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プラスチックごみ問題特集
あなたが捨てたゴミがどこへ行くか 考えたことはありますか？
私たちの身の回りは、プラスチック製品であふれています。スーパーのレジ袋、ペットボトル、
発砲スチロール、コップやフォーク、衣料品、人工芝・・・。
プラスチック製品は1950年代から急激に消費され始めました。
安価で軽く、丈夫で様々な形に加工可能なプラスチックは、特に食品や飲料用の使い捨て包装に
多く使用されています。
一方で、プラスチックごみは深刻な地球規模の課題の1つとして、各国政府、企業、自治体などが
法律や規則などを作り、対策を進めています。
そもそもプラスチックごみは何が問題で、なぜ今解決しなければならないのか一緒に考え、行動に
移してみませんか。

【プラスチックごみに関する基礎知識】
プラスチックとは、軽量で衛生的、且つ強度があり、どんな
形にも加工できる石油を原料とした資材です。金属のように
錆びたり腐食することはなく、耐久性に優れています。
世界のプラスチック生産量は？
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全世界で製造されるプラスチック製品の量は増え続けてお
り、その量は年間4億トン ¹に及びます。これは300トンのジャ
ンボジェット機130万機分に匹敵します。

世界のプラスチック製品の内訳と、その処理方法
世界のプラスチック製品全体の内訳は、包装用プラスチック製品36%、建築資材16%、繊維14%、
消費財10%、物流資材7%、電気電子関連4%、工業機械1%、その他12%となっています²。
この全体の36%を占めている包装用プラスチック製品は、主に食品の包装や物の梱包などに使用され
ており、 最初から使い捨てることを想定して製造されるものが増えていることが特徴です。
図1のように、世界で出されたプラスチックごみのうち79%が埋め
立て処理、または廃棄物として自然界に投棄、12%が焼却処分
されています。リサイクルされているプラスチックごみは9%⁴にと
どまります。
自然界に放たれたプラスチックごみはどうなるのか？

プラスチックごみや発砲スチロールの一種であるスタイロフォ
ームは、ごみとして自然界に放出された場合、分解するのに
1000年かかるといわれています⁵。その過程で土壌や水を汚
染し、地上や海中の生物が誤って食べてしまうなどの被害を
引き起こします。

図 1 ：UNEP (2018). Single-use plastics:
A Roadmap for Sustainability, page 6 を元に作成

プラスチックごみは、波によって砕けたり、紫外線などに
よって分解され、時間をかけて「マイクロプラスチック」と呼
ばれる小さな5mm以下のプラスチックごみになります。
マイクロプラスチックにもともと含まれている化学物質や
新たに吸着した化学物質が生物の体内にとりこまれ、食
物連鎖を通じて生態系に影響を及ぼすことが懸念されて
おり、環境省などによって調査が進められています⁶。
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【日本国内の廃棄物処理の状況】
日本であなたが捨てたごみはどのように処理されているのでしょうか。
プラスチックごみも含め、日本国内での廃棄物処理全体について見て
いきましょう。日本での廃棄物処理の内訳は、図2のように「焼却とエ
ネルギー回収 」が71%、「リサイクルと堆肥」は19%、「焼却（エネルギ
ー回収なし）」は6%、「埋め立て」は1%となっています¹。
このように日本では焼却によって処理されるごみの量が多いことが
わかります。日本が世界的に見ても廃物物の処理を焼却に頼って
いる理由は、国土が狭く、なるべく少ない面積で多くのごみを埋め
立てられるようにするため、焼却技術向上と焼却施設の充実が進
んだという見方もあります²。
サーマルリサイクルとその課題

図2 :OECD(2015), Environment at a Glance 2015
を元に作成

日本の廃棄物処理の71%を占める「焼却とエネルギー回収」とは何を意味するのでしょうか。
このエネルギー回収は「サーマルリサイクル」と呼ばれ、焼却で出た熱や蒸気を回収しています。
回収したエネルギーは、発電や施設の暖房、周辺の施設の温水供給などに使用されています。
ただ焼却するだけでなくエネルギーとして回収できる利点がある一方で、リサイクルできるものまで
焼却されている可能性があるなどの課題が指摘されています²。
日本のプラスチックごみの行方
日本の一人当たりの包装用プラスチックごみ排出量は、米国に
次ぎ、2番目です³。

リサイクルされる
プラスチックごみの
約7割を

輸出

日本国内の家庭や企業などから出されたプラスチックごみの処
理方法は、25%はリサイクル（材料リサイクル、ケミカルリサイク
ル）、57%は熱回収（熱利用、セメント燃料化など）、18%は未利
用（焼却、埋め立て）となっています⁴。
リサイクルされている廃棄物のうち、約7割
が再生樹脂として海外に輸出されています。
これまでは主に中国へ輸出していましたが
2017年末に中国が資源ごみの輸入を禁止し
ました。これによって廃棄物処理の現場から
は「これまで売却できていた廃プラスチック
類に処理費用を求められるようになった」「従
来はリサイクルされていた廃プラスチック類
が焼却処理になっている」などといった声が
出されています⁵。

図3: 環境省 「プラスチックを取り巻く国内外の状況」を元に作成
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5 環境省.「平成 30 年度外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果」
https://www.env.go.jp/press/files/jp/110124.pdf

【報告：SDGsへの挑戦 プラスチックごみ問題の解決に向けてを開催 】
多くの複合的な課題が重なり合うプラスチックごみの課題にどのように向き合い、解決策を見出
せば良いのか。
プラスチックごみ問題の現状や解決に向けた具体的な方策を考えるため、UNU-IASは2019年1月
25日、地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）とともに、セミナー「SDGsへの挑戦 プラスチック
ごみ問題の解決に向けて」を開催しました。
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「プラスチックごみ汚染の現状」共同通信社
編集委員・論説委員 環境・開発・エネルギー問題担当 井田徹治氏

報告1

「私たちの街と海で起きていること」
NPO法人宮古島 海の環境ネットワーク 代表理事 春川淳氏

報告2

「環境省における対策について」
環境省水・大気環境局 海洋環境室室長 中里靖氏

報告3

「国際的な動き」
UNU-IAS客員シニアリサーチフェロー/環境省参与

ディスカッション

早水輝好氏

「具体的な対策を進めるためにパートナーシップでできること」
モデレーター：環境パートナーシップ会議 星野智子氏

基調講演で登壇した共同通信 編集委員・論説委員 環境・開発・エネルギー問題担当井田徹治氏
は、世界的なプラスチックごみの問題は、貧困の問題とも関連していて、環境とともに悪化している
と説明しました。さらに、90年代から問題が指摘されてきた一方で、大量生産、大量消費のライフス
タイルが依然として続いていること、日本ではプラスチックごみの多くがサーマルリサイクルとして燃
やされていることが大きな問題であると指摘しました。さらに、アジア諸国で強まる規制の動きを紹
介し、パリ協定やSDGsの達成を目指すためには、政策やライフスタイルの転換が必要であり、日本
でも規制と経済的手法を組み合わせて問題に取り組む必要性を強く訴えました。
続いて登壇したNPO法人宮古島海の環境ネットワーク代表理事の春川淳氏は、ボランティアととも
に団体が行う海岸清掃について説明し、焼却炉の容量を超える速さでごみが漂着している現状を
報告しました。またボランティアが回収できない高圧ガスボンベや注射器といった処理困難物が子
供の遊ぶ海岸にも漂着し、本当に取り除きたいものが取り除けずに放置されている現状を訴えまし
た。
環境省水･大気環境局海洋環境室室長の中里靖氏は、問題の科学的知見が不足していることから
実態の把握や将来予測、生態系への影響などについて環境省の調査が行われていることを紹介し
ました。また、産業界、自治体、NGO、市民など幅広い主体による取り組みを促進するためのプラス
チックスマートキャンペーンについて紹介しました。

最後に、UNU-IAS 客員シニアリサーチフェロー ・環境省参与の早水輝好氏がプラスチックごみ問題
に関する国際動向として、UNEP（国連環境計画）専門家グループ会合の検討状況を報告しました。
会合では、各国が協力し対策に取り組む必要性と科学的なデータが不足していることが共通認識
として確認された一方で、国際的にどのような枠組みで取り組んでいくかについては様々な意見が
出されたと報告しました。
後半は、環境パートナーシップ会議副代表理事の星野智
子氏がモデレーターとなり、登壇者や参加者を交えて議
論が行われました。
問題の解決に向けた具体的な方策として、関心のない人
を動かすための仕組みづくり、経済的なインセンティブを
作り企業を動かすこと、地域資源を活用して自治体レベ
ルから先駆的な取り組みを進めてゆくこと、現状を発信し
知ってもらうこと、陸上のごみの管理を徹底することなど
が挙げられました。
（本イベントの発表資料はUNU-IASまたはGEOCウェブサイトで公開しています）
https://ias.unu.edu/jp/news/news/seminar-plastic-waste-2019.html#info

【プラスチックごみを減らす様々な取り組み】

プラスチック・スマート
問題の解決に向けては、個人・企業・団体・行政などのあらゆる主体が、それぞれの立場ででき
る活動を行い、プラスチックと賢く付き合っていくことが重要です。
環境省は、そうした取り組みを応援し、さらに広げていくため「プラスチック・スマート」キャンペー
ンを実施しています。
「プラスチック・スマート」フォーラムは、このキャンペーンに賛同する企業や団体、また海洋プラ
スチックごみ問題に関心のある人々の対話と交流を促進するプラットフォームでもあります。
http://plastics-smart.env.go.jp/ （環境省：Plastics Smart）

やめよう、プラスチック汚染 #BeatPlasticPollution
UNEP(国連環境計画)や国連広報センターをはじめとした国連機関も、ごみを減らしプラスチック
汚染を減らすためのキャンペーン「やめよう、プラスチック汚染」を行っています。このようなキャ
ンペーンやセミナーに積極的に参加することもプラスチックごみを減らす一歩につながります。
また2017年6月、ニューヨークで「国連海洋会議」が開催され、プラスチックごみによる海洋汚染
も重要なテーマの一つとして取り上げられました。これに連動し、国内外でプラスチックごみによ
る海洋汚染への認識を高めようとする活動が行われています。
http://www.unic.or.jp （国連広報センター）

SDGs （持続可能な開発目標）とプラスチックごみ問題
SDGsにはゴール12「つくる責任つかう責任」、ゴール14「海の豊かさを守
ろう」といったプラスチックごみ問題に深く関わる目標が含まれています。
SDGsのゴールは相互に関連しており、その達成にはすべてのステークホ
ルダーの参加が必要です。あなたもぜひ自分が出来ることから始めてみ
ませんか！
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