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Point
❶  プラスチックと繊維という、二つの素材をターゲットに資源循環化を進める英国のエレン・マッカー
サー財団（E.M. 財団）。そこには資源枯渇という問題だけではなく、プラスチックの環境漏出や海
洋汚染に対する強い危機感がある。

❷  一方、中国が廃棄物輸入規制を設けたことで欧州のプラスチック廃棄物は “売り先” を失った。欧
州が廃プラスチックであふれる前に循環利用を推し進める必要に迫られた欧州当局はプラスチック
循環化の政策目標を発表。この動きは上述のE.M. 財団の目指す方向と完全に重なるといってよい。

❸  E.M. 財団は世界のエクセレント・カンパニーと次々パートナー関係を構築。パートナー企業はプ
ラスチック循環利用に向け、新しい技術開発・製品投入を活発に進める。

❹  海洋投棄プラスチックを原料にスポーツシューズやフォーマルウエアを作る “アップサイクル” な
どの事例はまだ量的な影響力は少ないが、大手企業が取り組むことによる業界影響力・社会影響力
は大きい。プラスチック循環化の拡大はプラスチックサプライチェーンそのものも変えていく可能
性を秘める。

はじめに
　原料→製品化→使用→廃棄という一方通行だっ
た線型の経済活動を円型の循環型にする－サー
キュラーエコノミー構築に向けた取り組みをシン
プルに表現すれば、このように言い表すことがで
きよう。
　基本的に製造業は全て何らかの資源を原料とし、
それを加工することで成立しているわけであるか
ら、「線型から円型へ」「一方通行から循環へ」と
いうパラダイム・シフトも全ての製造業に向けら

れていると言っていい。もちろん、各業界単位な
どでは特定の素材を循環化させる努力も必要だが、
仮にある素材だけで循環利用サイクルが完成した
としても、サーキュラー・エコノミーという広い
視点で考えれば “部分的成果” でしかないはずで
ある。
　だが、ここに「ニュー・プラスチック・エコノ
ミー」「サーキュラー・ファイバー・イニシアチブ」
という、プラスチックと繊維に的を絞った “サー
キュラー化” の取り組みが存在する。取り組むの

プラスチックを “サーキュラー化” する
試みは成功するか？
̶ エレン・マッカーサー財団の取り組みから

プラスチック循環化の可能性を考える̶
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はプラスチックや繊維の業界団体ではなく、英国
の環境保護支援財団で、同時に「Circular 
Economy 100（CE100）」というプログラムも推進
している。
　サーキュラー・エコノミー、すなわち経済全体
の循環化を目指す団体が、それと並行して特定素
材だけを対象に “循環化” にも取り組む…これを
最初に知った時、筆者の中には単純な疑問が湧い
た。なぜプラスチックと繊維だけを対象に？それ
以外にも “循環化” が必要な素材はたくさんある
のでは？と、素朴にそう感じたわけである。
　本稿では、この財団の取り組みを中心に据えな
がら、プラスチック素材の “サーキュラー化” に
関わる規制動向や企業動向、さらに今後の見通し
等について考察してみたい 1。
　
NPEとCFI という二つの取り組み
　ニュー・プラスチック・エコノミー（New 
Plastic Economy：以下、本稿ではNPEと略す）
とサーキュラー・ファイバー・イニシアチブ：
Circular Fibre Initiative（以下、CFIと略す。
Fibre のスペルはオリジナルに従う）という、こ
の二つの取り組みを進めているのはエレン・マッ
カーサー財団（Ellen MacArthur Foundation：以

下、E.M. 財団と略す）という英国の財団である。

　まず冒頭の疑問、「なぜこの財団はプラスチック
と繊維という二つの素材を特にサーキュラー化の
ターゲットに据えたのか？」である。
　E.M. 財団ではこの二つの素材の消費・廃棄の現
状を図表1・2のようにまとめ、一方通行の資源
消費に強い警鐘を鳴らしている。現在の「線型プ
ラスチック消費」ではリサイクルのウェイトはわ
ずか2%ほどであり、サーマルリサイクル分を含
めても28%にとどまる。残り72%は埋め立てか
環境放出されているというから、資源循環化の余
地が大きい素材であることは確かであろう 2。図
表 2の繊維の方もほぼ同様で、73%が焼却ないし
埋立処分され、循環再利用されるウェイトは1%
にも満たない。

　だが、この二つの図で特に筆者の目を引いたの
は「循環利用ウェイトの少なさ」ではなく、繊維
製品の流通フロー図にある「マイクロファイバー
漏出50万トン」という部分である。焼却・埋立
処理73%というウェイトにくらべれば圧倒的に小
さい、この50万トンという数字をなぜわざわざ

図表 1　容器包装プラスチックの現在の消費フロー
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出所：Ellen MacArthur Foundationサイト掲載図を基に筆者作成

図表 2　衣料製品の現在の消費フロー
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（注） 図中のパーセントの数字を足すと100を超える部分があるが、
ここでは財団サイト掲載図通りの数字を記載している。
出所：Ellen MacArthur Foundationサイト掲載図を基に筆者作成

1    サーキュラー・エコノミー全体を俯瞰したレポートとしては本誌 4月号「サーキュラー・エコノミー時代のビジネス戦略」（産
業経済調査部・川野研究員）を参照されたい。当該レポートでもNew Plastic Economy について言及した部分がある。

2    プラスチック製品全てを合わせた生産量は年間数トン単位であり、図表 1で示された 7,800 万トンという数字は容器包装プラス
チックだけを捉えた数字である。
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入れたのであろうか。
　フリースのような化繊製品を洗濯すると微細な
繊維くずが抜け落ちて洗濯水に混じって排出され、
最終的に海に放出されるという問題、いわゆるマ
イクロファイバーによる海洋汚染は何年も前から
指摘され続けているが、年間50万トンという数
字まで示した資料は過去に見たことがない。
　衣料の洗濯→マイクロファイバーの漏出→海洋
環境悪化という問題では常に化学繊維が問題の対
象となる。天然繊維に比べて化学繊維は分解しに
くく、長く環境にとどまり続ける。実際、図表2
でもバージン原料の6割以上が化学繊維、つまり
プラスチックであることが示されている。
　とすると、同財団がターゲットにしているのは
プラスチックと繊維という “2種類の素材” では
なく、容器包装や化学繊維等々を含んだ “広い意
味でのプラスチック” なのではないか？NPEも
CFIも結局のところ「広い意味でのプラスチック」
の利用を循環させ、自然環境に捨てられるのを防
ぐという一つの目的に向けた、二つの側面に思え
てくる。
　さらに言えば、それらの物質が一方通行で消費
→廃棄され、資源を消費し続けることと同じくら
い、廃棄後の環境漏出、特に海を汚し続けている
ことを問題視しているのではないか？という気が
してくるのである。

海洋廃棄プラスチックという問題
　①海に捨てられたペットボトルや発泡スチロー
ル等々、大量のプラスチック廃棄物、さらにそれ
らが紫外線等で分解され、微小粒子化したマイク
ロプラスチック　②化繊製品の洗濯などで排出さ
れるマイクロファイバー　③洗顔料や研磨剤など
の製品に含まれるマイクロビーズ。
　これら①～③の廃棄物は厳密に言えば形状や大
きさも、用途も異なる。②や③は排水とともに放
出されることが多いのに対し、①は陸上埋立や焼
却もあり得るといったように、廃棄物としての発
生経路や環境漏出ルートにも違いがある。しかし、

先に述べたようにこれらはどれも「広い意味での
プラスチック」であり、これらがいったん海洋に
漏出すると、薄まりも分解もせず長く海に漂う物
質となり、人体に害を及ぼす危険性すら指摘され
ている。
　なぜなら、魚がそれらの微小なプラスチックを
エサと間違えて食べ、その魚をさらに人間が食べ
ることによって人体に取り込まれる可能性がある
からである。プラスチック廃棄物や化学繊維マイ
クロファイバーは海を汚すだけではなく、食物連
鎖の中に入り込むことで人体に対する懸念もある
ことになる。最近ではマイクロファイバーが水道
水に混じっているという報告すらあり、「広い意味
でのプラスチック」による海洋汚染は環境問題と
いうだけではなく、人間の安全・安心に関わる問
題としての側面を強めている。
　
　プラスチックによる海洋汚染問題でよく引用さ
れるのが、2015年の世界経済フォーラムで発表さ
れたレポートである。年間約80万トンのプラス
チックが海洋に投棄され、「このままでは2050年
までに、海洋廃棄プラスチックの総量は海にいる
魚の総量を重量ベースで上回る」という試算はわ
が国の環境省資料をはじめ、さまざまなレポート
に引用されているので、目にした方がおられるか
もしれない。
　このレポート、実はE.M. 財団が作成した「New 
Plastic Economy-Rethinking the future of plastics」
というレポートで、標題を見てわかるようにNPE
プログラムに関連して同財団が作成した報告書の
一つなのである。E.M. 財団は「New Textile 
Economy」という別の報告書の中でも「2015年か
ら 2050年までの間に、さらに2,200万トンのマイ
クロファイバーが海洋に漏出する」といった数字
も掲げ、先に触れた化学繊維による海洋汚染に対
する危機感をあらわにしている。

エレン・マッカーサーという女性
　E.M. 財団についてもう少し詳しく見てみよう。
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この財団の設立者はその名の通り、エレン・マッ
カーサーという英国人女性だが、彼女は大富豪や
貴族の娘というわけではなく、元々は“ヨット乗り”
だったというユニークな経歴を持つ。
　彼女の最大の業績は2005年に単独・無寄港で
ヨット世界一周航海を成し遂げ、同時にその世界
最速記録も更新したことであろう。これによって
「デイム（男性のナイト＝騎士に相当）」の称号を、
28歳という史上最年少の若さで獲得したというの
だから、ヨット界では英雄と言っていいであろう。
そんな彼女が、なぜヨットからサーキュラー・エ
コノミー推進に関心を移したのか？その理由がま
たユニークである。
　無寄港で世界一周となれば、全ては「最初に積
んだ分」しかないことになる。食糧も、医薬品も、
トイレットペーパーも最初に積んだものだけが全
てで、あとは減るだけ。そういった状況で世界一
周単独航海を続けていた時、彼女はあるひらめき
を得る。彼女自身の言葉を借りてみよう。

　「ヨットの上ではそこにあるものが全てで
す。それ以上はありません。突然、点と点が結
びつきました。世界経済も同じなのです。人類
史上1度だけ持てる、限りある資源に私たちは
完全に依存しています」（http://go.ted.com/
CLfT動画の和訳を参考に記述）

　少し大げさに言えば一種の “天啓” と言えよう
か。世界一周航海中にこの発想を得た彼女は帰国
後に経済の勉強を始め、2010年にサーキュラー・
エコノミー推進のためのE.M. 財団を設立、現在
に至るというわけである。

　こうなると、E.M. 財団がなぜ繊維とプラスチッ
クという二つの素材をとりあげて “サーキュラー
化” させようとしているか、理由はほぼ見えてき
たと言っていい。現在の一方通行型プラスチック
生産・消費構造では資源は減る一方、海洋プラス
チック廃棄物は増える一方である。この構造を循

環化させれば資源のムダをなくせると同時に、プ
ラスチックによる海洋汚染も抑えられる。プラス
チックと繊維だけをターゲットにしたサーキュ
ラー化推進には、「限りある資源を有効に」という
狙いと同時に「（広い意味での）プラスチックによ
る海洋環境悪化を防ぎたい」という財団設立者自
身の強い思いが投影されているに違いない。

欧州規制の方向性も一致
　ここで廃棄物リサイクルに関する主要国の政策
に目を転じてみたい。最近の重要な変化としてま
ず指摘しなければならないのは、中国の廃棄物輸
入規制であろう。これまで中国は世界最大の廃棄
物輸入マーケットとして、世界中から莫大な量の
廃プラ、古紙、金属クズ等々を輸入していた。あ
る意味、中国という市場が存在することで先進諸
国のリサイクルは “回って” いたと言ってもいい。
　だが廃棄物に混じってさまざまな汚染物質や危
険物質も中国国内に入り込む。それに業を煮やし
た中国政府は昨年7月、廃棄物輸入に対する大幅
な規制を発表し、今年1月から施行された。先進
国側にしてみれば「廃棄物の売り先」が急になく
なったわけである。もちろん、これまで大量の廃
プラスチックを中国に輸出していた欧州とて例外
ではない。
　これに対応するように、EU委員会は今年1月に
「欧州プラスチック戦略」を発表した（図表3参

項目 内　容

現状認識
欧州で発生するプラスチック廃棄物は約 2,500 万 t/ 年。
このうち、リユース・リサイクルされる割合は 30％に満
たない。

主な目標

○  2030 年までに EU域内の全てのプラスチック包装材
をリユースまたはリサイクルする。
○ 使い捨てプラスチック製品を削減。
○ 海洋環境に悪影響を与えるマイクロプラスチック（化
粧品等に使われるマイクロビーズ、合成繊維製品から
出るマイクロファイバー等含む）の使用を制限。

主な
政策目標

○ プラスチックリサイクル促進に向けた新ルールを策定
し、リサイクルが収益を生む構造を確立。
○ ポリ袋以外の使い捨てプラスチック、漁網なども対象
に含めプラスチック廃棄物の発生を抑制し、海洋投棄
を阻止。
○ 問題解決に向けた技術開発等への投資を促進。
○ 欧州以外の世界に対し、同様の変革を促す。

図表 3　欧州プラスチック戦略の骨子

出所：各種公開情報を基に筆者作成

プラスチックを “サーキュラー化” する試みは成功するか？
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照）。ここでは欧州域内での使い捨てプラスチック
を減らし、循環化を促進するための政策目標が打
ち出されているが、同時にプラスチックによる海
洋汚染問題も重視しており、マイクロビーズやマ
イクロファイバー等を制限する必要性についても
言及している。

　欧州がこのようなプラスチック戦略を発表した
背景には、前述した中国の廃棄物輸入制限が影響
したのは間違いないであろう。だがそこで打ち出
された政策目標、使い捨てプラスチックを大幅に
減らし、循環利用を推進するというその考え方は
E.M. 財団の目指すところと全く同じと言ってもよ
い。すでに欧州委員会は前述の戦略に沿う形で、
今年5月にはストローや皿などの使い捨てプラス
チック製品を使用禁止に、あるいは課金対象にす
る方針を発表している。
　これはE.M. 財団が進めようとしているプラス
チック循環化の流れに、EU環境政策という強力な 
“エンジン” が加わったと表現して差し支えあるま
い。何しろEU当局には法規制という武器がある。
新たな法規制を導入することで企業や消費者の行
動をある方向に向けさせることは、現実的にはと
もかく原理的には難しいことではない。今後、プ
ラスチック廃棄物削減・リサイクルに向けた規制
強化の動きが欧州で活発化することは間違いない
といえよう。
　
　しかしE.M. 財団は単なる環境保護支援財団で
ある。EU当局のような立法権限もないし、企業
や研究所のような技術開発能力があるわけでもな
い。そんな一財団が、プラスチックのサーキュラー
化に向け、何ができるのか？単に “訴える” 以上の、
実効性ある方法論があるのか？筆者が見るところ、
この「実効性」ということに関してE.M. 財団が
重視している戦略が「有名グローバル企業との協
業」ではないかと思うのである。

そうそうたるパートナー企業群　
　E.M. 財団の取り組みには常に「パートナー企業」
の存在がある。しかもこれがかなり複雑でわかり
づらい。財団そのもののグローバル・パートナー
企業があり、企業とは別にフィランソロフィック・
パートナー（財団など、企業以外の組織と思われる）
もある。さらにNPE、CFIなど個々の取り組みご
とにコア・パートナーとなる企業があり、それら
パートナー企業の顔ぶれは取り組みプログラムご
とに異なるのである。また、パートナーではないが、
E.M. 財団の報告書作成に協力するだけの企業も多
数ある。
　その上、既述のCE100にもさまざまな業種の有
名企業が参加しているのだから分かりづらい。こ
れら企業とE.M. 財団との関係を分類・整理する
と図表4・5のようになる。　

パートナー分類 企業名

E.M. 財団
グローバル・
パートナー企業

Google（米）、H&M（スウェーデン）、
Renault（仏）、Nike（米）、Danone（仏）、
Unilever（蘭）、Intesa Sanpaolo（伊）、
Philips （蘭）、Solvay（ベルギー）

NPE
コアパートナー企業

Danone（仏）、Unilever（蘭）、Amcor（豪）、
Novamont（伊）、Coca Cola（米）、
PepsiCo（米）、Mars（米）、Veolia（仏）

CFI
コアパートナー企業

H&M（スウェーデン）、Nike（米）、
Lenzing（オーストリア）

Make Fashion Circular
コアパートナー企業

Burberry（英）、Gap（米）、
H&M（スウェーデン）、Nike（米）、
HSBC（英）、Stella McCartney（英）

New Textile Economy
報告書作成主要参加企業

Adidas（独）、Burberry（英）、Gap（米）、
M&S（英）、Patagonia（米）、
Stella McCartney（英）、Levi Strauss（米）、
Tommy Hilfiger（米）ほか

図表 4　 E.M. 財団、及び主要プログラムの
パートナー企業

出所：Ellen MacArthur FoundationのWebサイト情報を元に筆者作成

業種 企業名

食品関連 The Coca Cola Company（米）、
Heineken Mexico（メキシコ）、Tetra Pak（ベルギー）

自動車部品 Michelin（仏）、ブリヂストン（日）

化学 BASF SE（独）、Dow Chemical Company（米）、
Royal DSM（蘭）

エネルギー・
インフラ

Schneider Electric（仏）、
Veoria Environnement（仏）、
Suez Environnement（仏）

情報機器、ソフト Apple（米）、Dell（米）、IBM（米）、HP（米）、Microsoft（米）、Cisco（米）

流通 IKEA（スイス）、Wal-mart Inc（米）、Kingfi sher（英）、
Marks & Spencer（英）、Bestseller（デンマーク）

図表 5　 Circular Economy 100（CE100）の主な
参加企業（抜粋）

出所：  Ellen MacArthur FoundationのWebサイト情報を元に筆者作成
カッコ内の国名については同財団サイトの記述に従う
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　自らは何も生産しない団体が企業の、ひいては
社会の考え方を変えさせようとすれば、従来なかっ
た新しい手法を確立することが求められる。
　例えば企業の環境貢献取り組みを評価・格付け
するCDP（Carbon Disclosure Project）も英国に
本拠を置く非営利NPOだが、世界の大手企業を
格付けし、公表するというその活動自体が企業行
動を変えさせる有効な手段として機能している。
なぜなら、CDPが発表する「格付け」がそのまま
企業価値を表すひとつの指標となり、「より良い格
付け」を獲得するための競争原理が生まれている
からである。
　E.M. 財団は企業の格付けは行っていないが、そ
の手法には上述のCDPと通底する部分がある。
NPE、CFI、Make Fashion Circular、New Textile 
Economy、CE100、はたまた財団が作成する報告
書作成のへの協力等々、E.M. 財団のあらゆる活動
にはパートナー企業や協力企業の社名が紹介され
る。パートナー企業の場合はロゴ入りで紹介され
るのが普通である。世界経済フォーラムで発表さ
れるレポートに「パートナー企業」として自社の
ロゴが載ると考えたら、大したPR効果である。
　パートナー企業独自の取り組みに対しても扱い
はキメ細かい。仮に、あるパートナー企業が再生
プラスチック原料を使った新製品を発表したとす

る。E.M.財団自身はその製品開発に関与している
わけではないが、「当財団パートナー企業の先進的
取り組み」として積極的にPRしてくれるのである。

　別の言い方をすれば、E.M. 財団のパートナー企
業であること自体が、当該企業のサステナブル・
イメージ向上に寄与すると言えよう。おそらく
E.M. 財団のパートナー企業になるにはある程度の
出資が必要だと思われるが、環境先進企業として
のイメージ向上、ひいては企業価値の向上という
点で十分メリットを得られるという判断が企業側
にあるのは想像に難くない。
　一方、E.M. 財団側にとっても、世界的有名企業
のパートナーが増えるほど、自らの財団のステー
タスは高まる。もちろん、前述のCDPと同じよ
うに「一部の有名企業の先進的取り組みをアピー
ルすることで、当該企業のコンペティター、当該
企業のサプライヤー等々の競争意識や危機感を喚
起し、サーキュラー化の流れを拡大させる」とい
う計算も当然存在しているはずである。

取り組みを加速させるグローバル企業たち
　では、実際に世界のリーディング・カンパニー
はどんな取り組みをしているのか？　図表6には
その主な事例を整理している。

企業名 主な取組み

アディダス

○  2015 年に海洋廃棄プラスチックを再生し、3Dプリンタで加工してソール部分に使用したスポーツシューズ「3D-printed 
ocean plastic」を発表。

○ 海洋投棄プラスチック原料の素材でマンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンなど、著名なサッカーチー
ム用にユニフォームを供給。

P&G
○ 海洋廃棄プラスチックを 25%含んだ、シャンプーボトルを開発。グレーのボトルでH&Sブランドで市販。また、100%
リサイクル・プラスチック原料を使った食器洗剤用ボトルも開発し、うち 10%に海洋廃棄プラスチックを使用。

○ 「最大 25%再生プラスチックを含んだ容器を 5億本」という目標を 2018 年末までに欧州で達成することを発表。

ステラ マッカートニー

○  2018 年春コレクションに海洋廃棄プラスチック再生素材を使った新作を発表。同じ海洋廃棄プラスチックを原料にした
アディダスのシューズとのコラボレーションも。

○  2020 年までにバージンナイロンの使用をやめ再生ナイロンにシフトすることを目標に。また、再生ポリエステル素材も
積極的に活用。

H&M ○  2030年に使用素材を100%再生可能なものに。その一環として廃棄物からの再生素材を使ったフォーマルウェア、スポー
ツウェア等を発売。

コカ・コーラ ○ 缶・ペットボトル合わせて現在 60%のリサイクル率を 2030 年までに 100%に。他社製容器も回収対象とし、製造量と
同等の回収量達成を目指す。

ユニリーバ ○  2025 年までに全てのプラスチック容器をリユース・リサイクル・生分解可能なものにするという目標を発表。

パタゴニア
○ 洗濯によってマイクロファイバーが漏出し、食物連鎖によって人間に取り込まれる可能性があることを認めた上で、マイ
クロファイバー漏出を防ぐ洗濯バッグを全直営店舗で販売。洗濯回数を減らすことや、ドラム式洗濯機の有効性などもア
ピール。

図表 6　プラスチック・合成繊維製品の「サステナブル化」に関する主な企業事例

出所：各種公開情報を元に筆者作成
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　ここに挙げた企業は特に “E.M. 財団関連企業”
ばかり選んだわけではないが、結果的にはほとん
どが図表4・5に掲げた企業と重なっている。
　これら有名企業による取り組みでも「海洋汚染
の防止」「海洋廃棄プラスチックの削減」が重要な
テーマの一つになっているのは一目瞭然だが、海
に捨てられたプラスチック廃棄物そのものを原料
としてサッカーユニフォームやフォーマルウエア
など、高付加価値の、言い換えれば “値段の高い”
製品に生まれ変わらせているという点も特徴的と
いえる。

　プラスチックのリサイクルというと、再生樹脂
のグレードは前より低くなることが多い。当然そ
れを原料としてリサイクルした成形品も、例えば
パレットや擬木といった、どちらかといえば低付
加価値品に “下降循環” することが多かった。
PET樹脂による「ボトル toボトル」のように、
前と同じ価値を持つ製品に “水平循環” できる用
途は限られるというのが一般的な「プラスチック・
リサイクル観」だったといえよう。
　だが、近年ではこういった下降循環、あるいは
水平循環がせいぜいという「リサイクル」ではなく、
高度な技術を投入し、より高い価値を持った製品
に垂直的にグレードアップさせる “上昇循環”、す
なわち「アップサイクル」という考え方が表れて
いる。海洋廃棄プラスチックや廃漁網などを原料
に使ったアディダスのスポーツシューズは、例え
ば3Dプリンターでソール部分に精緻な加工を施
すといった斬新なデザインでこれまでにない高い
商品力を持たせており、まさにアップサイクルの
典型例といえるであろう。

　海洋廃棄プラスチックから高付加価値なサステ
ナブル製品を生み出すといった、このような先進
的な取り組みは、その “量” という点でプラスチッ
ク市場に与える影響力はまだゼロと言っていいで
あろう。だがすでに述べたように、こういったプ
ラスチック循環化に取り組んでいるのは無名の環

境ベンチャー企業ではなく、世界的な有名企業・
有名ブランドばかりである。そう考えれば、その
業界影響力は小さいものではない。

環境保全取り組みにおける “ブランド力”
　さて、日本企業はどうか。これまで示した
E.M. 財団関連企業の表には日本企業の名前はほと
んどない。実際のところ、今年5月にブリヂスト
ンがCE100参加企業として加わったことがリ
リースされるまで、E.M. 財団と日本企業との関わ
りはほぼ皆無だったと言っていい。
　もちろん、日本企業がプラスチックのリサイク
ル、あるいはアップサイクルに全く無関心という
わけではない。本稿はE.M. 財団の取り組みを中
心にまとめているが、同じように海洋投棄プラス
チックやタバコの吸い殻など、従来リサイクル困
難と考えられていた廃棄物の再資源化に取り組む
テラサイクル（Terra Cycle）という米国企業があ
る。この会社の日本法人は日本の大手メーカーと
組み、これまでにないリサイクル事業を行ってい
る。
　例えば同社とライオンが協力して廃歯ブラシを
回収・再資源化したり、カー用品販売大手のオー
トバックスセブン・P&Gの両社と組んで車内消
臭芳香剤を回収し、反射板キーホルダーとしてリ
サイクルし、国内の小学校などに寄贈するといっ
た事例が存在している。
　こういった取り組みはこれまで日本で考えられ
ていたリサイクルとは一線を画した、新規性の高
い取り組みであることは間違いないし、ライオン
やオートバックスセブンの企業イメージ向上効果
も期待できよう。
　ただ、国際的な影響力やインパクトという点で
はE.M. 財団関連企業の取り組みと比べて差があ
るのは否定できない。そこには、E.M. 財団が持つ
ブランド力を利用できるか、利用できないかの違
いがあるように思えるのである。

　前述のようにE.M. 財団がNPE推進を訴えた報
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告書は世界経済フォーラムで発表され、この問題
について書かれた記事では必ずと言っていいほど
引用される。さらに、コカコーラやアディダス等々、
プラスチック・リサイクル推進に向けて野心的な
取り組みを進めるグローバル企業とは次々とパー
トナー関係を構築しているのであるから、今や
E.M. 財団はプラスチック・サーキュラー化を進め
る “関係団体” として、高いブランド力を獲得し
たと言っていい。
　E.M. 財団は有名グローバル企業のブランド知名
度と影響力を利用してプラスチック循環化の拡大
を図り、企業側はE.M. 財団のブランド力とPR能
力を自社の「サステナブル企業」としての価値向
上に利用する。相互にメリットのある関係性がで
きつつあると言えるかもしれない。そして、この
輪に加わった日本企業はまだブリヂストンしか存
在していないのである（2018年 5月末現在）。

欧州から世界に波は広がるか？
　新しい “環境規制ムーブメント” が欧州から世
界に広がるということはこれまでにもあった。例
えばRoHSやREACHのような欧州発祥の規制が
世界レベルに拡大し、製品含有化学物質に関する
世界中の企業の考え方を変えたといった例はある。

　今回のプラスチック関連規制はどうか？前述の
欧州プラスチック戦略に盛り込まれた政策目標や、
ストロー等の使い捨てプラスチックの禁止方針な
どはまだ規制や指令として具体化してはいないし、
そのスケジュールも未定である。中国の廃棄物輸
入規制が緩和され、再び “売り先” が確保できれば、
プラスチック循環化に向けた規制づくりの機運そ
のものが弱まるという可能性もゼロとはいえない。
　しかし、欧州が世界に先駆けてプラスチック循
環化に向けた規制を強化し、「欧州以外の世界に対
し、同様の変革を促す」可能性の方がはるかに高
いことは、過去の経験則からも明らかであろう。

　もちろんE.M. 財団の目指す方向がブレること
はあり得ないし、同財団と組んだ企業が取り組み
の手を緩めることも考えられない。すでに見たよ
うに、E.M. 財団のパートナー企業は欧州だけでは
く、米国の有名企業も多数含まれる。こういった
米国企業は欧州のプラスチック関連規制の動向い
かんにかかわらず、自社の社会的責任としてプラ
スチック・リサイクルを進めるであろうことは間
違いない。
　先に述べた「ストロー禁止」などの規制も、こ
とによると欧州より先に米国で普及するかもしれ
ない。すでにN.Y. 市などでは「ストロー禁止法案」
が市議会に提出されており、使い捨てプラスチッ
ク廃止ムーブメントは “米国発祥” ということに
なるかもしれない。中国の廃棄物輸入規制が今後
どうなるにせよ、この大きな流れが逆戻りすると
は考えられないのである。

　仮に、将来E.M. 財団が思い描くようなプラス
チックのリサイクルやアップサイクルが普及し、
“サーキュラー化” したプラスチック循環利用サイ
クルが実現したら、これまでのプラスチックサプ
ライチェーンはガラリと姿を変えることになる。
　極端に言えば海岸に流れついた廃ペットボトル
を回収するといった作業こそがプラスチックや化
学繊維サプライチェーンの「川上」ということに
なり、石油化学産業という「上流」は存在しない
ことになるのである。
　果たしてそんな未来が現実のものになるのか、
現時点ではわからない。仮にそうなるとして、そ
れがどのくらい先の未来なのかもわからない。し
かし、繰り返しになるが、「線型から循環型へ」と
いうプラスチック消費のあり方を変える動きが欧
州や米国などから世界に広がりつつあること、そ
して、この大きな方向性は今後変わることなく長
く続くであろうということだけは間違いなさそう
なのである。

プラスチックを “サーキュラー化” する試みは成功するか？


