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Point
❶ 海洋プラごみ問題の本質は、廃棄物処理ルートを外れた廃棄物の処理対策である。プラスチック循
環利用やバイオプラスチック増加の促進ではない。

❷ 中国を筆頭とする世界の海洋プラごみ発生主要国の責任がまず問われるべきである。汚染者負担原
則PPPの明確化が第一である。

❸ 日本で発生する海洋プラごみは日本の廃プラ総排出量の1％以下、世界の海洋プラごみ発生量の
0.5%以下であるが、河川法改正、廃棄物処理法の運用改善が必要である。

1．数年前から突然注目の的に
　海洋プラスチックごみ問題は、1970 年代から化
学業界関連の仕事を始め、今ではリタイアしてい
る筆者にとっては「またか」というのが正直な感
想である。「環境に排出されても分解しにくい」と
いうプラスチックに対する決まり文句の悪口は聞
き飽きており、それを前提に日本ではプラスチッ
ク廃棄物対策が長年にわたって積み重ねられてき
たはずである。
　今回の海洋プラごみ問題は、プラスチックスト
ローが鼻に刺さったウミガメを保護し、それを長
時間にわたって引き抜くユーチューブ動画によっ
て世界的な関心が盛り上がった。世界の海洋に流

出するプラごみ量を推定する研究データが続々と
発表され、さらに海洋プラごみの分解に由来する
という海洋マイクロプラスチックに関する研究も
注目されるようになった。
　このような世界の風潮を受けて、2018 年 7 月に
カナダで開催された主要 7 カ国首脳会議（G7）で
は「海洋プラスチック憲章」に欧州 4 カ国、EU、
カナダが署名した。この憲章では 2030 年までに
100％のプラスチックをリユース、リサイクルま
たは回収可能とし、また 2030 年までにプラスチッ
ク包装の最低 55％をリユース、リサイクルし、
2040 年までには全てのプラスチックを 100％熱回
収するなどの具体的な目標を定めている。一方、
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海洋ごみに関しては、ごみ除去キャンペーンの実
施や世界的なホットスポットでの清掃活動への投
資が述べられているに過ぎない。この憲章に対し
て米国と日本は署名しなかった。このことだけが
話題になり、日本はプラスチック廃棄物対策に熱
心に取り組んでいないとする日本の環境学者・環
境保護論者の非難が続出した。
　一方、日本政府は 2019 年 5 月に「プラスチッ
ク資源循環戦略」を遅ればせながら策定し、3R（リ
デュース、リユース、リサイクル）＋ Renewable（持
続可能な資源の利用）を基本原則として、2025、
2030、2035 年 の マ イ ル ス ト ー ン ご と に 3R や
Renewable の具体的・定量的な目標を定めた。
2019 年 6 月に大阪で開催された G20 サミットで
は、2050 年までに海洋プラごみによる新たな汚染
をゼロとすることを目指す「大阪ブルー・オーシャ
ン・ビジョン」を議長国として提起し、G20 首脳
が合意した。
　さらに期近なこととしては、2020 年 7 月 1 日か
らプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化が実
施された。有料化を強制するという政策は筆者に
は非常に珍しく思えた。法治国家なのに、この根
拠法令をマスコミ等が詳しく報じないので、ここ
でやや詳しく紹介したい。根拠法は「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

（容器包装リサイクル法、1995 年制定）」である。
その第 7 条の 4 第 1 項（2016 年法改正部分で、主
務大臣が容器包装廃棄物の排出の抑制を促進する
ために取り組むべき措置に関して事業者の判断の
基準となる事項を定める）に基づいて定められた

「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の
合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進
に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

（2016 年財務・厚労・農水・経産）」の第 2 条（容
器包装の合理化）を 2019 年 12 月に全面的に改正
して「事業者は商品の販売においてプラスチック
製の買い物袋を有償で提供すること」と定めた。
この改正省令が 2020 年 7 月 1 日から実施された
のである。なお、2016 年改正容器包装リサイクル

法では、第 7 条の 6 において容器包装多量利用事
業者（政令で容器包装の量が年 50 トン以上）に
対して定期報告が義務づけられ、第 7 条の 7 にお
いてその事業者の措置が上記第 7 条の 4 第 1 項の
基準に照らして不十分と認めるときには、主務大
臣は勧告・公表・命令を行うことができるとして
いる。最終的に命令に違反した場合には第 46 条
の 2 で 50 万円以下の罰金を定めている。ただし、
定期報告以降の規定は、あくまでも容器包装多量
利用事業者に限られ、中小小売業者にまで適用さ
れるものではない。それでも中小小売業者まで含
めてレジ袋有料化は順調に滑りだした。

2．海洋プラごみ問題の本質を取り違えるな
　本稿を執筆中の 2020 年 8 月 21 日付け日経新聞
に『「脱プラ」コロナで揺らぐ』と題する記事が掲
載された。海洋汚染などの原因となるプラスチッ
ク製品の利用を減らす取り組みに新型コロナウイ
ルスの感染拡大が影を落とし、使い捨て製品が衛
生的と再評価する動きが高まっており、嘆かわし
いという内容である。レジ袋有料化の影響か、い
つの間にか、海洋プラごみ問題が「脱プラスチック」
にすり替えられている。
　新型コロナウイルスへの対応として、ポリプロ
ピレン不織布製のマスクや防護服が医療現場では
大量に使い捨てられ、一時は品不足が騒がれた。
重症患者に使われる人工呼吸器や ECMO（エクモ）
でもプラスチック部品が重要な役割を果たしてい
る真っ最中である。気管支に入れるチューブや血
液を体外循環させるチューブは、全てプラスチッ
ク製で使い捨てされる。ECMO の膜型人工肺は、
多孔質ポリプロピレン膜であり、最近はポリメチ
ルペンテンの非対称構造多孔質膜の改良型もある
という。さんざん使い捨てプラスチックを利用し
ながら、安易に「脱プラスチック」などと言うな
と筆者は言いたい。
　海洋プラごみ問題が急に盛り上がったことから、
ファーストフードやファミリーレストランの大手
チェーンでは、2018 年頃から一斉にストローなど
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ワンウェイ用途のプラスチック製品を紙製品など
に切り替えることを発表した。まさにご都合主義
としか言いようがない。このような業種では、ワ
ンウェイ用途製品を使わなければならないサービ
ス方法自体から変えていくのが本筋であるのに、
問題をプラスチックだけに押しつけている。
　海洋プラごみ問題の本質はプラスチック廃棄物
を海洋に流出させないことに尽きる。それはプラ
スチックに限らない。すべての廃棄物を海洋に流
出させないことが重要である。プラスチックの 3R
を進めるとか、バイオプラスチックを使うとか、
サーマルリサイクルをリサイクルとして認めるか
否かなどということは、海洋プラごみ問題の本質
ではない。海洋プラスチック憲章をめぐる議論は、
海洋プラごみ問題の本質を取り違えさせ、いたず
らに混乱を招いただけである。
　そもそも海洋プラごみが毎年どれだけ発生して
いるのか、どこで発生しているのかをつかんだ上
で、効果的な対策を取ることが海洋プラごみ問題
を解決するための本筋である。ところが、海洋プ
ラごみ発生量に関して国際合意のある統計はなく、
欧米の大学・研究機関・環境団体による、かなり
昔の時点における推計値がさまざまに提出されて
いるだけである。2020 年 6 月に公表された日本の
環境白書では世界全体で約 800 万トンのプラス
チックごみが海洋に流出しているとの海外の報告
を引用しているが、この報告自体が古い。
　それでも、多くの報告には幅があるものの、海
洋プラごみの発生源に関して大まかな構図が浮か
び上がってきた。最大の流出国は中国であり、そ
の後に多くの東南アジア・南アジア各国と一部の
アフリカ諸国がトップ 10 カ国の中に入る。中国
だけで世界全体の約 3 割、トップ 10 カ国合計で
約 7 割を占めると推定され、海洋プラスチック憲
章でもめた G7 は合計で 2％、日本は 0.5% 以下に
過ぎない。また、海洋プラごみの主要発生源が、
海洋や海岸より河川であることも、多くの報告が
一致している。中国の長江、黄河、インドのガン
ジス川、インダス川など 10 河川だけで 9 割を占

めるとの報告もある。

3．		海洋プラごみ問題には	
汚染者負担原則PPPの明確化が第一

　こういう数字に中国などは真っ先に文句をつけ
るであろうが、こういう数字を見ると改めて海洋
プラごみ問題の本質は、全ての廃棄物を海洋に流
出させないという平凡な結論にならざるを得ない。
　日本政府は大阪ブルー・オーシャン・ビジョン
実現のために、発展途上国の廃棄物管理に関する
能力構築およびインフラ整備等を支援していく旨
を表明し、「マリーン・イニシアティブ」を立ち上
げた。しかし、筆者は発展途上国、即、支援とい
う発想の政策には反対である。プラごみに限らず、
廃棄物全般に関して汚染者負担原則 PPP を明確
にさせることが第一に必要である。
　PPP は 1960 〜 70 年代に日本で公害問題が盛
んに議論された際に欧米から輸入された言葉であ
る。当時の環境保護論者が盛んに唱えた。それか
ら 50 年近く経った現在の日本では死語に等しい
くらい定着し、当たり前になっている。しかし、
海洋プラごみ問題解決のために、この原則を改め
て国際的な場に持ち出すことが重要である。もと
もと PPP は、私企業が起こした公害に対して、
その企業の責任で処理させるべきであり、政府が
援助してはならないという考え方である。海洋プ
ラごみのような国際的な廃棄物汚染問題に関して
は、家庭からの一般廃棄物もあることから、これ
を国単位に拡張する必要がある。すなわち、日本
の廃棄物処理法の用語を使えば、産業廃棄物はあ
くまでも発生させた企業の責任で処理させる。そ
れに対して、家庭からの一般廃棄物は発生地点の
地方自治体や国の責任で処理する。そして廃棄物
処理システムを外れた不法投棄の廃棄物に関して
は国の責任で厳しく取り締まるとともに、発生さ
せた国の責任も国際的に問われるようにする。こ
の原則をしっかりさせないと、メコン川、ニジェー
ル川のような国際河川で、廃棄物に関する紛争が
起こりかねない。
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　海洋プラごみ問題においては、プラスチック廃
棄物を大量に河川・海洋に排出・流出している主
要国の責任がまず問われるべきである。環境学者・
環境保護論者は、なぜかこの点をまったく問題に
せず、地球規模で見れば数％に過ぎない G7 国の、
しかも廃棄物処理ルートに乗っているプラスチッ
ク廃棄物の処理法ばかり批判している。まったく
のピント外れか、あるいは意図的にピントを外し
ているとしか筆者には思えない。

4．		中国の廃プラ輸入禁止を賛嘆する日本の	
マスコミの愚かさ

　中国政府は 2017 年 7 月に「固体廃棄物輸入管
理制度改革実施案」を公表し、2018 年年初から事
実上廃プラスチックの輸入を禁止した。再生利用
に適さない物が混入していることを理由としてい
る。この突然の措置により、日本、欧米各国では、
それまでの事業系を主とする廃プラスチック売買
ルートが突然に遮断され、大きな混乱が起きた。
日本のマスコミや環境保護論者は、廃プラスチッ
クを輸出してきた日本企業悪者論一色である。
　2018 年 12 月にプラスチック循環利用協会で亜
星商事株式会社代表取締役山下強（孫自強）氏が
行った講演 1）によれば、中国ではリーマンショッ
ク以降、毎年約 700 万トンの廃プラスチックを世
界中から輸入してきた。そのうち日本からは約
130 万トンであった。中国では、これをプラスチッ
クリサイクル関係の 4 万〜 5 万社、40 万人の人海
戦術によって徹底的に選別し、単一素材のペレッ
トにし、600 万トン以上を再生ペレットとして活
用してきた。中国各地に数百から数千社ほどの零
細企業が集まった集約地が、この 20 年間で育ち、
輸入された廃プラスチックコンテナを開けてみて、
品種がロットでまとまっていれば自社で対応し、
ロットがまとまっていなければ「ABS なら自社で」

「PS ならあの会社に」「PP ならこの会社に」と、
近隣同士で協力分担して高品質の再生ペレットを
つくってきた。しかし、中国政府の突然の輸入禁
止措置によって、中国各地にあった零細企業によ

る分担体制は失われてしまった。この措置以前か
ら中国政府としては廃プラスチックリサイクル政
策を進め始めたので、政府の政策に呼応するよう
に、異業種の大企業がプラスチックリサイクル市
場に参入してきた。ところが、日本のような公的、
半公的な廃資源回収システムが、中国では出来上
がっておらず、参入大企業ではリサイクル資源の
集約等にコストがかさむなどの課題が生じてい
る。このため、2018 年に中国は海外でつくった再
生ペレットを 300 万トンも輸入したという。
　このような実態を聞くと、中国政府が行った廃
プラスチック輸入禁止政策は、プラスチック廃棄
物海洋流出への世界の厳しい潮流変化を見て、中
国が海洋プラごみの最大の加害者であるのに被害
者面をするために国内零細企業を切り捨てたとし
か思えない。さらにその裏には、急速にプラスチッ
ク生産能力を拡大してきた中国国営石油化学企業
が、中国の高度経済成長の終了によって設備過剰
に陥ることを防ぐ狙いもあるのではないかと筆者
は推測している。日本のマスコミや環境保護論者
は見事に中国のトリックに騙された。
　そもそも廃プラスチックの売買は、ごみを押し
つけている訳ではない。日本でも 1950 年代後半、
プラスチック需要が急速に立ち上がった際には、
米国から大量の廃電線などを輸入し、そこから塩
化ビニル樹脂を再利用する加工業者がたくさん
育ってきた。1970 年代以降、日本では何度も廃プ
ラスチックの有効利用を促進する政策が行われ
た。ところが、有効利用のための工場を補助金付
きでつくっても、原料となる廃プラスチックの市
況変動が激しく、しばしば中国など海外への輸出
に回ってしまうために原料不足に陥り、低稼働率
を余儀なくされ、失敗することを繰り返してきた。
中国の廃プラスチック輸入規制は、日本において
廃プラスチックリサイクルが進むきっかけになる
ことを期待する声もある。しかし、前出の山下社
長の講演によれば、すでに中国の多くの廃プラス
チックリサイクル業者が、日本国内で再生プラス
チックをつくって中国に輸出するために日本に進
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出しているという。この点からも廃プラスチック、
特に事業系廃プラスチックは単なるごみではなく、
市場取引される商品であることが明らかである。

5．マイクロプラスチック問題の怪しさ
　近年クローズアップされた海洋プラごみ問題に
おいて、新たに提起されたマイクロプラスチック
問題、特にマイクロプラスチックが PCB 等の有
害化学物質を吸着・濃縮して海洋生物への蓄積を
促進する運び屋（ベクター）になるとの環境学者
の主張に筆者は胡

う

散
さん

臭
くさ

さを感じる。
　従来、海洋プラごみは分解せず、海洋や海岸に
蓄積していくといわれてきた。プラスチック・スー
プの海などといういやらしい言葉を環境保護論者
は生み出した。それが分解してマイクロプラスチッ
クに本当になるならば、筆者としてはむしろ良い
ことでないかと思う。
　しかし、環境中や魚体中のマイクロプラスチッ
クに関する測定報告を見ていると、その多くは陸
上で生成したものが河川等を通じて海洋に流出し
たものではないかと思う。身近な経験を例にすれ
ば、園芸用のプラスチック製プランター・植木鉢
を長らく使っていると粉をふいてくる。これはプ
ラスチック製品の表面のプラスチックが紫外線等
で劣化して除去され、もともと混合してあった無
機充填材が残り、表面に出てきたためである。劣
化したプラスチックは、マイクロプラスチックと
して雨水などにより徐々に流出する。合成繊維や
天然繊維の衣服・寝具等からも、常に綿ぼこりと
してマイクロプラスチックが生まれており、掃除
機で回収されない分が自然界に流出している。河
川等に不法投棄されたプラごみは、葭原などに長
期間滞留し、台風などの増水によって海洋に流出
する。この長期間にわたる川岸滞留中に一部がマ
イクロプラスチックになることも推測される。筆
者は、海洋プラごみが海水中で分解してマイクロ
プラスチックになるには、途方もない時間が必要
になると思っている。それだからこそ、海洋プラ
ごみになる以前の対策が重要なのである。

　流出したマイクロプラスチックは、自然界の草
木破片や土砂などとともに河川・海洋に漂う。も
し魚等が食べたとしても、土砂等と同様に消化さ
れることなく、そのまま糞として放出されるだけ
である。マイクロプラスチックが魚体だけでなく、
人間の身体からも検出されたことをショッキング
に報道する記事を見かけたことがあるが、いずれ
も消化管の中のことに過ぎない。しかし、それで
はマイクロプラスチック問題として世の中にア
ピールできない。このため、環境中に微量に残留
する PCB、DDT など難分解性有害物質をマイク
ロプラスチックが選択的に吸着し、環境生物にこ
れら有害物質が蓄積することを促進するベクター
になっているというストーリーを、環境学者は生
み出した。
　1970 年代に水銀法苛性ソーダの製法転換問題が
起こったことは、すでに多くの方が忘れておられ
るか、そもそも知らないことと思う。当時の日本
の水銀法苛性ソーダ工場は、水銀クローズド化シ
ステムを完成し、排水はもちろん、建物・屋根に
付着する微量な蒸発水銀まで処理していた。それ
でも製法転換を進めた大きな原因は、無機水銀イ
オンがヘドロなどの中で微生物によって有機水銀
になり、それがさらに生物濃縮システムに入って
くるという環境学者の報告であった。ところが、
製法転換の終了後、逆に有機水銀が微生物によっ
て分解されて無機水銀イオンとなり、平衡状態に
なりうるとの報告が行われた。多くの環境学者は
平衡状態になる可能性を最初から知っていながら、
製法転換の最中には口をつぐんでいた。それ以来、
筆者は環境学者の偽善性を常に疑っている。塩化
ビニル樹脂に使われるフタル酸エステル系可塑剤
の有害性に関しても、環境学者による疑わしい実
験報告が何度も行われてきた。
　筆者は自宅近くの川でしばしば釣りをしてい
る。その際に不法投棄されたプラごみの多さには
本当に腹が立つ。それとともに、葦や木などの天
然有機物破砕片も非常に多いことに気づく。有害
物質が吸着する相手は、マイクロプラスチックば
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かりでないことは明らかである。マイクロプラス
チックの有害物質ベクター仮説は十分に疑ってか
からなければならない。また環境保護論者がしば
しば使う「予防原則」も科学的な究明を途中で打
ち切る詭弁である。

6．		日本から生まれる海洋プラごみ問題解決の
ために

　一般社団法人プラスチック循環利用協会は、
1971 年 12 月に社団法人プラスチック処理研究協
会として発足し、翌年 7 月に事業を拡大して社団
法人プラスチック処理促進協会に改称し、約 40
年間にわたって廃プラスチックの適正処理と有効
利用のための技術の研究開発とその普及に努めて
きた。2013 年 4 月に現在の名称になっている。こ
の団体では、日本のプラスチックの製造・加工・
消費・排出・処理処分に関して毎年詳しい調査結
果を発表している。プラスチックの国内マテリア
ルフローに関して、国際的にも誇るべき調査であ
り、これが指標になって日本の廃プラスチック処
理、循環利用が進んできたと筆者は高く評価して
いる。
　2018 年において廃プラスチック総排出量（一般
廃棄物、産業廃棄物合計）は 891 万トンであり、
このうち 750 万トン（84％）が有効利用され、
142 万トン（16%）が未利用のまま単純焼却か埋
め立てされた。一方、前述の海洋プラごみに関す
るさまざまな報告では日本から発生した量は数千
〜 6 万トンといわれている。この量は、循環利用
協会の数字に入ってこないが、廃プラスチック総
排出量のおおむね 0.1 〜 0.8% に相当する。このよ
うな廃棄物処理ルートから外れたプラスチックご
みは、廃プラスチック発生量からすれば微々たる
量であるが、それを回収し、廃棄物処理ルートに
乗せるのは大変である。大量にプラごみが漂着・
蓄積した川岸や海岸を狙って人海戦術で回収する
しかないのが実情である。
　しかし、日本の廃棄物関係の法制度の上では、
うっかり善意でこれらのごみを回収すると、回収

した人々がごみを出した事業者（事業系一般廃棄
物）とされ、その処理費用を市町村から請求され
る可能性があるという 2）。このために海岸清掃な
どを主催するボランティアグループは、事前に地
元の市町村と協議し、集めたごみの処理費用を市
町村が負担することを確認する必要がある。この
事前調整には、手間がかかり、地元住民やボラン
ティアグループにとって容易なことでなく、ボラ
ンティア清掃活動の大きな障害になっている。
　「海ゴミ－拡大する地球環境汚染」2）が刊行さ
れた後、2009 年に海岸漂着物処理法が公布施行さ
れ、さらに 2018 年に法改正が行われたが、同書
が提起した課題が解決したとは思えない。特に海
洋プラごみ排出の主要ルートである河川について
は、河川法の目的に「河川環境の保全と整備」が
謳
うた

われているものの、河川管理者（国や地方自治 
体）に漂着ごみの回収義務を明確な形で課してい
ないので川岸に流れ着いたごみは多くの場合、そ
のまま放置されている 2）。このように、日本にお
いても、海洋プラごみ対策を実行するための法整
備はなかなか進まない。
　筆者は東京の東側にある川沿いに住んでおり、
土堤を散歩してはポイ捨てごみを拾っている。ポ
イ捨てというと、タバコの吸い殻のポイ捨て程度
をイメージするかもしれない。しかし、実態はもっ
とひどい。コンビニで買った昼食弁当を数名で食
べた後、プラ容器や飲料容器をレジ袋で一緒に包
んで放置して立ち去る。また信号待ちの自動車か
ら道路沿いの草むらにごみを捨てることは日常茶
飯事である。引っ越し時期になると、不要になっ
た洋服、日用品、小型家電ばかりか、タンス、冷
蔵庫、布団まで堤防に捨てていく者がいる。しかも、
ご丁寧に、堤防のフェンスを越えて川側に捨てる
ことが多い。廃棄物処理法第 16 条に「何人も、み
だりに廃棄物を捨ててはならない。」とし、第 25
条に「5 年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。」と罰則規定もある
が、実際には廃棄物処理業者が収集した廃棄物を
不法投棄する場合に適用されるだけである。それ
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に比べれば少量に過ぎない一般人の不法廃棄に罰
則規定が適用されることはほとんどない。
　日本から生まれる海洋プラごみ問題解決の第一
歩は、河川、海岸、道路上に不法投棄されるごみ
をいかになくすか、また川岸・海岸に蓄積したプ
ラごみを近隣住民やボランティアが回収し、それ
を公的な廃棄物処理ルートにスムーズに乗せられ
るかである。このためには河川法改正、廃棄物処
理法の運用改善、一般人の不法投棄への厳罰化が
必要である。決して、プラスチック循環利用促進

とか、バイオプラスチックの普及促進ではない。
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