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プラスチック問題から
脱炭素社会を考える



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却



たくさん使えば、プラゴミもたくさん出る

東京、荒川



227億本 x （100％-回収率88.8％）= 約25億本 （2015年）



東京、多摩川

たくさん使えば、プラゴミもたくさん出る



6富山県六渡寺

たくさん使えば、プラゴミもたくさん出る



ハワイ島、
カミロビーチ

日本から出たプラごみがハワイを汚染
誰もが、加害者であり、被害者である



海底/堆積物

小片化

マイクロ

プラスチック

微細化

紫外線紫外線

マイクロ

プラスチック

紫外線や波の力で壊れて細かくなっていく。
砂浜の上は光と熱でどんどん小片化・微細化が進む。

微細化してもプラスチックであることに変わりはありません。

5 mm以下のプラスチック

プラスチックは紫外線、熱、波の力などにより細かな破片になっていく

もともとは日常生活
の中の、使い捨て
プラスチック



沖縄の離島海岸のマイクロプラスチック



cm cm cm

日本列島から1000km離れた太平洋上で気象庁が採取したマイクロプラスチック。
これにも有害な化学物質が含まれています。

5 mm以下の
プラスチック

マイクロ
プラスチック



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却

年間800万トン



50兆個以上のプラスチックが世界の海を漂っている

(個/km2)



細片化
マイクロプラスチック

取込

紫外線

摂食

海洋プラスチックは海洋生物に摂食される

紫外線

細片化

摂食
摂食

魚の消化管から検出

石油

合成、成型

小さなプラスチックは低次栄養段階生物が取りこむ



全ての個体の消化管内からはプラスチックが検出された

0.1 g – 0.6 g



Copyright © Tokyo University of Agriculture and Technology., All rights reserved.

これだけのプラスチックがあなたの胃の中に
あったらと想像していみてください。



ポリエチレン
破片

ポリプロピレン
破片

80 ％のイワシからプラスチックが検出

イワシの体内からプラスチック破片が検出

食の安全性への懸念



食物連鎖を通してプラスチックは生態系の隅々まで広がる

海底/堆積物/海岸

摂 食

小片化

マイクロ

プラスチック

マクロ

プラスチック

流 出



マイクロプラスチック汚染：プラスチックからの有害化学物質のヒトへの曝露

海水中に溶けている
有害化学物質

マイクロプラスチック+
有害化学物質

プラスチックは排泄されるが
有害化学物質の一部は身体に蓄積する

もともとプラ製品に
入っている化学物質

ヒト

飲食にプラスチック容
器を使うことによる
直接の曝露



マイクロプラスチック汚染：プラスチックからの有害化学物質のヒトへの曝露

海水中に溶けている
有害化学物質

マイクロプラスチック+
有害化学物質

プラスチックは排泄されるが
有害化学物質の一部は身体に蓄積する

もともとプラ製品に
入っている化学物質

ヒト

飲食にプラスチック容
器を使うことによる
直接の曝露



remote island in Okinawa

Plastic contaminated beach
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マイクロプラスチックによりヤドカリに難燃剤代謝物が蓄積



マイクロプラスチック汚染：プラスチックからの有害化学物質のヒトへの曝露

海水中に溶けている
有害化学物質

マイクロプラスチック+
有害化学物質

プラスチックは排泄されるが
有害化学物質の一部は身体に蓄積する

もともとプラ製品に
入っている化学物質

ヒト

飲食にプラスチック容
器を使うことによる
直接の曝露

マイクロ化し、溶け出し
易くなり、魚貝類の脂
肪に蓄積したものの
間接的曝露



環境ホルモン
外因性内分泌撹乱化学物質

環境中に存在する化学物質で生体内に入り、ホルモン
の作用を撹乱し、性、生殖、甲状腺機能、脳神経等に
関する異常を引き起こす物質。特に、体内で女性ホル
モンの受容体と結合し、女性ホルモンと同じように働
くものを狭義の環境ホルモンと呼ぶ。









細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

蛇口を閉めなければ漏れは止まらない：プラスチックフリー

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却



世界60ヵ国以上でレジ袋規制が行われている

Table 1. 世界各国でのレジ袋規制

使用禁止 有料化 課税

France Sweden Denmark
Italy Finland Belgium

Eritrea The Netherlands Luxembourg
Rwanda Germany Iceland
Bhutan Australia Ireland

Bangladesh Spain
Cameroon Botswana

Kenya South Africa
Korea
China

UK

ポリエチレン : 汚染物質を吸着しやすい
軽い → 浮いて遠くまで運ばれる

薄い → マイクロプラスチックになりやすい

レジ袋規制により海岸漂着ゴミが減っている事例も
アイルランド、イスラエル、カリブ海諸国など



ペットボトルからマイボトルへの転換も世界的に進む

サンフランシスコ空港

青島空港







何故、欧州は石油ベースのプラスチックの使用を禁止するのか？

何故、きちんと集めて燃やして発電としなかったのか？



欧州は石油ベースのプラスチックを素材として否定した

・有限な資源に依存している（SDG12)

・海洋汚染 マクロおよびマイクロプラスチック（SDG14)

・焼却、分解により温室効果ガスの発生（SDG13)

パリ協定のもと、2050年以降は石油を燃やせない
= 石油ベースのプラスチックの焼却処理はできない

何故、きちんと集めて燃やして発電としなかったのか？

脱プラスチック=脱炭素



SDGs : 持続可能な開発目標

Sustainable Development Goals (SDGs)



何故日本の対策が遅れている

・アジア諸国への廃プラスチックの輸出

・燃やせばよいと考えている

収集されたプラスチックごみの半分以上
が燃やされている

・リサイクル万能神話



Kuroshio current

日本が中国や東南アジアに押しつけたプラゴミがブーメランのように日本近海に

Inputs of plastic wastes to the ocean (After Jambeck et al, 2015)

プラゴミの輸出

150万トン

リサイクルされているというのは、幻想。
日本国内でリサイクルできないのであれば、
その150万トンの消費自体を減らすべきである。



Dirty Plastic（汚れたプラスチック）を有害廃棄物と認識し、輸出を規制



Dirty Plastic（汚れたプラスチック）



Dirty Plastic（汚れたプラスチック）





何故日本の対策が遅れている

・アジア諸国への廃プラスチックの輸出

・燃やせばよいと考えている

収集されたプラスチックごみの半分以上
が燃やされている

・リサイクル万能神話



日本ではプラスチックゴミの半分以上（71％）が焼却

「サーマルリサイクル」は
リサイクルではない



紙や布の素材 二酸化炭素

植物

石油ベース

プラスチック 二酸化炭素

植物

石油

循環型

一方通行、温暖化が進む

土の中などゆっくり分解

焼却

地殻中での石油の生成には数百万年〜数千万年
かかるので実質的には循環が切れる

石油ベースのプラスチックは循環型でない→
バイオマスベースの素材は循環型である。

パリ協定違反
植物が吸収しきれずに大気中に残留

→温暖化が進む



•低温 （330℃での生成が最大）
•低酸素
•塩素の存在

有機物の燃焼による
ダイオキシンの生成



40万人の都市のゴミを焼却するためには、焼却炉の建設
に１００億円かかり、運転には年間２億円以上かかりま
す。焼却炉の寿命は30年程度ですので、また30年後に
１００億円の建設費を用意しなければいけません。現在
の技術力をもってすれば、有害物質を煙として排出しな
い焼却炉の建設は可能です。しかし、費用が膨大にかか
ります。海外では、バグフィルタの交換費が払えずに、
停止しているゴミ焼却炉もあるということです。
さらに、古い焼却炉の解体も必要で、高濃度のダイオキ
シンや重金属が含まれ廃焼却炉の解体にはさらに莫大な
費用がかかりますし、危険性も伴います。持続可能な方
法でしょうか？莫大な借金と危険物を将来の人類に押し
つけてよいのでしょうか？



自治体の持つ焼却炉が使い捨てプラスチックの大量消費にも

つながっている点も考慮する必要がある。すなわち、焼却炉の

建設費と運営費が税金によりまかなわれており、プラスチック

包装に入った商品を生産・販売する企業が焼却に関わる費用

を負担しているわけでなく、使い捨てプラスチックの多用が商

品価格には反映されず、我々消費者も使い捨てプラスチックは

安いものだと錯覚し、大量消費が続くという構図になっている。

環境負荷を低減させる費用、環境修復の費用も含めて考える

と、使い捨てプラスチックは決して安いものではない。使い捨て

プラスチックの大量消費、大量焼却というやり方は改めていく

必要がある。

処理費用の外部化=「プラスチックは安い」という錯覚



資源・リサイクル推進センターの資料（http://www.cjc.or.jp/data/main_w.html）

日本のごみ焼却依存

緊急避難的対策と長期的（持続的）対策の区別



どこにも焼却とは書かれていない。
「回収可能」を「エネルギー回収」とも読める。
いずれにしても焼却はオプションと考えられていないか、最後のオプション



日本ではプラスチックゴミの半分以上（71％）が焼却

「サーマルリサイクル」は
リサイクルではない



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却X





埋め⽴てられたプラスチックから浸みだした環境ホルモン
ビスフェノールAが多摩川を上流から下流まで汚染

秋川(サマーランド)

⼋王⼦⽔再⽣
センター放流

⽔

錦町

浅川（新井橋)

北多摩⼆号

府中四⾕橋

⼤栗川
(向ノ岡橋)

⼤栗川
(新⼤栗橋)

南多摩

北多摩⼀号
多摩⽔道橋

⼆⼦橋
調布堰

⼤師橋

⼤丸⽤⽔

上河原

ゴミ埋め立て
処分場



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却XX



リサイクル至上主義？

第17回「海洋及び海洋法に関する国
連総会非公式協議プロセス（ＩＣＰ）」
2016年6月13日〜17日

「リサイクルのコストはリサイクルしてできた製品によ
る利益よりも大きい」

大量消費、大量リサイクルは持続的か？



ペットボトル、プラゴミを収集・運搬する費用として、日本全体で
それぞれ年間250億円、500億円かかる。



Dirty Plastic（汚れたプラスチック）のリサイクルは難しい



Dirty Plastic（汚れたプラスチック）のリサイクルは難しい



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

陸上の廃棄物処理からもれたプラスチックが河川を通して海へ流入

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却XX



細片化
マイクロプラスチック

紫外線 紫外線

細片化

石油

5 mm以下の
プラスチック

年間4億トンのプラスチックが生産されている。

石油産出量の８％〜10％がプラスチックに

そのうち半分は容器包装

特にことわりのない限り、本稿では「プラスチック」とは
「石油から作られたプラスチック」を指す。

ゴミの分別、収集、
リサイクル、埋立、焼却XX

蛇口を閉め海への漏れを止める：プラスチックフリー



・ 使い捨てプラスチック（特に、ペットボトル）の使用削減
・リサイクルの促進
・再使用・リサイクルが容易になるような商品や包装（簡易包装も含

む）を生産者や流通業者の取り組みと消費者の選択

・流通方式の変更。
（例えば、長距離での生鮮食料品の輸送から地産地消へ）

・紙や木などのバイオマスの高度利用の促進
・バイオマスベースのプラスチックの利用促進

・生分解プラスチックの改良と陸上での処理装置での分解促進
・食品包装へのバイオマスベース生分解性プラスチックの適用と

コンポスト化の促進

・海岸清掃（行政、ボランティア）
・市民の意識の3R(削減ファースト）意識の啓発

ポストプラスチック社会（Post Plastic Society : PPS)：脱炭素社会



21世紀後半はPost Plastic Society (PPS)：脱炭素社会

・有限な資源に依存している（SDG12)

・海洋汚染 マクロおよびマイクロプラスチック（SDG14)
・焼却、分解により温室効果ガスの発生（SDG13)

パリ協定のもと、2050年以降は石油を燃やせない
= 石油ベースのプラスチックの焼却処理はできない

なぜ欧州は集めて燃やすことを選択せずに、消費の削減を提案したのか？

日本も2050年までに石油ベースのプラスチックの
大量消費、大量焼却からの構造的な転換を図る必要がある。

l 熱回収優先からの脱却
l 石油ベースの素材からバイオマスベースの素材への転換
l プラスチックの使用量の大幅削減
l 物流や商品の提供方法の根本的な変革
l 必要不可欠な最小限のプラスチックをリサイクルして使う

脱炭素社会

日本の産業の保護



u 150万トンの使い捨てプラスチックを2020年（末）までに削
減する。 （レジ袋、ペットボトル、ストロー、食品容器、生鮮食料品包装、

等）

u 「ペットボトルも含め使い捨てプラスチックは環境負荷が高いので、使
用を削減すべきである」という宣言を政府あるいは環境省が行う。

u マイボトル用給水器、置きバッグ、量り売りステーションなど、使い捨てプラス
チック削減のための環境整備を行う。

u 石油ベースのプラスチックをバイオマスおよびバイオマスベースのプラスチッ
クに置き換える

u バイオマスベースのプラスチックのコンポスト化（流通-廃棄）システムの構築

u 焼却炉の年次削減目標を立てる。

u まずは「 150万トンの使い捨てプラスチック輸出」を止めると対外
的宣言を行う。

u ゴミの分別・収集システムを導入する。
u リサイクル推進等これまでのJICAの事業を総括し、適用可能な事業を推進する。

u 焼却炉導入は最後の手段と位置づけ、マテリアルリサイクルを
中心とした総合的な対策を提案する。

国内対策

経済的発展途上国への支援

短期的なビジョン：プラスチック循環戦略私案



「サーマルリサイクル」ではなく
マテリアルリサイクルであるこ
との確認が必要

破綻した原発輸出に続き、高性能焼却炉の輸出か？
プラごみの輸出の代わりに焼却炉の輸出？



プラスチックによる汚染低減のために、今、市民ができること

使い捨てのプラスチックの使用を極力避ける、断る。
特に、燃やさざるを得ない汚れたプラスチックの発
生をさける。

=飲食へのプラスチックの使用を避ける
→環境ホルモンの曝露も減る

No single-use plastic!

レジ袋、ペットボトル飲料、ストロー、使い捨て弁当箱等
個包装のお菓子、液体石けん、ポケットティッシュ、
ビニール入りおしぼり

・3Rの3つのRにも優先順位がある

Reduce > Reuse >Recycle
削減＞再使用＞リサイクル＞(プラゴミ発電)

Refuse



プラスチックによる汚染低減のための規制や枠組み作りを

・3Rの3つのRにも優先順位がある

Reduce > Reuse >Recycle
削減＞再使用＞リサイクル＞(熱回収)

プラゴミの発生抑制のための法規制や
生産・流通の枠組み作り

レジ袋の無償配布禁止
ペレットボトル化の制限
マイボトル用給水器の設置
過剰プラスチック包装の削減
紙や木などバイオマス素材の利用推進
焼却炉の段階的削減計画の立案
長距離食料品輸送社会から地産地消社会へ

市民の意識啓発だけでは限界

自治体の焼却炉での事業所からのプラごみを受け入れる前に、
これらの具体的プランを年限付きで示した上で、
時限であることを明示し、減価償却費以上の料金を払うことを条件にすべきである。






