克

服されています。 

1980 年代の半ばからダイオキシン問題が表面化するようになり、1990 年にダイオキシ

ンガイドラインが施行されました。しかし、1995 年ごろから埼玉県所沢市近郊の野菜のダ

イオキシンによる汚染などが報道で大きく取り上げられるようになりました。その結果、

1997 年のダイオキシン新ガイドラインの設置、1999 年のダイオキシン特別措置法の施行に

より、ごみ焼却場でのダイオキシン類低減対策が大きく進展しました。プラスチックの処

理とダイオキシンについては、第５章でさらに詳しく説明します。 

また 1990 年頃から埋立用地の逼迫が問題視されるようになり、またごみの資源化を推

進する気運が高まり、重量に比べ容積が大きい容器包装のリサイクル法が1995に制定され、

1997 年から本格施行されました。これに続いて、家電リサイクル法や自動車リサイクル法

などが整備され、単に廃棄物処理という観点からだけではなく、循環型社会形成の構築、

地球温暖化対策などを目的として、ごみ処理が行われるようになって来ました。 

プラスチックごみの処理の歴史を大きく概観すると、高度経済成長の時代からごみ中

のプラスチックが増加し、燃焼温度の上昇による窒素酸化物の問題や、塩化ビニルが原因

の一部となった塩素ダイオキシン問題などによりプラスチックを「燃やすことができない

0 100 200 300 400 500 600 700

水管の表面温度 [℃]

800

腐
食

速
度

(320℃)硫黄酸化物に
よる腐食ゾーン

塩素と金属の反応
に伴う腐食ゾーン

 

図１－2 ボイラー水管の表面温度と腐食速度 
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ごみ」として扱う動きになり、さらにごみの埋め立て用地の逼迫と循環型社会を構築する

考え方により、特に材料に戻すリサイクルが行われるようになったと考えることができま

す。しかし 近では、第５章で詳しく述べるように、ダイオキシン対策などプラスチック

を焼却する時の対策が大きく進展しているので、プラスチックを「燃やすことができるご

み」として扱う市町村も増えて来ました。次節で日本のごみ処理の現状をさらに整理しま

す。 

 

 

 

表 1－１ 廃棄物処理変遷の背景と関連法整備 1) 

ごみの
量的問題

ごみの
質的問題 環境問題

処理に起因
する問題 埋立 焼却 その他

明治以前

明治 1897 伝染病予防法
～戦前 1900 汚物掃除法

（市町村に処理責任）

1930 汚物掃除法改正

1939 東京市塵芥処理計画
　　　

(焼却補助としての資源化）

戦後 国の関与強まる

～1970代
1954 清掃法

1963 生活環境整備緊急処置法
　　　（焼却炉に国庫補助） 

1970 廃棄物処理法

（ごみ処理の市民サービス化）

1970代 1977 ごみ処理施設構造指針
～1995

1990 ダイオキシンガイドライン
1991 廃棄物処理法改正
1992 地球サミット
　　　　（「持続可能な発展」提唱）

　　　 バーゼル条約公布
1993 環境基本法施行

1995～ 1995 容器包装リサイクル法
1997 廃棄物処理法改正
　　　 ダイオキシン新ガイドライン
1998 家電リサイクル法
1999 ダイオキシン類対策特措法
2000 循環型社会形成推進基本法
       各種リサイクル法

[ 田中勝/田中信壽編著「循環型社会構築への戦略」p268の図を編集 ]

背　　景 処　　理

法整備など

人口集住によ
るごみ量増大

衛生問題
空地を共同ご

み捨て場，また
は海面埋立

伝染病の流行 法による焼却
方針の明確化

焼却炉の
建設進む

埋立用地の
不足，環境悪化

高水分，
高灰分

焼却時の
ばい煙発生

高温燃焼，除じ
ん技術の開発

厨芥水切り，
厨芥分別・
有効利用

埋立地の確保難
，非衛生状態

焼却を 良の
処理方法とする

（国として）

焼却推進

機械化・高度化
・大型化

低いごみ発熱量 焼却不安定
・公害発生

焼却率の増加高度経済成長に
よるごみ量増大

プラスチック
割合増加

塩化水素問題
（1960年代から）

プラスチック
の分別

1983 乾電池問題 NOx問題
（1970年代から）

排ガス処理
による対応

1991 ばいじんが
特別管理廃棄物に

灰の安定化
処理使い捨て化によ

るごみ量増加

バブル経済によ
るごみ量増加

自治体による
資源化推進

ダイオキシン
問題

焼却処理
の高度化

資源化
の推進

容器包装
ごみの増加

温暖化など
地球環境問題

循環型処理，
非焼却処理
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1.2 日本のごみ処理量はどれくらいか？ 

 環境省は、毎年全国のごみ処理の実態調査を行っています。この調査結果によれば、図

１－３に示すように、「ごみの総排出量」は 2000(平成 12)年度の 5,483 万トンをピークと

して徐々に減少してきており、2008(平成 20)年度では 4,811 万トンとなっています。その

排出形態別の内訳をみると、家庭からでる「生活系ごみ」が 3,118 万トン、事業所から出

る「事業系ごみ」が 1,400 万トン、学校などで集団回収されるごみが 293 万トンとなって

います 2)。 

 

 

 

 ごみ総排出量から学校などの集団回収量を除いたものが処理対象となるごみ量、すなわ

ち「生活系ごみ」と「事業系ごみ」を合わせた「ごみの総処理量」です。その推移を図 1

－４に示します 2)。排出量と同様に 2000(平成 12)年度の 5,209 万トンをピークに減少して

おり、2008(平成 20)年度では 4,514 万トンとなっています。このうち、ごみ焼却場で直接

焼却された量は 3,574 万トン、資源化等の中間処理量が 623 万トン、直接資源化量が 234

万トン、 終処分場に埋め立てられた直接 終処分量が 82 万トンとなっており、ごみの総

処理量の 79.2％が焼却処理されていることがわかります。 
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家庭から出るごみを素材別に調べた例を図１－５に示します 3)。紙やプラスチックが主で

ある容器包装廃棄物は重量では全体の約 25％ですが、容積では全体約 60％を占め、中でも

プラスチックが全体の約 40％となっています。容器包装プラスチックの処理が重要である

ことが理解できます。 

 

 

 

図１－５ 家庭ごみ全体に占める容器包装廃棄物の割合(平成 21 年度 6 都市平均)3） 

 

図１－４の中で資源化等の中間処理量は 2008(平成 20)年で 623 万トンですが、さらに詳

しい資料 2)によれば、中間処理の後に再生利用されている量は 451 万トンだけで、残りは
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中間処理の残渣として焼却されたり、埋め立てられています。したがって、この 451 万ト

ンと直接資源化量 234 万トンを合計した 685 万トンが再資源化されている量になります。

また、図１－３に示した学校などでの集団回収量 293 万トンも再資源化されていると考え

られますので、合計 978 万トンが再資源化されている総量になります。これは、図１－３

に示したごみの総排出量 4,811 万トンの 20.3％に相当します。 

 上述の資源化量685万トンと集団回収量293万トンの品目別内訳を図1-６に示します2)。

資源化量のうち、プラスチック類は 66 万トン、ペットボトルは 29 万トン、白色トレイは 2

万トンで、合計 97 万トンとなります。一方、集団回収量される 293 万トンの大部分は紙と

布類で、プラスチック類、ペットボトル、白色トレイの 3 つの品目を合わせても 1 万トン

足らずです。つまり、再資源化されているプラスチック類、ＰＥＴボトル、白色トレイの

合計は、ごみの総排出量の約 2％にすぎないことになります。また、上述のようにごみの総

排出量の約 20%が再資源化されていますが、約 15%がプラスチック類であり、残りは紙や金

属類が多いことがわかります。 
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 この再資源化量を生産量と比較してみます。日本のプラスチック製品の出荷量は、

2008(平成 20)年で 1,205 万トン 4)で、その中でペットボトルの販売量は 57 万トン 5)、

白色トレイは 4.7 万トン 6)です。これを図１‐５に示された再資源化量と比較すると、

図１－６ 資源化量の品目別内訳 2) （この図の単位は千トンであることに注

意。資源化量の 6,850 千トンは 685 万トンを示す。） 
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出荷されたペットボトルの 50％、白色トレイの 47％が再資源化されたことになります。こ

れらを含め全体では、出荷されたプラスチック製品の約 8％が再資源化されたことにな

ります。 

 ここで示した出荷量は、産業用の製品も含んでいます。一方、再資源化量は一般の家

庭からのごみのみを対象としています。プラスチック製品の出荷量ではなく、その中で

家庭での使用量だけを考えると、社団法人プラスチック処理促進協会の推計では、再資

源化率は、焼却・エネルギー回収されているものを除いて、材料への再資源化だけで

18.7%とされています 7)。 

 ＰＥＴボトルについては、上記のように家庭から出たものの再資源化率は出荷量の

51%ですが、店頭や自動販売機で回収された事業系の再資源化も併せると、再資源化率

は 78%と推計されています 8)。ＰＥＴボトルや白色トレイの再資源化率は非常に高いこ

とがわかります。 

  

1.3 家庭から出るごみの中のプラスチックはどのように回収されているのか？ 

－市町村によるプラスチック収集の実態 

 PET ボトルや白色トレイの分別収集は「容器包装リサイクル法」で定められています。

この法律は、一般廃棄物の減量化と資源の有効利用を図ることを目的に、容量で家庭ごみ

の約 60％を占める容器包装廃棄物のリサイクルを義務づけるために 1995(平成 7)年に制定

され、1997(平成 9)年からペットボトルとガラスびんを対象に本格施行されました。その後、

2000(平成 12)年から紙とプラスチックの容器包装が対象になっています。正式な名称を「容

器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」と言います 9)。 

この法律でリサイクル義務の対象となる容器包装は、上述したように、ガラスびん、PET

ボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の４種類です。プラスチック製容器包装

は、PET ボトル以外のプラスチック製容器包装という意味で、通常は「その他プラスチック」

と呼ばれています。プラスチック製容器包装の中の特例として白色の発泡スチロール製食

品用トレイ（以下「白色トレイ」と呼びます）のみを分別収集することは市町村の裁量に

委ねられています。この分類を図１－７に示します。 

この報告書でも、容器包装リサイクル法と同様に、特に断りがない場合はＰＥＴボトル

以外のプラスチック製容器包装を「その他プラスチック」と呼ぶことにします。市町村に

よるプラスチック製容器包装の収集も、この分類に基づき、ＰＥＴボトルとその他プラス

チックの二とおりに分けで収集している市町村と、その他プラスチックからさらに白色ト

レイを分けて収集している市町村とがあります。  
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図１－７ 容器包装リサイクル法によるプラスチック廃棄物の分類 

 

白色トレイのリサイクルについては、現在二つの仕組みが機能しています。一つは、容

器包装リサイクル法が施行される 10 年前から消費者、トレイの製造事業者、利用事業者、

三者の主体間連携によって構築された、スーパーマーケットの店頭などで自主的に回収す

る仕組みで、現在も容器包装リサイクル法の枠外で機能しており、回収量は約 1.3 万トン

です。もう一つの仕組みである市町村の裁量に委ねられた容器包装リサイクル法に基づく

回収は、参加している市町村数が 2008(平成 20)年度で 712 と全体（1,800）の 39.6%と少な

く、収集実績も４千トン弱と事業者による自主的回収量のおよそ 1/4 にとどまっています

10)。 

 ＰＥＴボトルと「その他プラスチック」,並びに「製品に使われたプラスチック」の市町

村ごとの収集区分を、環境省の資料 11),12)を基に 2005(平成 17)年と 2008(平成 20)年につい

て整理して図１－８と図１－９に示します。これらの図は市町村の数の割合を示している

ので、処理されたＰＥＴボトルや「その他プラスチック」の量とは必ずしも比例するもの

ではありませんが、2008(平成 20)年ではＰＥＴボトルを資源ごみとして収集している市町

村が 80％あります。「その他プラスチック」は、可燃ごみと資源ごみがほぼ 45％ずつとな

っており、約 7％が不燃ごみとして収集されています。また、容器包装以外のプラスチック

（家庭用品など）は、可燃ごみが 54％、不燃ごみが 23％、資源ごみが 20％と扱いはまちま

ちです。2005(平成 17)年から 2008(平成 20)年の間の変化を見ると、不燃ごみとして収集し

ている市町村は 10％から 7％に減っています。東京都 23 区は、廃プラスチックについては

材料リサイクルだけではなくサーマルリサイクルも推進すべきとした東京都廃棄物審議会

(2004(平成 16)年 5 月)の答申 13)に基づき、2008(平成 20)年から廃プラスチックを不燃物か

ら可燃物（一部は資源ごみ）に切り替えることを進めています。その結果が 2005(平成 17)
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年から 2008(平成 20)年の変化に表れています。 

  

 

 

 

 
 

 

1.4 欧州ではごみはどのように収集されているのか 

（１）ＥＵ（European Union，欧州連合）におけるごみの分別状況 

ドイツ(フランクフルト，ハンブルグ、ロストック)、フランス(パリ)，オランダ(アムス

テルダム)などでの聞き取り調査によれば，これらの都市域の家庭から出るごみの収集方法

には大きな違いはなく，おおむね次の 5 種類程度に分けられています。日本のように多種

に分けることは行われていません。 

 ・資源ごみ：ガラスびん以外の容器包装（缶，ＰＥＴボトル，プラスチック）などで，

グリーンポイントなどのリサイクルマークがついています。２週間程度ごとに定期収

集されます。 

・生ごみ（都市の郊外地域）：台所から出るごみで，１週間～2 週間に１回などの頻度

で定期収集され、発酵によるメタンやコンポストの生産に利用されます。 

図１－９ 2008(平成 20)年度：「PET ボトル」と「その他プラスチック」並びに「製

品に使われたプラスチック」の収集方法の市町村数の割合 12).  

図１－８ 2005(平成 17)年度：「PET ボトル」と「その他プラスチック」並びに「製

品に使われたプラスチック」の収集方法の市町村数の割合 11). （この頃は集団回収

は調査されていない） 
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・紙類：雑誌・新聞・ダンボールなどで二週間程度ごとに収集されます。 

・焼却ごみ：上記以外のもので、汚れた紙類なども含まれます。二週間程度ごとに収

集されます。 

・大型ごみ：大型家電，家具などで、数ヶ月に１回とか電話連絡で収集されます。 

以上の分類にはガラス瓶や衣類が含まれません。ガラス瓶や衣類は、街角に設置してあ

るコンテナやスーパーマーケットにある回収箱が利用されています。 

ごみの分別ルールは，都市近郊や人口の少ない地域では守られていることが多いのです

が、大都市や若年層では守られないのが各国の実情のようです。そのため、大都市では分

別せずに、電気エネルギーを回収する目的でごみ発電施設に搬送されていることが多いよ

うです。 

（２）欧州でもごみ発電が増加している 

図１－１０にEU諸国の 2002(平成 14)年と 2008(平成 20)年のごみ焼却量を示します 14)。

近では、ＥＵのほとんどの国でごみの焼却処理が増加していることがわかります。ＥＵ

では，埋立指令 15)や廃棄物指令 16)により、地球温暖化の原因となるメタンの発生を抑える

ために生ごみなど生物分解性廃棄物の埋立を制限したり，二酸化炭素の排出を少なくする

ためにエネルギー効率の高いごみ発電を推進しています。 

図１－１１に、EU 諸国の 2002(平成 14)年と 2008(平成 20)年の焼却処理とリサイクル

および埋め立て処理量を示します 17)。各国とも埋立処分を減らし、焼却処理とリサイクル

を増加させていることがわかります。 
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図１―１０ ＥＵ諸国におけるごみ焼却処理の増加傾向 16) 
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ごみ 焼却 量
（2 008年 ）
[千 トン/ 年]

※
１施 設 当り
平 均処 理 量

[トン/ 日]
ドイ ツ 67 17,800 886
フ ラ ンス 130 12,300 315
オ ラ ンダ 11 5,800 1,758
スウ ェ ー デ ン 30 4,500 500
イギ リス 20 4,400 733
イタ リア 51 4,000 261
スイ ス 29 3,600 414
デ ン マー ク 30 3,500 389
ベ ル ギ ー 16 2,700 563
スペ イン 10 1,800 600
オ ー スト リア 8 1,600 667
ノル ウ ェ ー 20 1,000 167

[注 記 }
１．　 C EW EP ホ ー ムペ ー ジ掲 載 デ ー タを 引 用 して編 集
２．　 ※  数 値 は 、年 間 運転 日 数 を3 00日 として算 出

国　　 名 施 設 数

 
 

また，表１－２に EU 諸国の１施設あたりの一年間のごみ焼却量を示します 16)。さらに、

これを用いて年間稼働日数を 300 日として計算した結果も同表に示します。EU 諸国では１

日あたり 500 トン程度の処理量になっていることがわかります。日本の 大のごみ焼却場

は東京都江東区の新江東清掃工場で 1800t/日 18)と大規模ですが、図１－１２に示すように、

100 トン/日以下の小規模のごみ焼却場が多いのです。日本全体では 2009(平成 21)年度に年

図１－１１ ＥＵ諸国の廃棄物処理方法（焼却・リサイクル・埋立）の変化 17) 

表１－２ ＥＵの主要諸国におけるごみ焼却処理の状況 16)
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間 3,452 万トンのごみが 1,243 の施設で焼却処理されている 19)ので、運転日数を年間 300

日と仮定すると、EU の諸国よりも非常に少なく平均 93 トン/日にしかなりません。さらに

1243 の施設のうち，304 施設にしか発電設備がありません 19)。EU 諸国では，ごみはエネ

ルギー源の一つとして認識され，ほとんどの施設で発電や地域に供給される熱回収が行わ

れているので、エネルギー効率の観点から施設規模ができるだけ大きいほうが望ましいと

考えられています。 

既に図１－４に示したように、日本のごみ全体の約 80％が焼却処理されています。エ

ネルギーを回収する観点からはごみの焼却処理場の大型化が必要です。日本は山間地が多

く、ごみを広域で大量に収集することが困難なことも小さな焼却場が多い原因になってい

ます。今後、収集方法も含めて検討することが重要です。 
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   図 1－1２ 日本におけるごみ焼却施設の発電設備の有無と規模別分布 19） 

 

―――――カラム１：「ナポリのごみ騒動」を知っていますか？ ―――――――――― 

所定の曜日にごみを集積所に置いておけば，収集作業員がごみをきれいに片付けてくれ，

日々の快適で安全な生活が保たれる。ごく当たり前のことで何の疑問も感じないかもしれ

ないが，イタリア・ナポリではそうではないようである。ナポリは世界遺産や景勝地とし

て有名なところだが， 近では「ごみの騒動」で話題になっている。2008 年１月にごみ問

題が報道され， 近でも未だ解決されておらず事態は益々深刻化しているようである。 

＜ナポリのごみ騒動＞ 

【ローマ共同：2010 年 11 月 18 日】イタリア南部ナポリと周辺の路上に多量の家庭ごみな

どが放置されている問題で、放置ごみは問題発生以来、 高の１万トン以上に。世界遺産

の歴史地区は、観光への影響を考慮して優先的に回収されてきたが、同地区周辺もごみが
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あふれる状態。レプブリカ紙などが１７日伝えた。首相は１７日もナポリ訪問を計画した

が中止に。政治危機でごみ問題どころではないとの指摘もあり、事態は深刻化する一方だ。 

  

 

＜ナポリでごみ問題再燃＝首相命令で収集に軍出動－伊＞ 

 【ジュネーブ時事：2011 年 5 月 10 日】イタリアからの報道によると、南部の観光都市

ナポリで大量の生活ごみが街中に放置されている問題が再燃し、陸軍兵士約１７０人が９

日、収集作業に動員された。軍はたびたび作業に駆り出されており、ラルッサ国防相は「こ

れで 後にしてほしい」とぼやいている。 

 街中にあふれたごみの量は約４０００トン。気温が上がり、衛生面への懸念が強まる中、

ベルルスコーニ首相が部隊派遣を命じていた。ナポリ一帯は慢性的に処理場が不足してい

るため、軍は集めたごみを他の場所に運び出す計画だ。 

 ナポリでは新たな処分場が健康に悪影響を与えるとして住民が建設に反発、ごみに放火

する騒動にまで発展している。建設予定地に利権を持つマフィアが背後で暗躍していると

され、解決の抜本的なめどは立っていない。 

引用：時事.com; http://www.jiji.com/jc/zc?k=201105/2011051000055 

――――――――――――――カラム１：ここまで――――――――――――――――― 
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２. 容器包装として回収されたプラスチックごみはどうなるのか？ 

 第１章で、全国の市町村の約半数が容器包装プラスチックを容器包装リサイクル法に則

った「資源ごみ」として収集していることがわかりました。この収集されたプラスチック

は、その後どうなるのでしょうか？ この章では、「容器包装リサイクル法」による容器

包装プラスチックの再資源化の現状を整理します。 

 

２．１ 容器包装リサイクル法のしくみ 

 第１章でも述べたように、「容器包装リサイクル法 1)」では、ガラスびん、ペットボトル、

紙製容器包装、プラスチック製容器包装の４種類を対象としています。白色トレイはプラ

スチック製容器包装の中の特例として示されています。この法律により、図２－１に示す

ように、消費者がごみを分別して出し、市町村がそれを収集し、容器包装を製造および利

用する特定事業者がリサイクルの費用を負担するというそれぞれの役割が明確にされまし

た。 

容器包装リサイクル法では、再資源化はもう一度使える商品にすることを意味し、｢再商

品化｣という言葉を使います。この報告書でも、これ以降「リサイクル（再商品化）」と記

述します。商品を販売および利用している特定事業者は、指定法人（公益財団法人 日本容

器包装リサイクル協会）に前年度にかかった費用を基に費用を支払い、指定法人はリサイ

クリル（再商品化）する事業者を入札によって決定し、その費用を支払います。 

 

 

       図２－１ 容器包装リサイクル法の仕組み 2), 

 

消費者が在住の各市町村の指示に従い分別排出したものは、市町村が分別収集して、環境

省令で定められた分別基準に従いリサイクル（再商品化）出来る状態にして適切に保管さ

れます。これを分別基準適合物と言います。これがその後、リサイクル事業者に渡され、

様々なものにリサイクル（再商品化）されます。 
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 指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）の各素材ごとの引き取り量を図

２－２に示します 3)。その他プラスチックが圧倒的に多く、2009(平成 21)年度には約 62 万

トンに達していることがわかります。 
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図２－２ 指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）が各市町村から引き取

ってリサイクルした分別基準適合物の引き取り量（素材別）の変遷。引用文献 3)より作図. 

 

リサイクルが義務づけられているガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装は従来から

資源としての分別収集が行われており、収集された後の再資源化の方法も確立しています。

しかし、「その他プラスチック」の再資源化の方法は多様です。次節で、収集された「そ

の他プラスチック」がどのように再資源化されるかを整理します。 

 

２．２ その他プラスチックのリサイクル（再商品化） 

 図２－３は一般家庭から排出された「その他プラスチック」を市町村が集めたものを

圧縮梱包したものです。これを詳細に見ると、図２－４に示すように、汚れが激しいもの

が含まれていますし、ポテトチップスの袋のように防湿・保香のために高機能化された複

合樹脂（例えば PET 樹脂などにアルミを蒸着）で作られているものも含まれています。こ

のようなプラスチックを原料として、「容器包装リサイクル法」によって認められた方法

で再資源化を行っているのです。 

 



Ｐ-21/55 

 
図２－３ その他プラスチックの圧縮梱包（写真：プラスチック容器包装リサイクル

推進協議会提供） 

 

 

図２－４ その他プラスチックの圧縮梱包（写真：プラスチック容器包装リサイクル

推進協議会提供） 

  

現在、容器包装リサイクル法で認められている再商品化の方法は次の様なものです。 

（１）材料リサイクル 

      プラスチック以外の異物を除去し､洗浄、粉砕等の処理をした後、図２－５に示すパ

レットや図２－６に示す擬木のもとになるペレットにします。 
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図２－５ パレット（「パレット = pallet」は、輸送などに使う、荷物を載せる台になる｢す

のこ｣。倉庫などの荷役作業をやりやすくするためのもので、穴の部分にフォークリフト､

ハンドリフトの爪を差し込み持ち上げ､積み込んだりします 1）。写真；公益財団法人日本容

器包装リサイクル協会提供） 

 【標識杭】 

      【公園の擬木】  

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 擬木 （コンクリートやプラスチックで自然の木を模したものの原料の 1 部

にするもので、自由にデザイン出来ます。左の公園の擬木、右の標識杭などに使われます 1）。

写真：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会提供） 

 

 

（２）油化 

   異物除去、粉砕、脱塩素、熱分解、精製等の処理をした後、ガソリンや軽油のよう

な油にして、化学工業の原料や燃料として使います。 

（３）高炉還元剤化 

   異物除去、粉砕、塩ビ除去等の処理をした後、図２－７に示すように、製鉄所で鉄

鉱石を還元して鉄を作る「高炉」で使われるコークスの代替として使います。 

（４）コークス炉化学原料化 

高炉還元剤化と同じように処理した後、図２－７に示すようにコークスを作るコー

クス炉で使われる石炭の代替として使います。コークスだけでなく、ガソリンや軽油のよ

うな油、燃料となるガスが得られます。 
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図２－７ 鉄を作る高炉とそこで使われるコークスの役割 4) 

 

（５）ガス化 

   高炉還元剤化やコークス炉化学原料化と同じように処理した後、水素及び一酸化炭

素を主成分とするガス化の原料に使用します。作られた水素及び一酸化炭素は、ア

ンモニアやメタノール等を作る原料になります。 

（６）固形燃料化 

   混在する塩化ビニルを除去した後、高品位の固形燃料(ＲＰＦ)を作ります。 

 
図２－８ ＲＰＦ（Refuse Paper & Plastic Fuel の略称で、古紙及び廃プラスチックを主

原料とした高品位の固形燃料です 5)。製紙会社などで広く利用されています。同じような固

形燃料で「ＲＤＦ=Reuse Derived Fuel」がありますが、これは家庭から捨てられる生ごみや

プラスチックごみなどの廃棄物を固形燃料にしたものです。生ごみの発酵によるガスにより

火災事故（2003.9 三重県桑名市）が発生したケースがあります 6)。｢ＲＰＦ｣とは明確に区分
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されています。写真は日本 RPF工業会提供） 

 

 以上の（２）から（５）は、（１）の材料リサイクル並びに（６）の固形燃料化と区

別して、「ケミカルリサイクル」と呼ばれています。 

 

２.３ その他プラスチックのリサイクル（再商品化）の状況 

（１）容器包装リサイクル法のしくみによって分別収集される量 1)  

 平成１２年度以降の指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会が各市町村か

ら引き取ってリサイクル（再商品化）した量（分別基準適合物の引き取り量）を図２－９

に示します 7)。2009(平成 21)年度には「その他プラスチック」を 61.7 万トン引き取りまし

た。  

 

 

図２－９ 指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）が各市町村から引き取

ってリサイクル（再商品化）した「その他プラスチック」の分別基準適合物の引き取り量

の変遷 7) 

 

 図２－１０に示すように、2011(平成 21)年度に指定法人（公益財団法人 日本容器包装リ

サイクル協会）に引き取られた「その他プラスチック」61.７万トンのうち 34.3 万トンが材

料リサイクルされ、残りの 27.3 万トンがケミカルリサイクルされました。ここで注意しな

ければならないことは、材料リサイクルと言っても、再びプラスチックとして使用される
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ペレットなどの再生材料になる量は 17 万トン(49.6％)にすぎず、残りの残渣は、固形燃料

(RPF)化など焼却エネルギー回収されていることです 8)。材料リサイクルといっても約半分

は燃やされているのです。一方、ケミカルリサイクルされる 27.3 万トンは、22.3 万トン

(81.7％)が石炭やコークスの代わりになる再商品化製品として使われました。こちらの残渣

は不燃物の割合が多いのですが、可燃残渣はやはり、焼却エネルギー回収されています 8)。 

 

 
図２－１０ その他プラスチックの行く末(2009(平成 21)年度)8) 

 

（２）リサイクル（再商品化）を委託するための単価 

  2.1 節で説明したように、指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）は、

リサイクル（再商品化）を委託する再生事業者を毎年行われる入札選定によって決めてい

ます。選定された再生事業者の平均落札単価推移を図２－１１に示します 9)。 
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図２－１１ 再生処理事業者による落札単価（加重平均）の経年推移 9)。 

 

この図を概観すると、第一に「その他プラスチック（平均）」が平成 21 年度ではおおよ

そ 63 円/kg と、他の素材に比べ も高額であることが判ります。その内訳は、材料リサイ

クル（白色トレイ以外）が 78 円/kg、ケミカルリサイクルが 43 円/kg になっています（注：

図は円/トンで表示されている。）材料リサイクルはケミカルリサイクルの約 1.8 倍の落札

単価であり、材料リサイクルの費用が非常に高いことがわかります。 

 （３）リサイクル（再商品化）に要する費用 

指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）でのリサイクル（再商品化）に

要する総費用の変遷を図２－１２に示します。この総費用は２．１節で説明した市町村か

らの引取量（図２－２）と上記、リサイクル（再商品化）委託単価（落札単価：（図２－

１１））の積として計算されますから、他の素材に比べて も多くの分別基準適合物を引

取り、 も高額な再生委託単価である「その他プラスチック」の割合が非常に大きくなっ

ているのです。 

実数で見ますと、平成 21 年度は総額約 410 億円ですが、その 93.6％が「その他プラスチ

ック」のリサイクル（再商品化）費用であり、約 384 億円にも達します。そして、「その

他プラスチック」のうち、材料リサイクルには約 267 億円を使っています 10）。 

 ただし、この費用は回収された「その他プラスチック」のリサイクル（再商品化）の費

用だけを示しています。したがって、これに市町村が回収する費用を加えた合計が「その

他プラスチック」をリサイクル（再商品化）する費用になります。次節で市町村での回収

費用を整理します。 
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図２－１２ 指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）が各市町村から引き

取ってリサイクルした分別基準適合物の処理費用の変遷 10) 

 

2.4 その他プラスチックの収集・選別費用はどれくらいか？ 

廃棄物処理の費用に関するデータを開示している市町村が少なく、また市町村ごとに会

計の基準が異なることなどから、収集費用に関する明確なデータを得ることが困難ですが、

たとえば、東京都杉並区 12)、札幌市 13),16)、仙台市 13)、佐倉市 15)が公開されています。 

 

表２－１ 市町村のその他プラスチックと可燃ごみの収集・処理費用（単位：円/kg） 

 分別区分  その他プラスチック 燃やせるごみ 

工程 収集 処理 収集 処理 

杉並区 12) H22 241 38*1) 1014) 

札幌市 13) H20 31 20 12 19 

札幌市 16) H21 26 13 21 22 

仙台市 13) H20 60 31*2) 

佐倉市 15) H15～17 79 49 

LCC 研究会(直営)17)*3) H13 170 25 － 

LCC 研究会(委託)17)*3) H13 50 60 － 

*1)文献 12)に示された収集・処理費用から文献 14)に示された清掃工場の処理費用を減算 

*2)家庭ごみ全体の費用 

*3) 151 市町村のアンケート調査結果. 収集・処理が市町村の直営であるか委託であるかで異なる. 
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その他プラスチックのリサイクル（再商品化）は公益財団法人日本容器包装リサイクル

協会が行っているので、表２－１ではいずれの市町村でもプラスチックの圧縮・梱包まで

の費用が計上されていると見ることができます。一方、燃やせるごみについては清掃工場

での処理費用も計上されていると考えられます。杉並区のその他プラスチックの収集・処

理費用が他の市町村よりも高いのですが、全国の 151 の市町村のアンケート調査結果 17)で

も収集・処理を直営で行っている場合にはその合計は平均で 195 円/kg となっている他、同

じく全国の市町村へのアンケート調査結果を示した環境省廃棄物・リサイクル対策部の報

告書 18)でも、直営の場合には管理部門を除いた収集・選別保管費用だけて平均 241 円/kg

となっていますので、杉並区だけが特に異常に高いわけでもなさそうです。むしろ、15 市

町村の調査をまとめて全国平均を推定した産業構造審議会の資料 19)では、収集から中間処

理までの合計が、重量に基づく推計で 77.5 円/kg、人口に基づく推計で 105.7 円/kg ですの

で、表２－１に示した札幌市、仙台市、佐倉市の収集・処理費用が全国の平均より安いと

見るべきです。 

その他プラスチックと燃やせるごみの収集・処理費用を比べると、仙台市と佐倉市では

いずれも約 30 円/kg その他プラスチックの収集・処理費用が高く、杉並区では約 193 円/kg

も高いことがわかります。札幌市では、2008(平成 20)年度では、その他プラスチックの収

集・処理費用が、燃やせるごみの収集・処理費用よりも約 20 円/kg も高かったのですが、

2009(平成 21)年度ではその差が逆転しその他プラスチックの収集・処理費用が燃やせるご

みの収集・処理費用より約 4円/kg 安くなっています。これは、燃やせるごみの収集袋の有

料化を実施したことによる燃やせるごみの減量化とその他プラスチックの増量化が原因と

考えられます。 

収集費用と処理費用を分けて公開している例が少なく、収集費用だけを比べることは非

常に困難ですが、表２－１の札幌市を見る限り、燃やせるごみの収集費用よりはその他プ

ラスチックの収集費用が高いことがわかります。kg あたりの収集費用は、収集量が多いも

のほど安くなると考えることができます。 

その他プラスチックについては、表２－１の収集・処理費用に加えて、2.3 節で示したよ

うにリサイクル（再商品化）の費用が「その他プラスチック」の平均で 63 円/kg がかかり

ます。合計すると、杉並区では約 304 円/kg、一番安い札幌市でも約 102 円/kg になります。

2.3 節で示したように材料リサイクルだけを考えると、その落札価格は 2011(平成 21 年)度

で約 78 円/kg ですから、さらに約 15 円高い費用がかかっていることになります。 

 

2.5 容器包装リサイクル法の費用をどのように考えれば良いのか？ 

容器包装リサイクル法では、その他プラスチックを分別して収集・選別し、リサイクル

（再商品化）しています。この法律がなければ、その他プラスチックは燃やせるごみとし

て焼却処理されるか、燃やせないごみとして埋め立て処理されるかのどちらかです。した

がって、その他プラスチックの収集・処理・リサイクル（再商品化）の費用と、燃やせる
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ごみの収集・処理費用の差が、容器方法リサイクル法を実施するために「追加費用」と考

えることができます。 

 

表２－２ 市町村の容器包装リサイクル法によるその他プラスチックの収集・処理・リ

サイクル（再商品化）にかかる追加費用（単位：円/kg） 

 分別区分  その他プラスチック 燃やせるごみ 差 

工程 収集・処理
再商

品化
合計 収集・処理 追加費用 

杉並区 12) H22 241 63 304 48 256 

札幌市 13) H20 51 63 114 31 83 

札幌市 16) H21 39 63 102 43 59 

仙台市 13) H20 60 63 123 31*2) 92 

佐倉市 15) H15～17 79 63 142 49 93 

*2)家庭ごみ全体の費用 

 

表２－１で示したそれぞれの市町村についての「追加費用」を表２－２に示します。札

幌市の追加費用が も安く約 59 円/kg、杉並区が も高く約 256 円/kg であることがわかり

ます。 

ちなみに、容器包装に使われるプラスチックの取引価格は、たとえばレジ袋の原料であ

るポリエチレンでは 2009(平成 11)年化学工業統計年報によればkgあたり約 160円です 20)。

その他プラスチックから再生プラスチックを作るための追加費用が杉並区では新品のプラ

スチックの価格の約 1.5 倍になっていることがわかります。 

ところが、再生された原料はやはり新品より質が劣るので、ポリスチレン及びポリエチ

レンが単独に再生されたペレットなどで約 18 円/kg 程度（平成 21 年度）、ポリプロピレン

とポリエチレンが混合された再生ペレットなどですと約 4円/kg（平成 21 年度)にしかなり

ません 21)。廃プラスチックを材料リサイクルしても、新品のプラスチックと同様の製品に

なる訳ではないのです。結局、材料リサイクルは、約 59 円/kg から 256 円/kg の追加費用

をかけて約 4～18 円/kg の製品を作っていることになります。 

容器包装リサイクル法では再商品化の定義は「有償または無償で譲渡し得る状態にする

こと 22」」となっていますので、どんなに安くても引き取り手があればこの法律にかなって

いることになります。「再商品化」という言葉には、「リサイクルで市場価値があるものを

作る」という理念が含まれていると思われます。しかし、実際に市場価値があるものに生

まれ変わっているかどうか、かけた費用に見合った製品になっているかどうか、評価され

ていないことが問題です。 

 容器包装リサイクル法の実施はこのように費用としてはたいへん高いものになっていま

すが、プラスチックを焼却しないので二酸化炭素を排出しない利点があります。次章でそ
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の効果を見ることにします。 
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3. 容器包装プラスチックのリサイクル（再商品化）で CO2 排出量は減るのか？ 

前章で家庭から出る容器包装プラスチックのリサイクル（再商品化）がどのように行わ

れているか、またその費用を整理しました。その他プラスチックをリサイクル（再商品化）

する利点として、二酸化炭素の排出削減効果や資源の節約効果が良く言われます。この章

では、その他プラスチックの再商品化がほんとうにこれらの効果があるのか考えます。 

 

3.1 公平に比較するためには？－LCA と製品バスケット法― 

その他プラスチック再商品化の効果があるのかを判断するためには、リサイクル（再商

品化）した場合としない場合の条件を公平に比べる必要があります。 

リサイクル(再商品化)した場合には、２．２節で紹介したように様々な製品が作られます

が、ここでは商品の輸送の際に荷物を載せる台として使われる｢パレット｣（図２－５参照）

を作るものと考えましょう。家庭から出て回収されたその他プラスチックは様々な製品の

形をしていますので（図２－３参照）、これをパレットにするためには異物を取り除いた

り洗浄し、再生樹脂とした後、パレットの形になるよう成形する必要があります。こうし

たリサイクル（再商品化）の過程では、機械の動力や熱を加えたりするためにエネルギー

を消費します。このカラムの後にも紹介しますが、公益法人日本容器包装リサイクル協会

の報告書 1)によると、その他プラスチック 1kg をパレット（0.026 枚分）にするためにはエ

ネルギーを約 36（MJ）消費するといわれています（1 回だけ利用して再利用しないパレッ

トの場合）。このように製品や技術に関わる資源やエネルギー消費量を計算する方法をライ

フサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment）といいます 2)。 

もし、リサイクル（再商品化）せずに燃やした場合はどうなるでしょうか。燃やしてし

まった場合、その他プラスチックがなくなるだけで何も残りません（厳密には燃えカスと

しての灰が残りますが、パレットも 終的には燃やされるので出てくる燃えカスは同じで

す）。したがって、リサイクル（再商品化）した場合と比べるのであれば、リサイクル（再

商品化）した場合に作られるパレット（0.026 枚分）を新しい樹脂から作らないと同じ用途

を満たしているとは言えません。このように複数のシステムを公平に比べるためには、ど

のシステムでも同じ製品が生産されるようにして比べる必要があります（図３－１）。生

産される製品（正確には製品の機能）が同じになるようにして比較することを製品バスケ

ット法と呼びます。 
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（b）リサイクルしない場合（単純に燃やす）

その他プラスチック
（ベール 1kg）

単純焼却

原料採掘 パレット
（0.026枚）

樹脂製造
（原料0.19kg）

焼却
（使用後）

残渣

（a）リサイクル（再商品化）する場合

その他プラスチック
（ベール 1kg）

パレット
（0.026枚）

減容品・
ペレット化
（原料0.51kg）

焼却
（使用後）

焼却・埋立

約36（ MJ）の
エネルギーが必要

約49（ MJ）の
エネルギーが必要

リ サイクル（再商品化）
によって回避できる
エネルギー消費

この差が

リサイクルによる
節約効果

 
図３－１ リサイクル（再商品化）する場合としない場合（焼却）の比較すべき範囲（文

献 1）を基に改変） 

 

その他プラスチック 1kg をリサイクル（再商品化）せずに燃やして、パレットを新しい樹

脂から作る場合に消費されるエネルギーは約 49（MJ）だといわれています 1)。すなわち、

リサイクルによって 49（MJ）のエネルギー消費を回避できるといえます。まとめると、そ

の他プラスチック 1kg のリサイクルに必要なエネルギーが 36（MJ）、リサイクルにより回

避できるエネルギー消費が 49（MJ）となるため、図３－２の青い棒グラフに示すように

49－36＝13（MJ）のエネルギー節約効果があるといえます。 
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図３－２ その他プラスチック 1kg のパレット化に必要なエネルギー、回避できるエネル

ギーと正味の節約効果（引用文献 1)より作図） 

 

3.2 リサイクル(再商品化）によってエネルギーをどれだけ減らすことができるのか？ 

 第２章で述べたように、家庭から出たプラスチック製の容器包装は、市町村に回収され

様々な形でリサイクル（再商品化）されます。ここでは材料リサイクルでは再生樹脂化と

パレット化、ケミカルリサイクルではコークス炉化学原料化、RPF への固形の燃料化、並

びにごみ発電を取り上げ、LCA により評価した公益法人日本容器包装リサイクル協会によ

る事例 1)を紹介します。この事例は、どのようなリサイクル（再商品化）の方法が資源節約

やCO2削減に繋がるのかを比較するために平成 22年 1月に行われた環境省と経済産業省の

合同検討回の資料 3)にも使われています。 

図３－３に、「その他プラスチック」1kg を各方法でリサイクル（再商品化）する場合に

ついて、リサイクル（再商品化）に必要なエネルギー消費量とリサイクル（再商品化）す

ることで回避できるエネルギー消費量、並びに、それらを差し引きした節約できる資源量

を示します 1)。 
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図３－３ 代表的なリサイクル方法に必要なエネルギー量とリサイクルによる節約効果 

（引用文献 1)より作図） 

 

 いずれの方法でもリサイクル（再商品化）するために必要なエネルギーの量は 35～40

（MJ/kg）程度であまり差はありません。一方で、リサイクル（再商品化）することででき

る製品が従来から使われている製品を代替することで得られるエネルギーの回避量が異な

るので、これらを差し引きして得られるエネルギー消費の削減量が異なります。コークス

炉化学原料化では、従来は石炭から作られていたコークスを代替するので、また RPF 化で

は従来から使われている石炭を代替するので、エネルギー回避量が大きくなります。パレ

ット化では新品のプラスチックで作られるパレットを代替するエネルギー回避量が計算さ

れています。ごみ発電については、平均的な発電効率として 10％を使う場合は、その他の

リサイクル（再資源化）の方法に比べてエネルギー回避量がやや劣りますが、発電効率が

高効率 20％と高い施設ではパレット化とほぼ同等のエネルギー回避量になります。 

 ここでの結果は、その他プラスチックをリサイクル（再商品化）する場合には、省エネ

ルギーの観点からはコークス炉化学原料化や RPF 化が優れており、材料リサイクルと高効

率のごみ発電がそれに次ぐことを示しています。 

 

3.3 容器包装リサイクル法でのエネルギー節約量と CO2 排出削減量 

 第２章で述べたように、2009(平成 21)年度に指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサ

イクル協会）に引き取られた「その他プラスチック」61.6 万トンのうち 34.3 万トンが材料

リサイクルされ、残りの 27.3 万トンがケミカルリサイクルされました。しかし、図２－１
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０に示したように、実際に再商品化された製品になったものは、材料リサイクルで約 17.0

万トン、ケミカルリサイクルでは約 22.3 万トンにすぎず、残りは残渣処理として RPF な

どの燃料になっています。図３－３に示したその他プラスチック 1kg あたりのエネルギー

節約量に、この再商品化されたその他プラスチックの量をかけると、容器包装リサイクル

法による省エネルギー効果を計算することができます。表３－１にその結果と、この省エ

ネルギー量を CO2 排出削減量に換算した結果を示します。ただし、再商品化できない残渣

は実際には RPF など様々な形で処理されていますが、ここではごみ発電した場合との比較

を公平に行うために残渣はごみ発電するものとして扱っています。CO2 排出量への換算は、

それぞれのリサイクル（再商品化）で使われるエネルギーの種類（石炭や天然ガス）を考

慮し、また再商品化された製品の CO2 排出量を考慮して行われています。さらに、再商品

化されたその他プラスチックの合計 39.3 万トンが発電効率 10％と 20％で発電に使われた

場合の CO2 排出削減量も表３－２に示しました。この場合は、発電された電気は日本全体

で発電される電気が持っている 1kWh あたりの平均の CO2 排出量(0.417kg-CO2/kWh1))を

代替するものと考えています。 

 

表３－１ 容器包装リサイクル法によるリサイクルとその効果 

  

再商品化 
残渣処理 

（ごみ発電： 

発電効率

10％） 

材料リサイクル ケミカルリサイクル 

パレット化 その他 
コークス炉 

化学原料化
その他 

処理量（万 t） 6.8 10.2 14.4 7.9 22.3 

CO2 削減効果（万 t） 12.0 26.7 46.7 16.3 9.1 

原油削減効果（万 t） 2.2 5.5 10.9 0.9 0.4 

 

表３－２ その他プラスチックをごみ発電に用いた場合の効果 

  
ごみ発電 

（発電効率 10％） 

ごみ発電 

（発電効率 20％） 

処理量（万 t） 61.6 61.6

CO2 削減効果（万 t） 25.3 50.5

原油削減効果（万 t） 1.2 2.5
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表３－１からは、現行の容器包装リサイクル法によって再商品化されたその他プラスチ

ックのCO2排出削減量は 110.7万トンであることがわかります。また、この全量が仮に 10％

の発電効率で焼却されたとすると 25.3 万トンの CO2 排出削減量になります。この両者の

差 85.4 万トンは、仮に今、容器包装リサイクル法によるその他プラスチックのリサイクル

(再商品化）をやめてしまった時の CO2 排出量の増加分を示していると考えられます。逆に

言えば、容器包装リサイクル法により 85.4 万トンの CO2 排出量が削減されていることに

なります。また、ごみ発電の効率を 20％と仮定すると、この削減量は 60.3 万トンになりま

す。再商品化されたその他プラスチックは、2009(平成 21)年度で 61.6 万トンですから、発

電効率 10％でごみ発電された時と比較すると、その他プラスチック 1kg あたり 1.39kg の

CO2 が削減され、また発電効率 20％でごみ発電された時と比較すると、その他プラスチッ

ク 1kg あたり 0.98kg の CO2 が削減されていることになります。 

 

  

3.4 容器包装リサイクル法により削減された CO2 の値段はいくらか？ 

 前節で、容器包装リサイクル法によるその他プラスチックのリサイクル（再商品化）の

CO2 排出削減量を求めました。これらは比べる相手であるごみ発電の発電効率に依存しま

す。 

一方、2.5 節では、市町村は約 59 円/kg から 256 円/kg の追加費用を掛けてリサイクル（再

商品化）していることを示しました。容器包装リサイクル法の利点は、家庭ごみの埋め立

てによる処分場の延命なども考えられ、費用と便益を多方面から検討することが必要です

が、ここでは CO2 排出量の削減だけに注目することにし、追加費用と CO2 排出削減量を比

較すると、CO2 排出量を 1kg 削減するための費用を求めることができます。 

2.5 節で示したリサイクル（再商品化）の追加費用には大きな幅がありますが、おおまか

に 59 円～256 円/kg と考えると、CO2 排出削減コストは発電効率 10％の場合と比較すると

42～184 円/kg-CO2、発電効率 20％の場合と比較すると 62～261 円/kg-CO2 になります。こ

のコストはそう安いものではありません。 

 たとえば現在、欧州では CO2 の排出権取引制度が実施されています。ここでの CO2 の

売買価格は 1kg の CO2 が 1.5 円程度です 4)。つまり、1kg の CO2 を 1.5 円で削減すること

ができます。容器包装リサイクル法によるその他プラスチックの CO2 排出削減コストは、

この 28 倍から 174 倍になっていると理解することができます。発電効率 20％の場合と比

較すると、さらに高い CO2 排出削減コストになります。 

  表３－１と表３－２にはさらに、省エネルギー量を原油の発熱量で換算した原油の節

約量も示しました。現行の容器包装リサイクル法は再商品化によって 20.1 万トンの原油を

節約できます。これは、発電効率 10％でごみ発電する場合と比べると 18.3 万トンの原油の

節約になり、また 20％の発電効率でごみ発電する場合と比べると 17.0 万トンの原油の節約

になります。これを 2009(平成 21)年度に再商品化されたその他プラスチックの量 61.6 万ト
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ンで割ると、発電効率 10％でごみ発電する場合と比べると再商品化されたその他プラスチ

ック 1kgあたり 0.30kgの原油が、また発電効率 20％でごみ発電する場合と比べると 0.28kg

の原油が節約されていることになります。一方、何度も使いますが、その他プラスチック

のリサイクル（再商品化）のための追加費用は 59 円～256 円/kg かかるので、1kg の原油

の節約が発電効率 10％でごみ発電する場合と比べると 197～853 円、発電効率 20％でごみ

発電する場合と比べると 211～914 円になります。現在、原油の国際取引価格は 1 バーレル

(165 リットル)、あたり 80～90 ドルです 5)から、1 ドルを 80 円、１リットルを 0.85kg と

して換算すると原油価格は 45～51 円/kg になります。容器包装リサイクル法により節約で

きる原油は、国際取引価格の 3.9～20.3 倍も高いことになります。 

先ほどから使っているその他プラスチックのリサイクル（再商品化）の費用は平均で 63

円/kg ですが、材料リサイクルの落札価格は、ケミカルリサイクルに比べ 1kg あたり約 15

円高いことを第 2 章で示しました。したがって、材料リサイクルだけを取り上げると、現

行の容器包装リサイクル法によるその他プラスチックの処理は、CO2 排出削減費用として

見ても、また原油の節約費用として見ても、さらに高額な費用がかかっていることになり

ます。 

 

参考文献 

1） 財団法人日本容器包装リサイクル協会,プラスチック製容器包装再商品化手法に関する

環境負荷等検討委員会,概要版(http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/pdf/lca_gaiyou.pdf),

完 全 版 (http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/pdf/lca_kanzen.pdf), 資 料

(http://www.jcpra.or.jp/00oshirase/pdf/lca.pdf),平成 19 年 6 月(2007) 

2） 稲葉敦;カーボンフットプリントのお話,pp.51-70,財団法人日本規格協会(2010) 

3） 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専

門委員会,産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会,容器包装リサイクルＷ

Ｇプラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合(第 13 回)資料 5,平成 22

年 1 月 29 日,http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0315-13/mat05.pdf 

4） 三井住友銀行ニュースレター「機構変動と排出権取引」4 月号,p.3(2011), 

CER（Certified Emission Reductions）（京都議定書の国連認証排出量）認証排出削減

量,http://www.smbc.co.jp/hojin/businessassist/carbon/report.html 

5） WTI 先物価格 http://chartpark.com/wti.html 

2011 年 5 月 25 日確認 

 

 

―――――――――カラム２：「材料リサイクル優先」の不思議―――――――――― 

指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）が実施している再商品化では、

材料リサイクルが優先されています。実際には、入札によって再商品化事業者を決める前
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に、残留塩素を 0.3％以下にすることなどの一定の条件に達した「優先材料リサイクル事業

者」が優先的に落札されます。 

ところが、この材料リサイクルを優先するという順位は、法律や省政令などで決められ

ているわけではありません。実は、産業構造審議会という経済産業省の施策に意見を述べ

るための審議会の資料に書かれているだけなのです。 

容器包装リサイクル法は、1995 年に制定され、ペットボトルとガラスびんを対象に 1997

年から本格施行されました。この審議会は、2000 年から開始された紙とプラスチック製容

器包装廃棄物の再商品化に先立ち、1999 年 3 月 5 日に行われました。ここでは少し長くな

りますが、材料優先を決めた論理を知るために、関係する部分を原文のまま記載しておき

ます。 

この文書では、その他プラスチックの特徴がかなり正確に捉えられていると思います。

特に、分別収集や材料としてのリサイクルの困難さについては十分に認識されていたこと

がわかります。しかし「再商品化の考え方」の書き方が不透明であることが問題です。す

なわち、②では材料リサイクルは「具体的には白色の発泡スチロールトレイ」で行うと書

かれており、③では「プラスチック原材料等としての再商品化が困難なものについては、

油化、高炉還元、ガス化により再商品化を行うこととする。」と明確に書かれています。問

題は④に示された優先順位です。④では、「プラスチック原材料等の再商品化方法を、その

他の再商品化方法(油化、高炉還元他)に比べて、一定の基準の下で優先的に取り扱うこと

とする。」とされていて、「プラスチック原材料等の再商品化方法」は「白色の発泡スチロ

ールトレイ」について行うのか、それとも分別収集が困難であることが認識されている混

合プラスチックについても「プラスチック原材料等の再商品化方法」が優先されるのか、

非常に不明確な表現になっています。 

仮に④を、混合プラスチックの原材料化が優先されると読み取るとしても、それを優先

させる「一定の基準」を決める必要があるはずですが、明確には書かれていません。また、

その他プラスチックのリサイクルを始めた当時は、これまで存在しなかった「雑多に混合

されたプラスチック廃棄物」をリサイクルできる再生事業を育てると言う目的もあったと

いうことですが、それならば、その「育成期間」を設定すべきだったと思われます。 

現実には、この審議会資料を基に、材料リサイクル事業者に優先的に落札させることを

続けた結果、その落札単価は 2006 年まで 10 万円/トン(100 円/kg)以上という高額なものに

なっていました。その後も も高額な再商品化手法であるにも拘わらず 2008 年には材料リ

サイクルの比率が 60％近くに達しました。 

第２章で述べたように、その他プラスチックのリサイクルの方法は材料リサイクルだけ

ではありません。材料リサイクルを今後も優先すべきか、再検討する必要があるように思

います。 
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―――資料――――― 

「産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会第13回容器包装リサイクル小委員会(平成11年3月15日)資料   

プラスチック製容器包装及び紙製容器包装の分別収集及び再商品化について（案）」  から抜粋 

 
分別収集について： 

(1) プラスチック製容器包装 

①プラスチック製容器包装は様々な種類・状態のプラスチックが混在する。分別を細分化すれば再商品化がある程度容

易になることも期待されるが、a）その一方、そのためには相当細かい分別を行わなければならないこと、b）このよう

な分別をすることは消費者・市町村にとって負担が大きくなること、なども懸念される。 このため、全ての種類のプラ

スチック製容器包装(「飲料又はしょうゆ用 PET ボトル」を除く)を一つの区分として、分別収集を行うこととする。 

②ただし、プラスチック製容器包装のうち白色の発泡スチロール製食品トレーは、 

a）分別を行えばプラスチック原材料としてリサイクルすることが比較的容易であること、 

b）現行においても、発泡スチロール製食品トレーを分別収集している自治体、事業者が存在し、一定のリサイクルシス

テムが既に構築されていること、 

から、収集を行う市町村の判断で、その他の「プラスチック製容器包装」と別に、「発泡スチロール製食品トレー」 と
して分別収集を行うことも可能とする。 

再商品化の考え方 

①以下の観点から、あらゆるプラスチック製容器包装を、一律にプラスチックの原材料として再商品化することは困難

と考えられる。 

○プラスチック製容器包装は、その組成や性質が多種多様にわたること。 

○プラスチック以外の素材とプラスチックの複合素材による容器包装があること。 

○食品残さ等の異物が混入することが予想されること。 

○仮にプラスチック原材料としての再商品化を行う場合には、一層精度の高い分別作業を行う必要がある。また、その

上でも異種類の素材や異物の混入は避けられないため、高品質が求められる製品には対応が困難。 

○低品質のプラスチック再商品化製品の場合には、プラスチック製容器包装の分別収集量に見合った多量の製品需要の

確保が困難と見込まれる。 

等 

② しかしながら、プラスチックの原材料等としての利用がなるべく望ましいことから、 可能な範囲でプラスチックの

原材料等としての再商品化を行うこととする。具体的には、分別収集された発泡スチロール製食品トレーを中心に、ペ

レットなどのプラスチック原材料等としての再商品化が行われることが想定される。 

特に、異物等の混入がなくきちんと分別収集された発泡スチロール製食品トレーについては、プラスチック原材料等

としての利用が容易であることから、原則、プラスチック原材料等としての再商品化を行うこととする。 

(ただし、原材料等としての再商品化能力が分別収集量を下回る場合などが生じた際は、他の再商品化方法を検討する必

要がある。〉 

③プラスチック原材料等としての再商品化が困難なものについては、油化、高炉還元、ガス化により再商品化を行うこ

ととする。また、コークス炉化学原料化(仮称〉については、再商品化方法のーつとして位置づけるべく早急に検討を進

める。これらの再商品化方法については、将来的な技術開発の可能性等を考慮しつつ、可能な限り広範な方法による再

商品化を積極的に推進すべき。 

④プラスチック原材料等としての再商品化の重要性に鑑み、プラスチック原材料等の再商品化方法を、その他の再商品

化方法(油化、高炉還元他)に比べて、一定の基準の下で優先的に取り扱うこととする。 

(注〉なお、上記の再商品化方法だけでは分別収集量に見合った再商品化能力が得られない場合には、これら以外の再商

品化方法についても検討を行うこととする。 

――――――――――――――カラム２：ここまで――――――――――――――――― 
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――カラム３：ﾄﾞｲﾂやﾌﾗﾝｽでの廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸおよび PET ﾎﾞﾄﾙの処理と日本の比較―――― 

  たとえばドイツでは、日本の選別・圧縮・保管施設に当たるソーティングセンターで

ポリエチレンやポリプロピレンなどの単一の材に分け、その品質によって使い分けます。

すなわち、単一の材料に分けることができたプラスチックは材料リサイクル会社に売られ、

混合のプラスチックのままにしかできなかったものは主として焼却によるエネルギー回収

に使われます。フランスではプラスチック製容器包装に関しては、高密度ポリエチレンボ

トルとＰＥＴボトルのみを分別収集し材料リサイクルします。残りは、そのほかの一般ご

み一緒に収集し、焼却によるエネルギー回収に使っています。EU では容器包装指令により、

プラスチック製容器包装の材料リサイクル率を少なくとも 22.5％とする目標を掲げていま

す 1)が、このようにボトルに使われているプラスチックだけをリサイクルして、この EU の

目標は達成しようとしています。他の雑多なプラスチックを混合して再生材料を作ろうと

しても、その品質が悪くなり価格が下がることになるので、上記ボトル以外のプラスチッ

クを材料リサイクルの対象としないのです。資源性の低いものを多くのコストをかけてリ

サイクルする必要はないとの認識です。上記ボトル以外のプラスチックを対象とすること

には慎重でしたが、しかし、今後の EU の目標値の高度化への施策として、ボトル以外の

容器包装プラスチックも含める検討もされています。 

このように、EU 諸国ではリサイクル事業者を含むすべての関係者が、再生材が高く売れ

るようにする努力をしています。実際には再生された材料の相場もあり、必ずしも全部が

うまく回っているとは言えませんが、有価で売って儲かるものだけをリサイクルするとい

う考え方があることは確かです。そして、はっきりとエネルギー回収の利点を認め、棲み

分けがしっかりできています。製品を何とか売れるものにしてリサイクル（再商品化）の

定義を満たしているだけの日本の「再商品化」とはかなり違うと思います。 

また、ＰＥＴボトルは日本だけがその他のプラスチックとは別の区分として再商品化し

ています。日本の容器包装リサイクル法の対象となる「PET ボトル」の区分は、「食料品（し

ょうゆ、乳飲料等）、清涼飲料、酒類、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、

調味酢、ドレッシングタイプ調味料を充填するためのもの（ただし食用油脂を

含まず、かつ簡易な洗浄により汚れや臭いが除去できるもの）」と決められてい

ます。これ以外の簡単には洗浄除去しにくい中身を充填するＰＥＴボトルや雑

多な形状の PET 製容器包装は「その他プラスチック」として区分されています。

「ペットボトル」に関しては、このようにリサイクルしやすいよう注意深く配

慮したリサイクル制度としているので、分別収集されてくるＰＥＴボトルの品

質は世界的に見てとても優れたものとなっているのです。 

参考文献 

1) Directive 2004/12/EC of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging 

and packaging waste、Article 6 

―――――――――――――――カラム３：ここまで―――――――――――――――― 
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4. プラスチックを燃やすとなぜいけないのか？  

 第３章で、家庭から出る「その他プラスチック」の焼却によるエネルギー回収、すなわ

ちごみ発電が、材料リサイクルよりも二酸化炭素の排出削減の点でも、また資源の節約の

点でも優位なことを示しました。またその他プラスチックを分別収集するよりも、可燃ご

み（燃やせるごみ）と一緒に収集する方が費用も安価であることを第２章で示しました。

しかし,プラスチックを焼却・エネルギー回収することに否定的な意見もあります。その代

表的なものは、①プラスチックを焼却するとダイオキシンが出る、②プラスチックを燃や

すとごみの焼却炉が傷む、③第一に資源がもったいない、というものです。この章では、

これらの意見についてその妥当性を検証します。 

 

その１：プラスチックを燃やすと、ダイオキシンが出る？ 

 ダイオキシン類は分析のための標準品の作製などの研究目的で作られる以外には、意

図的に作られることはありません。ダイオキシン類は、塩素を含む物質の燃焼過程で自然

にできてしまう生成物です。ダイオキシン類は、ごみ焼却による燃焼の他に、製鋼用電気

炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります 1)。また、森林火災、火山

活動等でも発生するといわれています 2)。 

ごみの焼却によるダイオキシン類の発生に関しては、塩化ビニルなどの塩素を含むごみ

が多くなるとダイオキシン類が多量に発生するということではなく、燃焼状態や排ガス処

理の状況などの方がダイオキシン類の排出量に大きな影響を及ぼします 3)。したがって、適

切な対策や管理により排出濃度を抑えることができます。 

1990 年代までは，ごみ焼却施設からのダイオキシン類の発生量が多く、国は 1990（平成

2）年 12 月に「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定しました。しかし、1995(平

成 7)年 12 月に所沢市の川越市･狭山市･三芳町との行政境にまたがる地域（通称「くぬぎ山

地域」）において、高濃度のダイオキシンが検出されたとの報道に始まったダイオキシン類

問題は、1999(平成 11)年に、一部マスコミの報道による野菜価格の暴落（いわゆる「野菜

騒動」）に発展するなど、「ダイオキシン騒動」ともいえる状況を生み出し、多くの市民方

に化学物質に対する恐れや健康への不安を抱かせました。 

この騒動については、後に、一部報道番組により所沢市内において各種野菜の生産者の

社会的評価を低下させ，名誉を毀損したとする事案が 高裁に持ち込まれ（平成 15 年 10

月 16 日 第一小法廷判決, 平成１４（受）８４６ 謝罪広告等請求事件）、摘示事実の重要な

部分につき，それが真実であることの証明があるとはいえないとの判断が示されています。 

ごみ焼却施設からのダイオキシン類の発生量を低減するために、1997（平成 9）年 1月に

「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」が改訂され、さらに、同年 8 月に，廃棄物焼

却施設に係る構造基準・維持管理基準の強化，規制対象施設の拡大などを内容とする廃棄

物処理法施行令等の改正を行い，廃棄物焼却施設は，廃棄物の安定的な供給，800℃以上で

の燃焼，排ガス温度のおおむね 200℃以下への冷却，高度な排ガス処理の実施などが義務づ
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けられ，また，ダイオキシン類の排出濃度に関する基準およびダイオキシン類濃度の測定

義務も設けられました。 

 

また、1999（平成 11）年 3 月に「ダイオキシン対策推進基本指針」を策定し、ダイオキ

シン類の排出量を大幅に下げる等の各種対策を推進し、さらに 1999(平成 11)年 7 月には「ダ

イオキシン類対策特別措置法」が制定され、2000（平成 12）年 1月から運用されています。

この法律は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止 及びその除去などをするため、ダイ

オキシン類に関する施策の基本となる基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に対

する対策を定めています。現在のダイオキシン類対策は、この法律により強力に推進され

ています。その結果、図４－１に示すように，2002(平成 14)年末に全国のごみ焼却施設で

ダイオキシン類対策工事が完了して以降，その排出量は極めて低い値になっています。 

ダイオキシン類低減技術として確立されている削減技術のポイントは，燃焼領域での管

理（発生量を 少にするという発生源での削減）と排ガス処理（主に排ガス中に残った部

分を除去する）という２つに分類されます。図４－２にごみの焼却施設でのダイオキシン

の低減方法の概要を示します。 

燃焼領域での管理では、温度（Temperature），滞留時間（Time），乱流混合（Turbulence）

の確保が重要です。具体的には、温度 850℃以上、滞留時間 2 秒以上、2 次燃焼用空気の吹

き込みなどによって燃焼排ガスを十分に攪拌するということです。さらに，２次燃焼後に
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図４－１ 廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量の推移 
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残留した未燃成分や前駆物質よばれる成分から300～350℃の温度条件においてダイオキシ

ン類が再合成（「デノボ合成 4)」とよばれる）する場合があるので、それを防ぐために、熱

を回収するボイラー内でダイオキシンの再合成を助ける粉じんの堆積を少なくしたり、排

ガスがボイラー内をできるだけ短時間で通過するように工夫されています。 

ごみの焼却施設での排ガス処理は、粉末活性炭による吸着と集じん器（バグフィルタ）

との組み合わせが基本です。排ガス基準に応じてさらに高度な設備が付加される場合もあ

ります。図４－３に現在普及している 良技術の一つである湿式ガス洗浄設備や触媒反応

塔のシステムを示します。 

 ダイオキシン類の排ガス基準（排ガス１Nm3 当たりに含まれるダイオキシン類の濃度）

は，国際標準となっている 0.1ng-TEQ/m3N以下（TEQ：等価毒性等量というダイオキシン

類濃度を表す単位）ですが、実際はこの値の 1/10 から 1/100 になるように設計・管理され

ています。前述したように、2002 年末までに全国のごみ焼却施設においてダイオキシン類

対策工事が完了した結果、2003 年以降の総排出量（各施設からの排出量の合計値）は図４

－１に示したように激減しています。 
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その２：プラスチックを燃やすと、ごみの焼却炉が傷む？ 

「炉が傷む」、すなわち、ごみの焼却施設の焼却炉を構成する炉材や耐火物が損傷する

主な原因は「熱衝撃」という現象です。これは、温度の急激な変化の繰り返しによって引

き起こされます。炉材の耐久試験では、1,000℃以上の高温状態に曝されたテスト材を常温

の 20℃程度に戻すという操作を何回か繰り返し耐久性を評価します。実際のごみ焼却炉内

は、燃料となる廃棄物組成が均一に保つように、ごみピット（ごみ収集車が運搬してきた

ごみを一時的に貯留しておく場所）でごみを混合攪拌するなどして均質化を図るなど、燃

焼を安定させる制御を行って急激な温度変化を抑さえるように運転されています。それで

も、燃焼の管理温度（900～950℃）を中心に±100℃程度の範囲の温度変化がありますが、

熱衝撃というほどの大きな温度変化はありません。 

また、焼却炉の炉材や耐火物は主燃焼部分を中心に少しずつ消耗するため、年一回実

施される定期補修時にそれらの一部が取替えられます。この補修によっても、焼却炉の炉

材の健全性が保たれます。 

第１章でも述べたように、燃焼排ガスが持つ熱エネルギーを回収するボイラー水管の

腐食問題に関しても合金鋼などの耐蝕材料の開発などを行い、またボイラー蒸気の高温高

圧化を段階的に試行する長年の取り組みを経て克服されてきました。 

このように、プラスチックを燃焼すると炉が傷むという心配は、既に杞憂であると言

えます。 

 

その３： プラスチックを燃やすのはもったいない？ 

その物が本来もつ価値が生かされずに、捨てられたり、使われないままにされたりして

無駄になるのを惜しむ「もったいない」という日本の心は、環境にやさしい社会づくりや、

地球温暖化などの環境問題の解決につながります。それでは、プラスチックを燃やしてエ

ネルギーとして有効活用することは、材料リサイクルで形を残して活用することに比べて、

もったいないことなのでしょうか？ 

◆プラスチックの生産に使われるのは原油の 2.9 重量％ 

プラスチックは原油を原料として製造されます。原油は非常に多くの種類の炭化水素化

合物の混合物なので、原油を蒸留すると、プロパンガスなどの沸点が低く常温ではガス状

のもの、ガソリン軽油など常温でもガスになりやすいもの、重油などの油、アスファルト

など常温では固体であるものに分けることができます。これらのうち、プラスチックの原

料となるナフサはガソリンと非常に良く似た沸点を持つ部分です。次に、このナフサを加

熱し、さらに分解して、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造の物質（低分子化合物）

に変化させます。さらに、得られた分子と分子を化学的に結合させ、プラスチックを作り

ます。これらがポリエチレンやポリプロピレンなどで、合成樹脂や重合体（ポリマー）と

呼ばれます。できたばかりのポリエチレンなどは粉や塊で扱いにくいため、いったん溶か

して、加工しやすくするための添加剤などを加え米粒状（ペレット）に形を整えます。こ
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れがプラスチック製品を製造する成形工場に出荷されます。 

日本では、2009 年には約 4,400 万 kl のナフサから約 1,100 万ｔのプラスチックが製造さ

れています。この約 4,400 万 kl のナフサを精製するために必要な原油の量は、約 4 億 4,600

万 kl（重量換算すると約 3 億 7,900 万ｔ）です。プラスチック製品になる部分は、重量換

算で原油の約 3％にすぎません 5)。図４－３に示すように、他の化学製品の原料となってい

る部分を加えても、原油の 8.1％にしかなりません。原油の残りの部分は、ガソリンや灯油、

重油などの燃料として燃やされ、エネルギーとして利用されています。使用済みプラスチ

ックを材料にリサイクルすることは、原油の 2.9％の部分を何度も利用することを意味しま

す。資源の有効利用という観点から非常に重要なことですが、その一方で、原油の大部分

がエネルギーとして利用されていることも忘れてはいけないことだと言えます。 

 

      図４―３ プラスチックに使われる原油の割合 5)  

 

◆石炭や石油と変わらない発熱量 

 ごみ焼却施設に集められたごみのなかにはさまざまなものが含まれています。図４－４

に、ごみのなかに含まれる可燃物質の発熱量と各種の燃料の発熱量を示します。プラスチ

ックは紙ごみの約 2 倍の発熱量があります。プラスチックのなかでは、ポリエチレンが

も高い発熱量をもっていて、石炭や石油などの燃料とほぼ同様の発熱量であることがわか

ります。 

  鉄やアルミやガラスでは、再び鉄やアルミやガラスという材料に戻すことが「リサイ

クル」ですが、もともと原油から作られたプラスチックの場合には燃料と同等の発熱量を

持っているので、発電するためのエネルギー源として使えば、現在発電所で使われている

石炭や天然ガスを節約することができるのです。 

「もったいない」という気持ちを活かす社会は、自然界からの摂取する資源をできるだ
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け少なくする社会です。鉄やアルミやガラスの場合と違って、廃プラスチックを燃やして

効率よくエネルギーとして活用することは、第４章でライフサイクルアセスメント（LCA）

の考え方で示したように、まわりまわって現在使われている化石資源の節約につながるの

です。 

 

 
  図４－４ ごみに含まれる可燃物質の発熱量と各種の燃料の発熱量 6) 

 

◆ エネルギー源としての化石燃料の節約 

 前述したように、「もったいない」という気持ちを活かす社会は、自然界からの摂取する

資源をできるだけ少なくする社会です。したがって、長期的には太陽光や風力発電など再

生可能エネルギーを化石燃料の代わりに使う社会を作ることが必要です。この考え方は、

二酸化炭素の排出を少なくする地球温暖化防止の考え方にも合致しています。しかし図４

－５に示すように現在はまだ日本のエネルギー消費全体の約 83％を化石燃料でまかなって

います。したがって、再生エネルギーをますます活用することと合わせて、化石燃料の利

用を効率的に進めることが必要です。このためにも、化石燃料とほぼ同等の発熱量を持つ

廃プラスチックをエネルギー源として使うことを推進することが必要です。それが、「もっ

たいない」という気持ちを活かす社会を作ることに繋がるのです。 
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図４－５ 一次エネルギーの国内供給の推移（出所：平成 21 年度エネルギー需給実績（資

源エネルギー庁）7)） 

  

――――― カラム４：もったいないのは何か？（廃プラスチックの洗浄） ――――― 

目の前のものをもったいないと思うあまり、本来の資源の節約に逆行してしまうことも

あります。例えば、廃プラスチックをリサイクルのためお湯で洗うことについて、以下の

計算例があります。 

プラスチック 1g を作るためには 1.3～1.4g の石油が必要になります。この 1g のプラス

チックは、ペラペラしたポリエチレンフィルムだと 30cm×10cm くらい、ラップにすると

30cm×20cm くらいに相当します。このフィルムを 40℃のお湯 1 リットル（蛇口から細め

に 20 秒間出すくらいの量）で洗うと、お湯１Ｌ（４０度）を得るには、10ｇぐらいの二酸

化炭素が出ることになり、石油４ｇぐらいに相当します。洗うのに必要な石油で、廃プラ

スチックフィルムの 3 倍くらいの新品を作ることがきるのです。 

引用：安井 至,「市民のための環境学ガイド」,東京の廃プラ危機,04.22.2007, 

http://www.yasuienv.net/PlaCrisisTokyo.htm, 2011 年 5 月確認 

――――――――――――――カラム４：ここまで――――――――――――――――― 
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5. 今後の廃プラスチック処理のあり方 

  今まで整理したことをまとめてみます。 

・家庭から出る廃棄物の中で、プラスチックは容積で約 40%を占めますが重量では約 10％

に過ぎません。 

・これを分別収集するためには大きな費用を要しますが、もしこれを収集量が多い可燃ご

み（燃やせるごみ）と一緒に収集するとその費用を大きく削減することができます。 

・可燃ごみとして収集した廃プラスチックをごみ焼却場で燃焼することに、技術的な問題

がないことを確認しましたし、ダイオキシン類の発生も排出基準を下回る安全なレベル

にすることが可能で、焼却炉を傷めることもありません。 

・もう一度プラスチックとして利用できる廃プラスチックを可燃ごみと一緒に燃やすこと

は「もったいない」と思われるかも知れません。しかし、ペットボトルと白色トレイを

除いた混合プラスチックは、プラスチックの種類別に分けることが困難で、汚れている

ものが混入することも多く、容器包装リサイクル法に基づく現状の材料リサイクルでは

その大部分が運送用のパレットや擬木等の製造に使われ、元の容器やプラスチック製品

に戻っているわけではありません。 

・パレットや擬木を新品のプラスチックで作るより、廃プラスチックで作る方が、二酸化

炭素の排出量が少なく、資源の節約にもなるのは事実です。しかし、廃容器包装プラス

チックを一般ごみと一緒に収集しごみ発電に利用すれば、それによって現在発電に使わ

れている化石燃料が節約でき、二酸化炭素の排出量の削減にも役立ちます。これは、資

源を有効利用する「もったいない」という気持ちを活かす社会につながります。 

 

以上のことから、私達は家庭から出るプラスチック廃棄物のうち、すでに回収・リサイ

クルが順調に進展している単品の PET ボトルと白色トレイを除き、可燃ごみとして収集し、

ごみ発電に使う方が、材料リサイクルを進めるより良いのではないかと考えています。ご

み発電の発電効率は、図５－１に示すように技術開発によってどんどん向上しています 1)。

また、ごみ発電の規模を大きくすることで発電効率をさらに大きくすることが可能になり

ます。 

2009(平成 21)年度では、日本には 1243 のごみ焼却場があります 2)。 も大規模な施設は

東京都江東区の新江東清掃工場で１日に 1800 トンの処理能力があります 3)。しかし、日本

全体を平均すると 93 トン/日の規模にしかなりません。これは第１章に示したように、ご

みの焼却によるエネルギー回収を前提としている欧州各国の処理量約 500 トン/日と比べる

ととても小規模と言わざるを得ません。また、また、 も高効率のごみ発電である施設は

広島市中工場で、約 24 ％の発電効率になっていますが、日本全体でみれば発電設備がある

ごみ処理場は 300 施設しかなく、また発電設備があっても発電効率が低いごみ処理場が多

いのです。 

日本のごみ発電の効率をさらに向上させるためには、大規模な 新の設備の導入が必要
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です。平成 20 年度を例にとると、容器包装リサイクル法により「その他プラスチック」は

年間約 380 億円をかけて材料リサイクルされています。図５－２には環境省の廃棄物処理

施設の入札・契約データベース（熱回収施設）5)を用いて作成した 近のごみ発施設の建設

費をしまします。データのばらつきが大きいのですが、一日 500 トンを処理することがで

きる 新のごみ焼却場の建設費を約 200 億円と読み取ると、その他プラスチックを処理す

る費用で 1 年に 2 つの施設を作ることが可能です。 

ごみ焼却場の大規模化にはもう一つの問題があります。それは、ごみ処理はそれぞれの 

自治体の義務となっているので、また地方では人口も少なく山間地も多いので、広域での

収集が困難であることが多いのです。一日に 500 トンのごみは約 50 万人分のごみに相当し

ます。これは東京都の杉並区と板橋区のごみの排出量とほぼ同じです 4)。今後、家庭から出

るごみ処理について長期的な施策を検討することが必要だと思います。 

 繰り返しになりますが、私達は、全てのごみを焼却・熱回収すべきと言っているのでは

ありません。①家庭から出るごみの中でも単一素材であるペットボトルや白色トレイは消

費者の協力により分別収集が進展し、費用に見合った材料リサイクルの方法も存在してい

ます。この二つについては、さらに材料リサイクルを推進することが重要です。 

図５－１ ごみ発電における発電効率の推移 1)（ 上部の実線は高効率発電として、建設に国

の補助を受けることができる 新の発電効率を示している。） 
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図５－２ 近のごみ発施設の建設費 5) 

 

 また、②家庭から出る混合プラスチック廃棄物の分別収集が可能で、それを高炉還元材

やコークス炉化学原料化ならびに RPF 化が可能な設備がある地域では、それらの設備を利

用することで二酸化炭素の排出抑制と資源の有効利用を進めることができます。また、こ

の報告書では触れませんでしたが、セメントのキルンで利用することも効果的です。 

 産業から出る廃棄物については、③工場の端材など単一の素材の廃棄物が大量に出るこ

とが考えられます。これらは材料リサイクルを進めることができます。また、単一素材で

はない混合プラスチックも大量に出ることが考えられるので、④高炉還元材やコークス炉

化学原料化ならびに RPF 化やセメントキルンの原料に利用することが家庭から出るごみよ

りも容易だと考えられます。 

 しかし、⑤家庭からでる混合プラスチックや、⑥産業から小規模に排出される混合プラ

スチックは、「燃やせるごみ」としてごみ発電に使う方が良いと考えます。もちろん発電だ

けでなく焼却場の熱も利用する方が効率的です。 

 以上の①から⑥のごみ処理のイメージを表５－１にまとめます。 
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表５－１ 私達が考える廃プラスチックの処理方法 

プラスチックの排出形態 処理方法

一般廃棄物
（家庭ごみ)

資源ごみ ①PETボトル
白色トレイ

材料リサイクル

②混合プラスチック
（右記での利用が経
済 的 に成 り立 つ 場
合）

高炉還元剤化,コーク
ス炉化学原料化,ガス
化 ,RPF化 ,セメント
キルンでの利用

⑤プラスチック含有ごみ 燃やせるごみとして
焼却場での発電や熱
利用

産業廃棄物 ⑥小規模排出混合プラスチック

家電リサイクル・自
動車リサイクルなど
で大規模に排出され
るプラスチック

④混合プラスチック 高炉還元剤化,コーク
ス炉化学原料化,ガス
化 ,RPF化 ,セメント
キルンでの利用

③単一素材 材料リサイクル工場の端材など
 

前にも書きましたが、「もったいない」という気持ちを活かす社会を作ることが環境の保

全にもつながります。「もったいない」という気持ちは、物にもエネルギーにも向けること

が重要です。化石燃料から作られ、化石燃料とほぼ同じ発熱量を持つプラスチック廃棄物

をいかに処理すべきかは、物のもったいなさとエネルギーのもったいなさの両面から、考

えるべき重要な課題だと言えます。 

 プラスチック廃棄物を材料リサイクルすべきという考え方は、ともすれば材料リサイク

ルが比較的容易な単純な構造の汎用プラスチックを大量に使うことを支持する方向に動き

ます。このことは、日本の化学産業がより高度な使用に耐えるプラスチックを技術開発す

ることを妨げる可能性があります。高度な使用に耐えるプラスチックを開発し、使用済み

となった後は焼却しエネルギーを回収することが、日本の産業を活性化させ、またエネル

ギー問題の一助となると私達は考えます。 
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あとがき 

 この報告書をまとめている時に、東日本大震災がありました。被災された方に心からお

見舞い申し上げます。 

 テレビで津波の被害を見、その瓦礫の中に木材などの可燃物が多く見えることに気づき、

また福島原子力発電所の事故による計画停電や夏の電気不足を見聞きする時に、瓦礫の中

の可燃物を発電に使えないかと思いました。しばらくして、農林水産省が瓦礫の中の木材

を東北地方のバイオマス発電に利用するための支援を提案したので、もっともなことと納

得しました。しかし、東北地方にごみ処理発電の施設があれば、がれきの中のプラスチッ

クも同時に利用することができるので、もっと効率的に発電することができると思います。

残念なことに、東北地方には大型の高効率ごみ発電施設がわずか３施設しかありません。

本文にも書きましたが、これは、山間部が多い東北地方ではごみの広域収集を効率的に行

うことが困難であることが一因となっていると思われます。 

 福島原子力発電所の事故は、日本のエネルギー供給を根幹から見直す必要があることを

私達に教えています。廃プラスチックを含む可燃ごみは化石燃料を代替するエネルギー源

として利用することができます。その収集方法も含めて、日本のエネルギー政策の中での

活用方法を、長期的な視野で検討することが必要と思います。（稲葉 敦） 
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