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1．		サステナビリティの潮流がサーキュラー	
エコノミーを加速	

　サーキュラーエコノミー（循環経済）とは、従
来の大量生産から大量廃棄に至る一方通行のリニ
アエコノミー（線形経済）から、従来は廃棄され
ていた製品や原材料を新たな「資源」と捉え、廃
棄物を出すことなく資源を可能な限り循環させる、
新たな経済の概念である。従来の 3R とは異なり、

バイオ資源やリサイクル材の活用、シェアリング、
修理などの新たなビジネスモデルで構築されてい
ることが特徴だ 1。2015 年にサーキュラーエコノ
ミーの概念が提唱されてから、ここ数年で国内で
もサーキュラーエコノミーの認知度は急速に高ま
り、サーキュラーエコノミーを推進する専門組織
や企業の取り組みが進んでいる。
　近年のサステナビリティの潮流が、サーキュラー

サーキュラーエコノミーの名の下、 
変革を迫られるプラスチック業界

Point
❶	 	脱炭素化や ESG投資など近年のサステナビリティの潮流が、サーキュラーエコノミーへの移行を
加速させており、日本においても企業がサーキュラーエコノミーを収益の創出の機会と捉え、事業
戦略として位置づける時代に入った。

❷	 	EUではサーキュラーエコノミーをEU全体の競争力強化と雇用創出のための成長戦略として位置
づけるとともに、国際社会に対してサーキュラーエコノミーへの転換を迫っており、今やグローバ
ルスタンダードになろうとしている。

❸	 	プラスチックはサーキュラーエコノミーの最重要分野とされるが、EUでは2021年から使い捨
てプラスチックの禁止やプラスチック税など新たな規制が発効することを受け、プラスチック業界
は変革を迫られている。

❹	 	欧米では、新たな技術を用いてリサイクル率を高め、プラスチック廃棄物を二次原料に変換し、容
器包装を再利用可能にするビジネスへの取り組みが進んでいる。本レポートでは、新技術を用いた
マテリアルリサイクルや国内外でのケミカルリサイクルの動向、プラスチックから非プラスチック
への置き換えが進む新たなビジネスモデルに関して紹介する。
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エコノミーへの移行を加速させている。モノから
サービスへの価値観の変化、環境意識の高まりや
SDGs の認知度向上、若者を中心とするサステイ
ナブルな商品の選択など、消費者はサステナビリ
ティを重視するようになった。また、環境問題の
深刻化を受け、海洋プラスチックゴミ問題、温暖
化対策への対応が急務となっている。ESG 投資の
拡大とグリーンリカバリーの動きも、企業に変革
を迫っている。19 年には世界最大の資産運用ファ
ンドの米国ブラックロックが、初のサーキュラー
エコノミーファンドを立ち上げ、投資家や企業か
らの注目を集めた。リサイクルや代替素材の開発
企業などを組み入れており、ファンド規模は 1 年
で 45 倍の 9 億ドルまで拡大したことも話題と
なった。また、20 年のコロナショックで大きな打
撃を受けた経済の復興においては、グリーンリカ
バリーの動きが欧米を中心に進んでおり、政府や
企業が脱炭素・気候変動対策への投資を重視して
いる。
　日本を含む 120 カ国以上が「2050 年実質ゼロ」
を掲げ、各国は脱炭素化に向けて舵を切ったが、
脱炭素化は、資源を循環させるサーキュラーエコ
ノミーへの移行なしには達成しえない。19 年、英
国エレン・マッカーサー財団は、再生可能エネル
ギーやエネルギー効率の向上に加えて、サーキュ
ラーエコノミーに移行することが脱炭素社会のカ

ギになるとのレポートを発表した。このレポート
によると、トータルの温室効果ガス排出量の 55%
についてエネルギー生成が寄与するが、残りの
45% は車や衣類、食料などの製品製造が寄与する
とされる。レポートにおいては、この製品分野の
うちセメント・アルミニウム・鉄・プラスチッ
ク・食の 5 つを重点分野として検証を行った結
果、サーキュラーエコノミーへの移行により 45%
に当たる 93 億トンの CO2 削減効果が得られると
試算している（図表 1）。このように、今後はサー
キュラーエコノミーと脱炭素化の関連づけが進み、
両輪で進めるための議論が加速するだろう。
　
　このような状況下、企業はサステナビリティ、
SDGs、ESG 投資、そしてサーキュラーエコノミー
というキーワードを掲げて事業開発やステークホ
ルダーとのコミュニケーションに取り組んでい
る。20 年 8 月に、経済産業省は「サステナビリ
ティ・トランスフォーメーション（SX）」を掲げ、
企業の稼ぐ力の強化と ESG 投資などの社会的課
題解決の双方を中長期的な経営戦略に織り込むこ
とを提言した。欧州から遅ればせながら、ようや
く日本においても、「サステナビリティとは何なの
か、なぜやるのか」ではなく、企業が「サステナ
ビリティにどう取り組むのか」を事業戦略として
位置づける時代に入ったといえよう。

図表 1　脱炭素化におけるサーキュラーエコノミーの寄与
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出所：  英エレン・マッカーサー財団、Material Economics「Completing The Picture How 
The Circular Economy Tackles Climate Change」を基に筆者作成
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　「無駄から価値を創造する」ことを目指すサー
キュラーエコノミーが提唱された当初は、企業と
しては資源高騰リスクや規制リスクなど、「リスク
の軽減」というネガティブを減らすという動機か
ら始まったが、ESG 投資の潮流が広がったことも
あって、サーキュラーエコノミーへの取り組みを
通じて「ブランドの強化」というポジティブを増
やすという動機に変わっている。さらに、価値創
造の面では、サプライチェーン全体での無駄を削
減するという「コストの削減」から始まった動き 
が、今では新規事業モデルの創造、新規顧客の獲
得といった「収益の創出」に変化しているのであ
る（図表 2）。

図表 2　  企業がサーキュラーエコノミーに
取り組む動機
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出所：  ピーター・レイシー「サーキュラー・エコノミー・
ハンドブック」を基に筆者作成

2．		EUのサーキュラーエコノミー政策が	
グローバルスタンダードに

　サーキュラーエコノミーを世界で先導するのが
欧州である。EU はサーキュラーエコノミーの概
念をいち早く政策に取り入れ、2015 年 12 月に

「サーキュラーエコノミー・パッケージ」を採択し
た。ここで、EU はサーキュラーエコノミーを単な
る環境政策ではなく、企業を巻き込んだ EU 全体
の競争力強化と雇用創出のための成長戦略として

位置づけていることに注目したい。さらに、19 年
12 月には EU の新たな成長戦略となる「欧州グ
リーンディール」を発表したが、その主要政策の
1 つに位置づけられるのが、20 年 3 月に発表され
た EU 全体でサーキュラーエコノミーを加速させ
るための新計画「新循環経済行動計画」である。
持続可能な製品やサービスを標準化し、製品の設
計段階から廃棄が出ないように再利用・再生を織
り込むことを求めるほか、消費者の「修理する権利」
を強化したことが特徴である。特に、①電子機器・
ICT、②バッテリー・自動車、③容器包装、④プ
ラスチック、⑤繊維、⑥建設・建物、⑦食の 7 分
野をサーキュラーエコノミーへの転換余地が大き
い 7 分野として、重点的に取り組むことを掲げて
いる。ここでは、特にプラスチックに関連する方
針を図表 3 に示す。
　また、同計画では国際社会におけるサーキュラー
エコノミーへの転換を支援することをうたってお
り、欧州型サーキュラーエコノミーを世界のスタ
ンダードにしようとする明確な意図が表れてい
る。実際、フランスの提案により、ISO ではサー
キュラーエコノミーに関するマネジメント規格の
国際標準化の策定を進めており、EU はサーキュ
ラーエコノミーの分野でルールメイキングを主導

分野 主な内容

プラスチック

・ 包装、建材、自動車などの主要な製品につ
いてリサイクル材の含有量と廃棄物削減対
策の義務的要件の提案

・ バイオマスプラスチック、生分解性プラス
チック、堆肥化可能プラスチックの使用の
政策枠組み

包装 ・包装に不可欠な要件強化
・過剰包装と包装物削減のための見直し

食品

・ 食品サービスにおける使い捨て包装、食器、
カトラリー（ナイフ、フォーク、スプーン
など）に関する再利用可能な製品代替イニ
シアチブ

廃棄物削減

・ 分別収集促進のためのゴミ分別・ラベリン
グについての EU 共通モデルの策定

・ リサイクル材およびそれを原料とした製品
中の健康または環境への影響が懸念される
物質の追跡および最小化

グローバルな取り組み ・プラスチックに関する国際合意推進

図表 3　  EU 新循環経済行動計画におけるプラス
チック関連分野

出所：  経済産業省「プラスチックを取り巻く国内外の状況」などを
基に筆者作成

サーキュラーエコノミーの名の下、変革を迫られるプラスチック業界
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している。今後、製品デザインや製造プロセス、
消費者の修理する権利、廃棄物管理、再資源化と
いう持続可能な製品製造に関わる規制など、欧州
の規制の基準が国際スタンダードになる可能性が
あり、サーキュラーエコノミーに関わる国際ルー
ルに沿ったモノづくりをしなければ、売ることも
できなくなる時代が来ようとしている。
　
　EU が積極的にサーキュラーエコノミーでの連
携を進めているのが東南アジアやインドである。
インドネシアは 19 年 2 月にデンマーク政府と連
携して「サーキュラーエコノミーイニシアチブ」
を創設した。また、インド、台湾などは EU とのサー
キュラーエコノミーに関する対話や EU 企業との
ビジネスマッチングを進めている。アジア、特に
中国とインドネシアは海洋プラスチックの主要な
汚染源といわれており、積極的にプラスチックに
関するリサイクルなどの取り組みを加速させると
みられ、EU ビジネスモデルの展開や、最新技術が
途上国で一気に発展するリープフロッグ現象の可
能性については注視したい。
　一方、日本は 20 年 5 月に「循環経済ビジョン
2020」を発表した。従来の廃棄物・環境対策とし
ての 3R から「環境と成長の好循環」につなげる
新たなビジネスモデルへの転換を促すこととして
いるが、法規制が中心となる欧州の政策とは異な
り、企業の自主的取り組みを促している。さらに、
21 年 1 月には、「サーキュラー・エコノミーに係

るサステナブル・ファイナンス促進のための開
示・対話ガイダンス」を公表した。同ガイダンス
は政府が策定する世界初のサーキュラーエコノ
ミーに特化した開示・対話のための手引きとされ、
企業と投資家との間の対話を促し、サーキュラー
エコノミーを推進するとしている。

3．		EUでのプラスチックのサーキュラー化に
向けた道筋

　プラスチックは今後 20 年間で消費が倍増する
と予想される一方、リサイクルが進まず廃棄によ
るゴミ問題の深刻化から、サーキュラーエコノミー
の 1 丁目 1 番地ともいえる課題とされている。EU
は、2018 年に欧州プラスチック戦略を発表し、

「2030 年までに EU 市場におけるプラスチック容
器包装をリサイクル可能なものにする」ことを掲
げている。さらに、包装廃棄物指令の改正により、
プラスチック容器包装のリサイクル率を 25 年に
50%、30 年に 55% にする目標を掲げた。こうした
規制は業界に大きなインパクトを与え、飲料や消
費財メーカーなど各社は自主目標を掲げ、自らリ
サイクル材の利用やリサイクルの推進に取り組む
動きとなった。そして、いよいよ 21 年には具体
的な課税と規制がスタートし、実装段階に入るこ
ととなる（図表 4）。
　21 年からは、EU 域内においてストローやマド
ラー、フォークやトレイ等の食器などの使い捨て
プラスチックの使用が禁止される。EU 加盟国は

図表 4　EU におけるプラスチックのサーキュラー化に向けた道筋

2015年 サーキュラーエコノミー・パッケージ
2018年 EUプラスチック戦略
2020年 新循環経済行動計画

2021年 プラスチック税導入
使い捨てプラスチックの使用禁止
選別されたプラスチック廃棄物と再生プラスチックの品質基準の設定

2022～24年 EPR（拡大生産者責任）料金の値上げ
リサイクルと選別設備の拡充
収集・選別の統合

2030年 EU市場におけるプラスチック容器包装をリサイクル可能にする
プラスチック容器包装のリサイクル目標55%
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出所：IHS「Plastic Tax in Europe」を基に筆者作成
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21 年 7 月までに国内の禁止法制化を義務づけられ
ており、フランスではすでに 20 年からカップや
皿など一部の使い捨てプラスチック製品の使用が
禁止されている。なお、こうした使い捨てプラス
チック使用禁止の動きは、EU にとどまらず世界各
国に波及している（図表 5）。

国・地域 禁止内容

EU
・  2021 年からストローやマドラー、フォークやト

レイ等の食器などの使い捨てプラスチックの使用
を禁止

ドイツ ・  2020 年 9 月、使い捨てプラスチック容器などの
利用を禁止する政令案を可決

英国
・  2020 年 10 月、使い捨てプラスチック製ストロー、

プラスチック製マドラー、プラスチック軸綿棒の
供給を禁止（予定から半年遅れ）

米国

・  カリフォルニア州、ハワイ州に加え、2019 年には、
ニューヨーク州、コネティカット州、バーモント
州など６州において州全体で使い捨てプラスチッ
ク袋を規制する法案が成立

オーストラリア ・  2021 年から南オーストラリア州で使い捨てプラ
スチック製品を禁止

中国

・  2020 年末までに使い捨てのプラスチック食品容
器や綿棒の生産と販売、マイクロビーズが含まれ
る製品などの生産を禁止

・  22 年までにその販売も禁止

インド
・ 多くの州で使い捨てプラスチック製の買い物袋を

禁止
・  2022 年までに使い捨てプラスチック製品を禁止

フィリピン ・2020 年からプラスチック製レジ袋に課税
・首都圏での使い捨てプラスチック使用禁止が加速

図表 5　各国の使い捨てプラスチックに関する規制

出所：各種資料より東レ経営研究所作成

4．プラスチック税導入への対応
　さらに、2021 年 1 月からは EU 域内においてリ
サイクルできないプラスチック容器包装廃棄物に
対し 1kg 当たり 0.8 ユーロを課税する「プラスチッ
ク税」が導入される。このプラスチック税は、
7,500 億ユーロの復興基金の債券を将来にわたり
返済するための財源の一部に充てるため、EU 次期
多年度予算（2021 〜 27 年）に組み込まれている。
　実は、このプラスチック税の導入は、コロナ
ショックで急に検討されたわけではなく、海洋プ
ラスチックゴミ問題の深刻化を受けフランスなど
一部の国では数年前から議論されていたが、19 年
3 月末に英国が EU を離脱したことで、次期予算
の財源穴埋めのため、18 年ころから議論が進めら

れていた。そのような中、20 年に入りコロナショッ
クにより大きく後退した経済の復興に当たり、グ
リーンリカバリーを掲げる欧州において、世界に
先駆けたプラスチック税の導入は妥当な流れだっ
たともいえる。
　プラスチック税は、EU 加盟国内でリサイクルさ
れていないプラスチック容器包装廃棄物の重量に
基づいて計算され、加盟国の予算から毎年 EU に
支払われることとなる。PlasticsEurope の報告に
よると、18 年の EU 加盟国（英国を含む 28 カ国）
のプラスチック廃棄物は 2,910 万トン、うち容器
包装廃棄物量は 1,780 万トンで、そのうち 42% が
リサイクルされ、39.5% がエネルギー回収、18.5%
が埋め立て処分されている。リサイクルされた容
器包装廃棄物量は、06 年の 390 万トンから 18 年
には 750 万トンまで増加しているものの、2 割弱
はいまだに埋め立て処分されているという状況で
ある。今後、リサイクルされないプラスチック容
器包装廃棄物への課税により、EU では総額で年間
66 億ユーロの歳入を見込んでいる。POLITICO
の試算によると、納税額の上位 5 カ国はフランス

（13.7 億ユーロ）、ドイツ（13.3 億ユーロ）、イタ
リア（8.4 億ユーロ）、スペイン（5.3 億ユーロ）、ポー
ランド（4.3 億ユーロ）と見込まれている。
　ポイントは、EU へのプラスチック税は、プラス
チックを廃棄する消費者や事業者、または容器包
装を製造するメーカーではなく、各国の廃棄物量
に応じて国に課されるということである。そして、
国が支払った税額をどうカバーするかは各国に委
ねられている。
　この課税制度導入に伴い、一部の EU 加盟国は
国内市場で同様のプラスチック税の導入を検討し
ている。イタリアは 21 年 7 月からバイオプラス
チックまたは再生プラスチックを除くリサイクル
されない使い捨てプラスチック容器包装の製造業
者・輸入者に 0.45 ユーロ /kg を課税する。当初は
1 ユーロ /kg の課税が計画されていたが、欧州の
プラスチック関連団体からの強い反対を受け課税
額が減額され、20 年 7 月に予定されていた開始時
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経営センサー　2021.3
3434

期も、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2
回延期された。また、英国は EU を離脱したが、
20 年 7 月に EU のサーキュラーエコノミー・パッ
ケージを英国の法律に組み込み、35 年までに一般
廃棄物の 65% をリサイクル、埋め立てを廃棄物の
10% まで削減することを掲げている。また、プラ
スチックに関しては 22 年 4 月から再生材の含有
率が 30% 以下のプラスチック容器包装の製造、輸
入に対し課税を計画している。
　一方、多額の納税が予想されているフランスや
ドイツについては、現時点では国内での課税は予
定していない。ドイツはサーキュラーエコノミー
に向けて廃棄物管理とプラスチック削減に積極的
に取り組んでいるものの、プラスチック廃棄物量
は増加傾向にある。ドイツ政府の試算では、21 年
にドイツが納めるプラスチック税額は 14 億ユー
ロを見込んでおり、これはギリシャの EU 予算へ
の拠出金に相当する金額となる。
　このように、独自のスキームでプラスチック税
のコストを容器包装メーカーに転嫁する国がある
一方、一部の国はコストを吸収し、プラスチック
への課税以外の方法で回収することを検討してい
る。こうして EU 加盟国内での課税の不均一性が
生じることにより、容器包装メーカーは税負担の
小さい国に移住する可能性もあるだろう。

　また、EU におけるリサイクル率の計算法の見直
しも、税負担する加盟国や容器包装メーカーに重
くのしかかっている。プラスチック税の歳入見込
み額 66 億ユーロというのは、EU 域内のプラス
チックリサイクル率 42% という前提で算出されて
いるが、この 42% というリサイクル率は従来の算
出法（EU 指令 92/64/EC）に基づいており、リサ
イクル後の総量または選別後の段階で算出されて
いる。しかしながら、欧州会計監査院（ECA）は
この正確性に疑問を呈し、欧州委員会が 18 年に
定めた新ルール（EU 指令 2018/852）に則り、リ
サイクル業者への投入レベルでのリサイクル率を
測定した結果、リサイクル率は 30% 前後まで低下
する可能性があることが指摘されている（図 
表 6）。この新しい算出法がいつ実施されるかは未
定であるが、新しい算出法の導入により課税対象
となる「リサイクルされないプラスチック」の増
加につながることで、加盟国、ひいては容器包装
メーカーへの税負担増は避けられないだろう。
　21 年 1 月からはリサイクルに適さない廃プラス
チックの域外への輸出が禁止されるため、域内で
のリサイクル体制の構築も急務となっている。12
年から 17 年にかけて EU で発生した廃プラス
チックの約 3 割が域外へ輸出されており、従来の
リサイクル率の算出には、中国やトルコ、マレー

図表 6　EU におけるリサイクル率算出法の変更

リサイクル, 
30%リサイクル

されない, 
70%

リサイクル, 
42%リサイクル

されない, 
58%

新たなリサイクル算出法
（EU指令2018/852）

従来のリサイクル算出法
（EU指令92/64/EC）

化石燃料 ポリマー製造 成型加工 小売り業者
ブランドオーナー

最終消費者 容器包装
廃棄物

容器包装の回収
ゴミの混入

プラスチック容器包装廃棄物の
ポリマーごとの分別

追加工程・管理

リサイクル業者

環境への漏出

プラスチック以外の
容器包装ごみ
埋め立て・焼却

出所：IHS「Plastic Tax in Europe」を基に筆者作成
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シアなど域外でリサイクルされた分も含まれてい
る。21 年に発効した、有害廃棄物の国境を越えた
移動を制限するバーゼル条約の改正では、各国に
対し、廃プラスチックの輸出に相手国の同意を必
要とすることが定められたが、欧州委員会は「EU
から OECD 非加盟国への汚れた廃プラスチックの
輸出を禁止する」とする、より厳格な規則を 21
年 1 月から施行した。現状では EU 域内には廃プ
ラスチックの約半分のリサイクル処理能力しかな
いとされており、リサイクル関連インフラへの財
政支援や、新たな技術を用いた効率的なリサイク
ル手段が求められている。

5．どのようにリサイクルを加速させるのか？
　プラスチックのサーキュラー化は、リサイクル
率を高め、プラスチック廃棄物を二次原料に変換
し、容器包装を再利用可能にすることで達成され
ると期待されている。リサイクル率の向上には、
回収や選別、リサイクル設備への投資が不可欠で
ある。しかしながら、新たに導入されるプラスチッ
ク税はプラスチック循環のための設備・スキーム
構築に用いられるのではなく、EU の一般予算とし
て組み入れられる。復興基金を含め、環境とデジ
タル分野への投資が優先的に配分される計画だが、
リサイクル関連設備が対象になるかは不明であ
る。むしろ、プラスチック税の導入の効果としては、
バージン材（未利用材）由来の容器包装全体のコ
ストアップを通じてリサイクル材の競争力を高め、
リサイクル市場の拡大と利益率の向上を期待して
いる。経済性の向上により、企業による設備投資
やイノベーションの拡大につなげる狙いである。
　ポリエチレンテレフタレート（PET）の事例で

考えてみよう。2020 年はコロナショックによる世
界経済の低迷、需要減少により原油市場は下落し、
各種プラスチックのバージン材とリサイクル材と
の価格差は拡大している。ICIS の報告などによる
と、リサイクルプラスチックとして最も一般的な
飲料用グレードのリサイクル PET とバージン
PET との価格差は 19 年以降 500 〜 650 ユーロ /
トン程度で推移している。各国で容器包装メーカー
への 800 ユーロ / トンのプラスチック課税が導入
され、間接的にバージン PET が割高となれば、
リサイクル PET の採用は加速するだろう。また、
PET はリサイクル材の市場がすでに形成されてい
ることから、一部の用途においてはポリプロピレ
ン（PP）やポリスチレン（PS）など他の樹脂か
らリサイクル PET への切り替えが進む可能性も
ある。
　新たな技術を活用し、マテリアルリサイクル 2

の効率化に取り組む動きも出ている。米国 P&G 
やスイスのネスレ、米国ペプシコ、フランスのダ
ノンなど食品や飲料、日用品のリーディングカン
パニーを中心に、プラスチック容器包装サプライ
チェーンの 85 社以上が「HolyGrail 2.0」3 という
イニシアチブにおいて、容器包装の分別や高品質
リサイクル改善に向けて電子透かし技術を活用し
た実証実験に取り組んでいる。米国 Digimarc が開
発した電子透かし技術を用い、容器包装の表面に
どの種類のプラスチックが利用されているかを書
き込んでおくと、リサイクル工場でそれを読み込
めばプラスチックの種類や、食品用途・非食品用
途などを容易に分別することが可能となる。PET
ボトルや食品フィルムなど、容器包装に書き込ま
れた電子技術は人の目には見えず、通常の製品と

2    マテリアルリサイクルとは、製品資源を原料として再生利用することであり、使用後の製品をリサイクルし同じ製品の原料とし
て再利用する水平リサイクルと、元の製品類から別の分類の材料や原料へと生成し直す（例：PET ボトルから繊維）カスケード
リサイクルに分類される。

3    HolyGrail 2.0 は、エレン・マッカーサー財団を中心にプラスチック容器包装のリサイクルを推進する国際イニシアチブ「New 
Plastic Economy」における「HolyGrail 1.0」プロジェクトを引き継いだものである。HolyGrail 1.0 には P&G の主導でプラスチ
ック容器包装製造に関わる 29 社が参加し、容器包装自体に情報を書き込む手法として化学トレーサーと電子透かしの技術の比較
検証を行った。その結果、容器包装の組成情報に加え、より多くの情報を書き込むことが可能で、消費者の関与を高めることが
期待されることなどから、Digimarc の技術が採用された。
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同じ外観であることが特徴だ（図表 7）。このプロ
ジェクトには 2 社で世界の 80% のシェアを占める
とされる世界の 2 大分別機器メーカーであるノル
ウェーの TOMRA とフランスの Pellenc が参加し
ており、容器包装への電子透かし技術の書き込み
から標準的な高解像度カメラでの読み取り、プラ
スチックごとの選別、そして再利用するマテリア
ルリサイクルの効率化と規模拡大を目指すとして
いる。
　容器包装には PP やポリエチレン（PE）、PS や
PET などさまざまなプラスチックが用いられてお
り、素材が混在した廃プラスチックの分別コスト
の観点からマテリアルリサイクルは進んでいな
い。一方、各メーカーの目標や政府規制を達成す
るために必要とされるリサイクル材は、現状では
25 年ころまでに不足すると予想されている。この
新たな技術の導入により、より精緻な分別が可能
になれば、各メーカーの需要に近づけることが可
能となるだろう。

6．	分別が困難なプラスチックはケミカル
リサイクルが有望視される

　複合素材や高度なプラスチック加工がされてい
る場合、素材を分離することができない。また、
ひどく汚れた容器包装は洗浄してもマテリアルリ
サイクルが困難とされている。そうしたマテリア
ルリサイクルに適さない廃プラスチックをリサイ

クルする手段として、近年注目を集めているのが
ケミカルリサイクルである。ケミカルリサイクル
は原料リサイクルとも呼ばれ、選別しにくい廃プ
ラスチックを化学的にモノマーなどの要素に分解
し、製品原料として再利用する技術である。ケミ
カルリサイクルには、原料・モノマー化やガス化、
油化、高炉原料化、コークス炉化学原料化などの
手法がある。破砕溶解した廃プラスチックを原料
として再利用するマテリアルリサイクルよりも投
入エネルギーが必要となるが、出来上がった製品
はバージン材と品質は変わらず、飲料・食品など
の容器包装にも使用できるなどの利点が特徴だ。
　欧州の化学企業は近年、廃プラスチックや石油
由来製品を熱分解油化した原料（熱分解油）を生
産する企業と積極的に連携し、ケミカルリサイク
ル事業を加速している（図表 8）。背景の 1 つには、

図表 7　米国 Digimarc の電子透かし技術のイメージ

使用時には左のように見えるが、バーコードリーダーで読み取ると
右のように見える。

出所：Digimarcホームページ

企業名 取り組み

BASF（ドイツ）

2019 年、ノルウェーの Quantafuel に出資し、同
社のデンマーク工場でケミカルリサイクルされた
熱分解油と生成された炭化水素を優先的に調達。
ナフサクラッカーで分解し PP、PE を製造。
20 年 9 月、廃タイヤの熱分解を手がける Pyrum 
Innovations AG への出資を発表。

シェル（オランダ）

2019 年、米国で Nexus Fuels から供給された廃
棄プラスチック由来の原料からケミカルリサイク
ル事業を発表。
同社は 25 年までに世界で 100 万トンの廃棄プラ
スチックを原料として利用するという目標を掲げ
ている。

ダウ・ケミカル
（米国）

2019 年、オランダの Fuenix Ecogy と提携して
廃棄プラスチックを熱分解した原料を基に、イタ
リアで再生プラスチックを生産するケミカルリサ
イクル事業を発表。25 年までに EU で 1 万トン
の再生プラスチックを供給する計画。
20 年 1 月には米 AI 社とリサイクル材を利用した
プラスチック原料の独占供給契約を締結。
中国企業と連携し、中国国内のプラスチック廃棄
物リサイクルにも取り組む。

SABIC
（サウジアラビア）

2019 年、英国 Plastic Energy と連携し、オラン
ダに熱分解油由来の環状ポリマー工場の計画を発
表。2021 年稼働開始予定。

LyondellBasell
（オランダ）

2019 年、ドイツで植物油廃棄物の熱分解による
PP、LDPE の生産計画を発表。

Total （フランス）

フランスのグランピュイ製油所での石油精製を
2021 年 1 ～ 3 月期に終了し、バイオリファイナ
リー、ポリ乳酸（PLA）工場、ケミカルリサイク
ル工場、太陽光発電所を建設する。Total Corbion 
PLA がバイオリファイナリー由来のナフサで PLA
を生産。Plastic Energy と共同で廃プラスチック
を原料にポリマーを生産。

図表 8　 海外石油化学企業のケミカルリサイクルの
取り組み

出所：各種資料より筆者作成
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需要増から再生材不足が予想されていることがあ
り、米ダウは再資源化企業からの再生プラスチッ
ク独占供給契約を締結するなど、各社は再生プラ
スチックや熱分解油などの原料調達の囲い込みに
入っている。
　ドイツの BASF は廃プラスチックを産業規模で
リサイクルすることに焦点を当て、2018 年に

「ChemCyclingTM」プロジェクトを開始、19 年に
はノルウェーの Quantafuel に出資し、同社のデン
マーク工場でケミカルリサイクルされた熱分解油
と生成された炭化水素を優先的に調達して、ナフ
サクラッカーで分解し PE、PP を製造している。
また、石油メジャーであるフランスの Total は 20
年 9 月、老朽化したフランスの製油所を、再生可
能エネルギーとバイオプラスチック、プラスチッ
クリサイクルのための拠点に転換するとした大型
プロジェクトを発表した。英国 Plastic Energy と
の協働でフランス初となるケミカルリサイクル工
場を敷地内に建設し、廃プラスチックを熱分解油
に転換して、ポリマーを生産する。同プロジェク
トにおいては、3 年間で 1,000 人の雇用を生み出
すことをうたっており、気候変動対策とともに新
たなグリーン雇用創出を重視する欧州の成長戦略
を意識したものとなっている。
　ケミカルリサイクルには、飲料や消費財などの
ブランドオーナーも高い関心を示している。19 年
3 月にはケミカルリサイクルを推進する業界団体

「Chemical Recycling Europe」が設立され、廃棄物
管理会社や包装材料メーカーとの連携や、プロジェ
クトを通じた英国・オランダのユニリーバや米国
コカ・コーラ等グローバルカンパニーとの協業な
ど、既存の枠組みを超えた企業間の連携が進めら
れている。

　日本においても、過去には各社がケミカルリサ

イクルの事業化に取り組んできたが、廃プラスチッ
クの安定調達やコスト採算性の問題から、多数の
企業が撤退してきたという経緯がある。しかしな
がら、アジア各国の廃プラスチック輸入規制や再
生プラスチック市場の拡大、気候変動問題への対
応が急務になるなど、取り巻く環境は近年大きく
変化しており、日本においてもケミカルリサイク
ルは廃プラスチックを貴重な国産資源に有効利用
できる手段として、有望視されるようになってき
た。20 年 12 月、日本化学工業協会は廃プラスチッ
クのケミカルリサイクルの社会実装拡大に向け、

「廃プラスチックのケミカルリサイクルに対する化
学産業のあるべき姿」を策定した。モノマー化、
ガス化、油化などによる廃プラスチックを化学原
料として利用する循環型ケミカルリサイクルの 18
年実績は 23 万トンであったのに対し、30 年に
150 万トン、50 年に 250 万トンとする目標を掲げ
ている。また、企業の動きとしては、飲料メーカー
が自ら PET ボトルのケミカルリサイクルに取り
組む動きが目立つ。アサヒ飲料は衣類やプラスチッ
クのリサイクル開発を手がける日本環境設計と連
携して、21 年夏にケミカルリサイクルによるリサ
イクル PET 樹脂の製造を開始する予定である。
また、化学各社による可燃ゴミや廃プラスチック
をリサイクル原料とした化学品製造の技術開発も
進んでいる（図表 9）。
　一方、ケミカルリサイクルには、ランニングコ
ストが高い、処理工程におけるエネルギー消費も
多いといった採算性の課題が残る。今後、安価な
再生可能エネルギーの安定調達や熱分解炉の電化
技術の実用化などが求められる。また、ケミカル
リサイクルを促進する添加剤 4 の開発や酵素 5、微
生物の活用もカギとなろう。化石資源の輸入国で
ある日本において、廃プラスチックの活用は資源
安全保障の観点からも取り組む必要性が高い。廃

4    BASF は Quantafuel と共同でケミカルリサイクルに適した新たな触媒開発に取り組んでいる。
5    フランスの Carbios は酵素を用いて PET 樹脂や PE 繊維を高純度テレフタル酸（PTA）に分解し、PET を再生するバイオリサ

イクル技術を有する。一般的なケミカルリサイクルとは異なり、高温高圧の条件が不要で、溶媒も必要としないため環境負荷が
小さく、比較的安価なプロセスとされる。
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プラスチック大国とされる中国や東南アジアへの
展開を見据えた世界をリードするケミカルリサイ
クルの技術開発に期待したい。

7．		プラスチックから非プラスチックへの置き
換えが進む

　プラスチック税の導入により、一部の製品では、
プラスチックから再生可能な非プラスチックへの
製品設計の変更が余儀なくされるだろう。2021 年
以降ドイツやフランスが国内容器包装メーカーへ
の課税を導入し、リサイクルされないプラスチッ
ク容器包装に 0.8 ユーロ /kg が課されるように
なった場合、IHS Markit の試算によると最終製品
で 3 〜 8% のコストアップをもたらすとされる。
足元の景気後退を考慮しても、この値上げは到底
消費者に受け入れられるものではなく、容器包装
の一部は木材、紙、綿、または金属などの非プラ
スチック材料に置き換えられるとみる。
　一方、米国テラサイクルが提案する、容器包装
の新たなリユースビジネスモデルが、プラスチッ
ク素材の置き換えを後押しするかもしれない。同
社は 2001 年に創業したスタートアップ企業で、

「世の中から捨てるという概念をなくす」という理
念の下、包装やたばこのフィルター、紙おむつな

ど従来は再利用できないといわれていたあらゆる
廃棄物を回収し、再資源化する事業に取り組んで
いる。同社が提案する循環型ショッピングプラッ
トフォーム「Loop」は、従来は使い捨てされてい
たプラスチック製の容器包装を、ガラスやステン
レスなどの耐久性が高く繰り返し利用できる素材
に変え、使用後に消費者の自宅から回収・洗浄・
製品補充したうえで再利用するという、昔ながら
の「牛乳瓶配達」に似たシステムである（図 
表 10）。従来の購買行動における容器包装の所有
者は製品を購入した消費者であったが、Loop にお
ける容器包装の所有権は各メーカーにあるため、
企業には容器を耐久性が高く、消費者に対し便利
さと高級感をアピールする独自のデザインを設計
するインセンティブが生じる。Loop 事業は 19 年
に米国とフランス、20 年に英国で運用を開始して
おり、P&G やコカ・コーラ、ユニリーバ、ネスレ
などの大手消費財メーカーが参加し、現在 200 以
上のブランドの 500 超の製品を取り扱う。国内で
も、東京都や横浜市と連携し、21 年 3 月から本格
運用が開始される。日用品や化粧品、食品企業な
ど 22 社が参加予定であり、小売りパートナーと
なるイオンは店舗での販売や回収コーナーの設置
を予定している。取扱商品数の拡大により回収・

企業名 リサイクル原料 取り組み

コカ・コーラ 
ボトラーズジャパン PET ボトル

台湾の繊維大手・遠東新世紀と PET ボトルのケミカルリサイクルで連携。遠東は再利
用 PET ボトルの原料で世界第 2 位。従来の再利用 PET ボトルより濁りが少なく透明度
の高い PET ボトルを精製。数年後の商業化を目指す。

日本環境設計 PET ボトル

アサヒ飲料と提携し、21 年夏にケミカルリサイクルによるリサイクル PET 樹脂の製造
（年間 2 万 2,000 トン）を開始予定。PET 中間体を選択的に抽出することで、高純度の
モノマーを回収、ボトルグレードの高い品質基準を満たす。
10 月には PET ボトル国内完全循環を目指す企業間連携「BRING BOTTLE コンソーシ
アム」の立ち上げを発表。

積水化学工業
住友化学 可燃性ゴミ

積水化学工業は 2017 年に米国ランザテックと連携で、ゴミをまるごとエタノールに変
換する世界初の生産技術を確立。20 年には住友化学と連携し、国内でゴミを原料にポ
リオレフィンを製造する技術の検討を開始。22 年に試験的生産を開始、25 年の本格上
市を目指す。

アールプラスジャパン 廃プラスチック

サントリーなど国内 12 社は使用済みプラスチックの再資源化事業（プラスチック→プ
ラスチックに水平循環）に取り組む共同出資会社「アールプラスジャパン」を設立。米
国バイオベンチャー企業アネロテックと使用済みプラスチックを直接原料（ベンゼン・
トルエン・キシレン・エチレン・プロピレンなど）に戻すケミカルリサイクルの再資源
化技術開発を進める。業界を超えた連携により、2027 年の事業化を目指す。

三菱ケミカル 廃プラスチック
19 年 11 月、JXTG グループと新会社設立。鹿島地区の石油精製および石油化学の連携
強化。廃プラスチックを石油精製・石油化学の原料として再生利用するケミカルリサイ
クルの技術検討。

図表 9　国内企業のケミカルリサイクルへの取り組み

出所：各種資料より筆者作成
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配送のコストを削減できるかが課題となろう。

　こうした詰め替え容器の利用促進は消費財業界
にとっては重要なテーマである。ユニリーバやネ
スレは日用品を詰め替え可能な容器に入れて販売
するチリのスタートアップ企業 Algramo と提携し

て新たなビジネスモデルの構築に取り組んでい
る。消費者は中身が空になると容器を返送するか、
Algramo の自動販売機で中身を詰め替える（図
表 11）。また、ユニリーバと連携し三輪の電気自
動車を活用して、洗剤などの中身のみを量り売り
する移動販売の試験運転をチリで行っている。容

図表 10　循環型ショッピングプラットフォーム「Loop」

出所： Loop Global Holdings LCC 及び TerraCycle Japan合同会社「リユース容器を利用した商品提供
プラットフォーム（Loop）」実施報告書

図表 11　Algramo の詰め替えビジネスモデル

出所：Algramoホームページより、筆者加筆

1.   アプリをダウンロードし、
アカウントを作成

2.   アカウントにチャージ 3.   電子タグが搭載された
容器を Algramo の詰め
替 え ス テ ー シ ョ ン に
持っていく

4.   好きな量だけ補充し
アプリで決済

サーキュラーエコノミーの名の下、変革を迫られるプラスチック業界



経営センサー　2021.3
4040

器に搭載された電子タグと口座がリンクし、アプ
リを通じて購入した分量に応じてキャッシュレス
で支払いが可能である。パッケージや流通などに
掛かる費用が抑えられるため従来の製品よりも約
3 割安く、容器の再利用によりキャッシュバック
も受け取ることが可能である。

　Loop や Algramo などの新たなビジネスモデル
は、一度消費者に受け入れられれば他の製品への
切り替えハードルが高まり、リピート購入の向上
が期待される。耐久性が高く環境負荷の小さい素
材を利用することに加え、消費者にファンになっ
てもらうための洗練されたデザイン設計が重要と
なる。また、いかに消費者の意識と習慣・行動を
変容していくか、それは消費者にとっての利便性
がカギとなるだろう。

8．バイオプラスチックの位置づけは？
　バイオプラスチックとは、バイオマスを原料と
して製造される「バイオマスプラスチック」と微
生物によって生分解される「生分解性プラスチッ
ク」の総称である。日本は「2030 年までにバイオ
マスプラスチックを約 200 万トン導入する」こと
を目標に掲げているが、消費者や企業の環境意識
の向上から、市場は拡大している。また、バイオ
プラスチックの研究開発は欧州で最も進んでおり、
主要な市場でもある。EU は 2018 年のプラスチッ
ク戦略において、特定分野における生分解性プラ
スチックの使用の有益性やバイオマスプラスチッ
クの石油資源の使用削減への有用性を期待する一
方、適切な廃棄物回収・処理システムの整備の必
要性を課題として掲げている。生分解性プラスチッ
クは、通常のプラスチックと一緒にリサイクルさ
れると、リサイクルされたプラスチック再生材の
品質を下げるなど、リサイクルを阻害するという

問題点が指摘されている。欧州環境省（EEA）は、
サーキュラーエコノミーにおいては「すべてのプ
ラスチックをリサイクルする」必要性を提言して
いる。一方、フランスで 20 年 1 月に導入された
使い捨てプラスチックの禁止措置においては、「家
庭用コンポストで堆肥化が可能で、バイオマスの
含有量が 50%（25 年からは 60%）以上あれば対象
外」という例外規定を設けており、生分解性プラ
スチックやバイオマスプラスチック使用への転換
を促している。今後、バイオプラスチックの普及
には、回収が困難な用途などバイオプラスチック
の特徴を最大限活用できる用途開発に加え、利用
後のリサイクルやコンポスト設備 6 など適切な分
解処理体制、さらにはコンポストからの再生物の
再資源化についても検討することが求められよう。

9．日本企業の進む方向性は？
　欧州では、プラスチック税や使い捨てプラスチッ
クの規制の発効により、プラスチック業界では拡
大生産者責任（EPR）の下、消費財や飲料メーカー、
化学企業、廃棄物リサイクル企業が連携してリサ
イクルの事業化、新たなビジネスモデルの構築に
取り組んでいる。デジタル技術の導入や、スター
トアップ企業との連携にも積極的であることが特
徴である。欧州が進めるサーキュラーエコノミー
とは、企業を巻き込んだ EU 全体の競争力強化と
雇用創出のための成長戦略であることを再認識し、
さらには国際標準化を進めることで EU 域外にお
いてもサーキュラーエコノミーへの転換を迫られ
ていることには危機感を持つべきだろう。
　一方、国内でもこの 2・3 年でサーキュラーエ
コノミーという言葉は確実に浸透し、関連する記
事やセミナーも多くみられるようになった。サー
キュラーエコノミーを推進するエレン・マッカー
サー財団には、ブラックロックや米国 Google など

6    コンポスト設備は 50 〜 60℃程度の高い温度で微生物を活発に活動させ、土壌中や海水中と比較して非常に速い速度で生分解性
プラスチックをより完全に分解することが可能とされる。欧米ではコンポスト文化が普及しており、例えば EU28 カ国（2018 年）
の 1 人当たりの都市ゴミに対し約 18% がコンポスト処理されている。日本では焼却処理が中心であり、家庭用コンポスト、産業
用設備ともに現状では広く普及していない。
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16 社の戦略的パートナーを含め 158 社（2021 年
1 月末時点）が加盟しているが、日本企業として
は 18 年にブリヂストン、19 年に三菱ケミカルホー
ルディングス（三菱ケミカル）、20 年に芙蓉総合
リース、そして 21 年 1 月に東洋製罐グループホー
ルディングスの 4 社が参画している。特に三菱ケ
ミカルはサーキュラーエコノミー推進部を新設し、
さらには東京大学とサーキュラーエコノミーの実
現に向けた産学連携や、キリンホールディングス
や JXTG とのケミカルリサイクルにおける連携、
廃棄リサイクル企業のリファインバースとの業務
資本連携、コーポレートベンチャーキャピタル

（CVC）を介したフランスのバイオ樹脂のスター
トアップ企業 7 への出資など、国内化学企業の中
でも近年特に積極的な取り組みが目立つ。同社は
気候変動や海洋プラスチックゴミ問題などの社会
課題をビジネスチャンスと捉え、中期経営計画の
柱の 1 つに「最適なサーキュラーエコノミーの推
進」を掲げている。国内企業でもすでにサーキュ
ラーエコノミーを「収益の創出」の機会と捉え、
新たなビジネスモデルの創出に動き出しているこ
とを認識すべきだ。
　とはいえ、サーキュラーエコノミーは企業が単
独で実現できるものではない。サーキュラーエコ
ノミーは売り切り型のリニアエコノミーとは異な
り、製品の製造から販売、使用、回収・リサイク
ルと循環型であることから、企業が取り組むべき
バリューチェーンが広範囲となる。企業には、業
界内や業界を超えた企業間や大学、スタートアッ
プ企業との連携が不可欠となろう。利便性や価格
優位性、デポジットなどを通じて消費者の行動変
容を促すことも求められる。また、シェアリング
やモノのサービス化、Loop のようなサーキュラー
型宅配モデルが普及することで、製品や製品に付
随する容器包装の所有者が消費者からサービスを

提供する事業者にシフトする。今後は効率的な回
収・リサイクル体制を前提にしたビジネス設計が
求められる。
　特に化学企業には、ケミカルリサイクルによる
廃プラスチック再資源化の普及拡大と、動脈企業
と静脈企業とをつなぐ役割が期待されている。廃
プラスチックのリサイクルは、発生地である都市
部から、一般的に臨海部に設置されていることの
多い再資源化工場まで廃プラスチックをどのよう
に回収・運搬するかが課題である。三菱ケミカル
は ENEOS（旧 JXTG エネルギー）と連携し鹿島
地区で廃プラスチックを石油精製の原料とするケ
ミカルリサイクルの取り組みを進めており、今後
はコンビナート内での連携が進むだろう。また、
昭和電工は川崎市、日本マクドナルドと連携して
川崎市内のマクドナルド 8 店舗で発生した廃プラ
スチックを、川崎臨海部に立地する昭和電工のリ
サイクル施設でプラスチックから水素へケミカル
リサイクルし、市内のマックデリバリーサービス
で用いる EV バイクのエネルギー源として利用す
る実証事業を開始した。こうした自治体や動脈産
業と連携した地域分散型のケミカルリサイクルの
動きにも注目したい。
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