
未来を捨てる
まやかしの解決策
企業のプラスチック汚染問題への対応



プラスチック汚染が生態系や社会に及ぼす影響についての科学
的解明が進むにつれ、世界規模のプラスチック汚染危機に対する
人々の懸念はますます高まっている。その結果、世界中で自ら
行動を起こしている人々がますます増え、安価な使い捨てプラス
チック包装を拒否し、リユースやリフィルが可能な日用品の選択
肢を求めている。しかし、ほとんどの大企業はまだそれらの解決
策に取り組むことができていない。中小企業は、多くの刺激的
で革新的な（時には基本的で常識的な）容器や包装モデルの開発
を進めている。使い捨て文化ではなく、リユースできることを重
視する文化で持続可能な世界を構築しようとする世界的な潮流
がそこにある。
 
世界的なプラスチック汚染危機を解決したいという人々の声に
応えて、ごみとなる使い捨てプラスチック包装を大量に生み出す
世界的な大企業のなかには、行動しなければならないと認識して
いる企業もある。なかには野心的に取り組んでいるように思わ
れる企業もあるが、綿密に調査すると、ほとんどがまやかしの解
決策、つまり、使い捨てプラスチックの削減につながらず、より
良いシステムから注意をそらせ、使い捨て文化を永続させ、そう
しているうちに人々を混乱させて、結局はこれまでのやり方を踏
襲していることがわかる。今、社会は変容の時を迎えている。世
界的な大企業は、過去にとらわれたまままやかしの解決策を推し
進めるのをやめ、企業としてのビジネスモデルの優先順位を早急
に見直す必要がある。そして、すでに行動を起こしている世界中
の人々に続き、使い捨て経済から脱却し、公正な移行に踏み出す
べきである。
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Section 1

はじめに
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プラスチックが環境や地域社会に与える可能性のある
不可逆的な被害についての科学的理解が深まっている
にもかかわらず、その生産量は増加すると予測されて
いる。化石燃料業界は今後10年間でさらに40%の増産
を目指しており21、プラスチックが世界の石油消費量全
体の20％を占めるようになる可能性がある22。シェル
やエクソンモービルなどの企業は、2010年以降、米国
でフラッキング（水圧破砕法）により採掘した安価な天
然ガスを使用するプラスチックの生産に、合計1800億
ドル（約20兆円）を投資している23。石油化学企業は米
国のメキシコ湾岸でプラスチックの生産事業を拡大し
ており24、地域住民は長期にわたり、石油・ガスの精製
によって生じる毒性作用と闘っている25, 26。欧州の企業
も、このシェールガスのブームに乗じて貪欲に開発を
進めている。イネオス社は石油化学の分野で20年間に
欧州最大の投資を行い27, 28、「仮想パイプライン」など
のプラスチック生産用インフラの開発を支援した。フ
ラッキングで採掘した北米産の安価な天然ガスが欧州
へと大量に流れ込む事態29, 30, 31を招いたこの計画は、国
際的な非難を受けている32。アジアでは、中国石油化工
（シノペック）、ペトロナス、恒力石化（ヘンリ石油化
学）などの石油化学メーカーが、プラスチック生産の拡
大に数十億ドルを投資しているとも報告されている33。

安価で供給されるプラスチックが市場にあふれる中、
使い捨てのプラスチック包装は石油・ガス業界にとっ
て生命線となる可能性がある。しかし、使用済み使い
捨てプラスチックの管理を改善することに焦点を当て
たとしても、問題の元を絶たなければ解決策にはなら
ない。

プラスチック汚染は、私たちの環境に対する脅威だ。ト
ラック１台分相当のプラスチックが、毎分海に流れ込ん
でいる1。海洋環境に入ったプラスチックは、だんだん
小さな破片へと分解される。実際にいくつかの調査に
よれば、今日の海洋には５兆から50兆個ほどのプラス
チック粒子が存在すると推定されている2。これらのプ
ラスチックは、多くの場合、海洋動物に摂取され、その
体内に溜まり、窒息や餓死の原因になることもある。

プラスチック汚染は、私たちが海やビーチで目にするも
のだけにとどまらない。過去に生産されたすべてのプ
ラスチックはその大半が埋め立てられるか環境に放出
され、何らかの形で残存している3。淡水4や土壌5、大
気6中にもプラスチックが存在するという新たな証拠が
出ており、その環境や健康への影響についてはさらなる
調査が必要とされている7。プラスチックがライフサイ
クルの各段階で人の健康に及ぼす影響には、すでに明ら
かになっているものと潜在的なものがある。

プラスチックの99％は石油や天然ガスから生まれる8

が、その抽出と精製が気候変動や大気汚染、潜在的な
事故の原因となっている9。プラスチックの生産が周辺
地域に及ぼす累積的な影響は、必ずしも環境リスク評
価や安全リスク評価の対象とはならず、こうした評価
では化学物質の影響を個別に記録する傾向がある10。
プラスチックが気候に及ぼす影響は暗澹たるものだ。
最新の推定値は、プラスチックのライフサイクルに関
連する世界の温室効果ガス排出量が、私たちに残され
た排出量の「予算（いわゆる炭素予算）」に占める割合
は、2050年までに10～13％程度になる可能性がある
ことを示唆している11。また、2019年末までに限って
みても、全世界のプラスチック生産および燃焼に起因す
る排出量は、石炭火力発電所189基に相当すると推定さ
れている12。

また、プラスチックは、安定性や柔軟性などの機能に加
えて、見た目など消費者から求められる特性に応える
ために化学添加物を必要とする13。これらの添加物には
フタル酸エステル類などの発がん性化学物質や内分泌
攪乱化学物質が含まれる可能性がある14。一部のプラス
チックは、ポリカーボネートのBPA（ビスフェノール
A）15,16,17,18や、PVC（ポリ塩化ビニル）のフタル酸エス
テル類のように、それ自体が有害化学物質を浸出させる
可能性がある。こうした化学物質が生殖器系や健康の他
の側面に及ぼす危険については多くのことが明らかに
なっているが、食品包装の添加物が人の健康に及ぼす
リスクについて、科学者はさらなる研究の必要性を訴
えている19。各々の包装に含まれる化学物質は少量かも
しれないが、これらの化学物質が組み合わさった場合の
影響が考慮されることは概して少ない20。
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ピーク・プラスチック（プラスチックの限界量）を宣言する

の形態の使い捨て包装への切り替えや、リサイクルと廃
棄物管理を改善するための業務提携への投資、自社が従
来通り事業を継続できるようにする新技術の検討など
に焦点を当てている。

今日までに主なFMCGメーカーの中で、使い捨て包装
を使用する商品の販売総量または販売数を減らすこと
や、リユース可能かつリフィル可能な配送・販売システム
に多額の投資を行うことを約束している企業はない。
プラスチックのフットプリントに関する情報開示でさ
え、ほんの一握りの企業しか行っていない40。使い捨て
プラスチック包装を使用している企業や小売業者は、削
減目標を早急に掲げて、使い捨てプラスチックで包装さ
れた製品の販売点数を減らし、耐久性のある材料で多目
的に使えるように設計・製造されたリユース可能かつリ
フィル可能な包装を基本とする新たな配送・販売システ
ムに、多額の投資を行う必要がある。

プラスチック包装は、世界のプラスチック製造の中で最
大のシェアを占める34,35,36。一般に使い捨ての目的で作
られるため、環境中に廃棄されるプラスチックの最大の
発生源でもある37。

国際および地域的に行なった清掃活動とブランド調査
により、ネスレ、ペプシコ、P&G（プロクター・アン
ド・ギャンブル）、コカコーラ、モンデリーズなどの大
手FMCG（日用消費財）メーカーのプラスチック包装
が、世界で回収された廃プラスチックの中で最も多く特
定されたブランドであることが明らかになった38,39。こ
れに対し、多くのFMCGメーカーがさまざまな取り組
みを自主的に導入し、プラスチック包装をよりリサイク
ル可能、リユース可能、コンポスト化可能、あるいは再
生素材製にしている。こうした取り組みは重要な前進
といえる。しかし、これらの目標達成のための計画のほ
とんどがまやかしの解決策、すなわち、使い捨てプラス
チックの需要を減らすのではなく、プラスチックから他
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連日のように大手FMCG企業や小売業者、新興企業、
起業家がプラスチック削減のための新たな革新技術や
方法を発表し、プラスチック汚染の危機に対する解決
策を見つけるべく先陣を切って消費者と信頼を築こう
としている。しかし、推進される「解決策」のすべて
が、本質的に平等あるいは公平であるとは限らない。

世界的なプラスチック汚染の危機に対するあらゆる解
決策は、プラスチック・フリーの経済に至るまでの「公
正な移行」41に寄与するべきであり、それも公平なもの
でなければならない。「当事者の視点」42で潜在的な解
決策を評価することで、できるだけ多くの人々と地球
に利益をもたらす可能性が高い解決策を特定できる。

•	 誰が意思決定者か？	
地域社会の自己決定を支援・促進するか？ガバナ
ンスは適切で、企業のあらゆる意思決定が公益に
基づき行われているか？	

•	 誰がその解決策から恩恵を受けるか？	
人類全体の健康や自然生態系の保護に資するもの
か？それとも、企業の事業運営によって生じる負
担を地域社会や地球に負わせ続けるものか？真の
体系的な変化につながるか？	

•	 誰／何が他に影響を受けるか？　　	
他の誰かまたは地球環境の別の要素に対して、意
図せぬ結果を生んでしまうだろうか？影響を判断
するための十分な情報が手に入るか？

プラスチック汚染の危機を解決するためには、使い捨
てプラスチックから利益を得ている企業がピーク・プラ
スチックを宣言し、一度しか使われない使い捨ての包
装製品の販売量を早急に削減することを約束するしか
ない。初めの一歩は明らかに、コーヒーカプセルなど
の不要な過剰包装を直ちになくすことだ。また、企業
は包括的な計画を導入して公開し、耐久性、価格、生
産責任の点で優れたリユース・リフィル可能な包装で
製品を消費者に届けるための新しい方法に投資する必
要がある。現在もリユースやリフィルの多様な選択肢
が存在するが、技術革新によってさらに発展する可能
性がある。エレン・マッカーサー財団は、使い捨て包
装の２割を置き換えるだけで100億ドル（約1兆900億
円）の価値に相当する可能性があり43、環境への影響を
軽減するだけでなく、消費者の利便性や選択などの点
でもメリットがあると推定している。しかし、まず企業

警告：ライフサイクル分析に潜むバイアスと
不正確さ
ライフサイクルアセスメント（LCA）の結
果、あらゆる種類の包装の中でプラスチック
が最も環境に優しい選択肢であると多くの企
業は主張する。LCAは、原料の抽出から製
造、流通、使用、そして寿命まで、製品ライ
フサイクルの全段階に関連する環境や社会へ
のさまざまな影響を比較するための意思決定
手段である。しかし一方で、LCAは、仮定や
使用するデータ（または使用可能なデータ）
によって恣意的な結果を示すことが多い44。
一部のLCAは、いくつかの選択肢の中で最
も環境に優しいのがプラスチックであるとし
ているが、これらの分析では原料の抽出、生
産、有害化学物質の放出、寿命による廃棄、
海洋汚染など、プラスチックのライフサイク
ルの重要な要素が除外されていることが多
い。例えば、最近のデンマークの研究は、紙
や綿などの素材に比べ、軽量の低密度ポリエ
チレン（LDPE）プラスチック製の手提げ袋
が環境への影響が最も小さいと主張するもの
だった。しかし、その研究で採用された手法
と仮定は使い捨ての慣習を支持するもので、
より耐久性のある素材によるリユースのメリ
ットが巧みに除外されていた。また、ビニー
ル袋の投棄はなく、リサイクルや廃棄物処理
のシステムから漏れることもないという、非
現実的な仮定に基づいていた45。

は、使われるのは数秒だが何世代にもわたって地球を
汚染する使い捨て包装の生産を続けることはできない
と認識し、ビジネスモデルを再考する必要がある。

真に革新的な解決策を選ぶために
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Section 2

「紙製」に隠された問題
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一部の企業は、自社の使い捨て包装をプラスチックか
ら紙に切り替えることで、プラスチックの問題に取り組
もうとしている。ダンキンドーナツは発泡プラスチッ
ク製のコップから紙コップへの切り替えを発表し46、マ
クドナルドとスターバックスはいずれも紙ストローへ
の切り替えを発表した47。特にネスレは紙製の包装への
移行を強調し48、「業界内で紙の使用を広める」ため、
「Yes！」ブランドのスナックバーの新しい包装紙を他
社も使用できるようにすると発表している49。また、
ネスレは欧州で紙包装の「ネスクイック」のストロー
を紙製に切り替え50、続いてアジアでも、麦芽飲料「ミ
ロ」の包装を紙に変更する51。紙は長い間、環境的に持
続可能な素材と見なされてきたため、企業はこうした
切り替えを積極的な戦略として広報し、称賛を得てい
る52。しかし、実際のところ、この切り替えには問題が
ある。

森林には、独自の役割がある。驚くほど豊かな生物多
様性を支え、炭素を回収・貯蔵し、先住民族の人々に
食物と生計手段をもたらし、生命を維持するさまざま
な生態系サービスを提供している53。伐採や大規模な
産業用の植林が自然林の消失劣化を加速させ、大量の
CO2排出を招いている54ため、パルプ・製紙業界には
気候変動を含む環境への大きな影響に対する責任があ
る55。私たちはいま、地球温暖化を1.5℃に抑えるとい
う渦中にあり、排出量の削減だけでは不十分だ。膨大な
量の二酸化炭素も大気中から取り除かなければならな
い。そのための最も有効な方法が、劣化した森林を再
生し、過去に失われた地域の大部分に再植林することで
ある56。これは根本的に伐採や産業用植林の増加とは相
容れない。	
	
何世紀もの間、紙がリサイクルされてきたという事実
にもかかわらず、リサイクル過程での汚染などにより、

現在の紙のリサイクルシステムは多くの国で十分な品
質の再生繊維を提供できていない。その結果、自治体
はリサイクルのために回収した膨大な量の紙を焼却し
たり、埋め立てたりしている57, 58。紙包装への移行を発
表している主要なFMCG企業は、こうした限界に気づ
いていないようだ。これらの企業の中で、使用済みの再
生繊維のみを調達することを約束している企業は皆無
であり、多くは自社の紙包装が使用後にリサイクル可
能なのかということさえ考慮していない。例えば、マ
クドナルドは2018年にプラスチック問題への対応とし
て、英国とアイルランドでプラスチック製のストローを
紙製に切り替えると発表したが、新しい紙ストローは
厚みがあり接着剤を使用しているため、現在のリサイク
ルシステムでは対応できない59。概して、現在の紙のリ
サイクルは、増え続ける紙包装に対して持続可能な手段
を提供できない。

新しい紙包装が責任ある調達によるものであること
を証明するため、多くのFMCG企業が森林管理協議会
（FSC）のような第三者認証を推進している60。一部の
FMCG企業は、前向きで将来的に持続可能な方法とし
て、認証された調達元から使い捨て紙包装の購入を増や
すことを考えている可能性もある。森林認証は役立つ
手段となりうる。しかし、最も厳格なFSC認証繊維で
あっても、炭素貯蔵や野生動物への生息地提供などの森
林生態系サービスに森林伐採が及ぼす根本的な影響に
対処するものではない。

現在のFSC認証繊維の供給には限りがあり、認証され
た持続可能な伐採スキームでこれ以上の需要を完全に
吸収することはできない。また、十分に意義のある持続
可能性の指標を保証することも難しい。例えば、現在
の需要は、米国とカナダにおける責任ある調達による
繊維の供給をすでに上回っており、さらなる需要を満た
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せるだけの新たなFSC認証繊維が生産されうるかどう
かは不明である61。そのため一部の企業62は、現地保証
がなくそれほど厳格ではないFSCシステムの別の規準
に頼る63か、持続可能な林業イニシアティブ（SFI）や
PEFC森林認証プログラムなど、まったく別の大幅に
基準が緩いスキームに頼っている64。また、ロシアやコ
ンゴ盆地、スカンジナビアなど、一部の地域における
FSC認証繊維の調達は、責任ある伐採を保証しない点
にも注意が必要だ。これらの地域のFSC本部は、手つ
かずの森林景観の大規模な消失や、保護価値の高い森
林（HCVF）の破壊、不十分な先住民族の主権および人
権プロセスに苦闘している65,66,67。

一例として、スウェーデンのパルプ・製紙大手スベンス
カ・セルローサAB（SCA）は、包装メーカーからの高
まる需要に応えるために、北部の大森林地帯（グレー
トノーザンフォレスト）で事業を拡大している68。SCA
の林業部門はFSC認証を受けているが、先住民族のコ
ミュニティはSCAが原生林を植林地に転換している
ことに強く反発している69。SCAの顧客は、アマゾン
やイケア、ロレアル、マース、モンデリーズ、ネスレ70、	
P&G、ユニリーバに販売される段ボール包装を作って
いる。そうした包装の多くもまた使い捨てだが、実は、
比較的簡単にリユース可能な配送・販売システムに置
き換えられる71。

限られた森林資源にすでに与えている影響を考える
と、はるかに大きな面積の森林を保護・再生する必要
があり、使い捨て包装へと姿を変えるのを防がなければ
ならない。使い捨てのプラスチック包装を紙や段ボー
ルに置き換えようとする企業からの需要をこれ以上支
えられる方法は、この地球に存在しない。企業は包装の
全面的な削減を約束し、リユースやリフィルといった代
わりとなる配送・販売システムへと移行しなければなら
ない。これは気候変動に対する喫緊の課題であり、今か
らでも行動を起こすことは可能だ。
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これまでの使い捨てプラスチックに対する懸念が高まる
中、多くの企業が化石燃料由来の使い捨てプラスチック
からバイオマス（植物など生物由来の）プラスチックへ
の置き換えを進めている。バイオマスプラスチックは多
くの場合、生分解またはコンポスト化できるものとして
誤って推進されている。例えば、コカ・コーラ72、ダノ
ン73、ネスレ74、ペプシコ75などの企業は、飲料容器、多
くの袋や使い捨てのテイクアウト用品（カトラリー、皿
など）で使用される従来の化石燃料由来プラスチックの
一部を置き換えるため、バイオマスプラスチック製品の
使用を進めており、「生分解性」であるとして市場に出
回るこうしたプラスチックはますます増えている。こう
いった用語は消費者を混乱させるだろう。特に「エコ」
「バイオ」あるいは「グリーン」といった一般的な「グ
リーンウォッシング」用語はマーケティングに有利な言
葉として使用される。「バイオプラスチック」という言
葉には標準化された定義はなく、生物由来、生分解性ま
たはコンポスト化可能なプラスチックを指して使用され
ることが多く、化石燃料由来のプラスチックが含まれる
ことさえある。	

Section 3

誤った印象を与える
「バイオプラスチック」
― 最新の「グリーンウォッシング」
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「バイオマスプラスチック」は化石燃料成分ではなく、
トウモロコシやサトウキビといった植物材料から作られ
たプラスチックを指す76。バイオマスプラスチックは市
場にあるプラスチックの約1%を占めるに過ぎない77。	
生物由来材料の量を増やすため研究が進められている
が78、現在でもほとんどのバイオマスプラスチックには
部分的に化石燃料由来のプラスチックが含まれている。
例えば、主要な飲料企業が利用しているNaturALLボト
ルは、いまのところ30%がバイオマスプラスチック、	
70%が化石燃料由来プラスチックである79。

バイオマスプラスチックのほとんどが農作物由来であり	
食用作物と競合する。結果的に食料安全保障を脅かし、	
土地利用の変化と農業由来の炭素排出を促進する80,81。	
世界的に見て、農産物の生産は森林減少や生息地の破
壊を引き起こしている82。また、農作物や森林などの土
地利用は世界の温室効果ガス排出量の4分の1を占め
る83。農地利用のうち、その割合を増やしているのが
非食用作物である。そのほとんどは、自然の生息地や
小規模農家の両方を追いつめる産業用プランテーショ
ンで生産されている84。ユニリーバのようなFMCGの
中にはバイオマスプラスチックを持続可能な資源から
調達することを約束している企業もあるが、一般的に
引用される「バイオプラスチック原料協定（Bioplastic	
Feedstock	Alliance）」は第三者認証規格ではない。

多くの消費者は、すべてのバイオマスプラスチックは廃
棄・埋立処分されると自然に分解すると信じているか
もしれないが、これは必ずしも真実ではない。従来の
化石燃料由来プラスチックであってもバイオマスプラ
スチックであっても、一定の条件下で分解するよう設計
されている。こうしたプラスチックは生分解性プラス
チックと呼ばれる85,86。ただし、分解に必要な温度や湿
度条件が自然環境で満たされることは、皆無ではないが
稀である87,88,89。また、そうして生分解性プラスチック
が細かく砕けたとしても、完全に消失するわけではな
い。それどころか、マイクロプラスチックなどの微かな
破片になり、動物がそれを摂取すれば食物網の中に入っ
てしまう。

こうした製品を生物由来だからより「自然に近い」と考
えるのも間違いである。バイオマスプラスチック製品に
は、化石燃料由来のプラスチックと同様の化学的な添加
物が含まれている可能性がある90。

コンポスタブル（堆肥化可能）プラスチック：バイオマ
スプラスチックや生分解性と関係するもう一つの分か
りにくいマーケティング用語に、「コンポスト化可能な
使い捨て製品」という語句がある。コンポスタブルプラ
スチックは、工業的なコンポスト施設、または、あまり
一般的ではないが家庭用コンポストシステム91の一定の
条件下で（断片化するのではなく）完全に分解するよう
設計されている92。だが、すべての自治体に工業的なコ
ンポスト施設があるわけではなく、多くの自治体はコ
ンポスト化可能なプラスチック容器包装をリサイクル
することはできない。したがって、コンポスト化可能な
プラスチック容器包装は、従来の使い捨てプラスチッ
クとほとんど変わらず、埋立または焼却される可能性が
高い。

新しい技術の中には、藻類、メタンまたは海草など、農
作物以外から作られるバイオマス容器包装に期待が持
てるものもあるが93、これらは新規の技術や処理方法で
あり、さまざまな影響について透明性のある評価が今後
必要になるだろう。生物由来の包装材の中には、農業生
態学的な生産原理に従い栽培されるもの、あるいは地域
の農業廃棄物や副産物が利用されるものがある。例え
ば、熱帯地域では食品をバナナの葉で包むといったこと
がこれに当たる。こうした材料が食用作物用の土地ま
たは土壌肥沃度（植物の生育を維持する土壌の能力）の
ニーズと競合しない場合、使い捨てプラスチック容器包
装を廃止するための総合的な計画の一つとなりうる。
以上のことから全体的な見方として、工業的に処理され
るべきバイオマスプラスチック容器包装に対しては、生
産を抑えるための非常に予防的なアプローチを取るべ
きである。
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Section 4

プラスチックに運命を左右される
現状のリサイクルシステム
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FMCG企業とプラスチック業界は、プラスチックの埋
立を避ける最善の方法はリサイクルであるという考え
を長い間推し進めてきたが94、これまで製造されたすべ
てのプラスチックのうち90%以上はリサイクルされて
いない95。プラスチックはリサイクルされるよりも、埋
立・焼却処分されたり、環境中に廃棄される可能性のほ
うが圧倒的に高い。にもかかわらず、プラスチック汚染
に対する企業の取り組みはリサイクル品やリサイクル可
能材料の含有量を増やすことに偏っており、リサイクル
のしやすさ、またはリサイクルにおける技術的な解決策
が推進されてきた。しかし、実現不可能な目標、プラス
チックの性質による固有の問題、混合プラスチック、そ
して膨大な生産量など、暴かれている多くの情報が示し
ているように、リサイクルシステムは、バージン（未使
用）プラスチックの需要を縮小するのに十分な量の材料
回収、あるいは適切な廃棄の保証のいずれの約束につ
いても実現できていない96,97,98。

また、リサイクルシステムは、大量に発生する廃プラス
チックには対応することができない。回収量から見て
世界で最も高いリサイクル率を誇るドイツでさえ、廃プ
ラスチック全体の60%以上は焼却しており、リサイク
ル率はわずかに38%である99。EU全体では、2016年
に回収された廃プラスチックの31%がリサイクルされ
たと報告された100。実際にはその多くが低所得の国々
に輸出されており、最終的な運命がよく分からないにも
関わらず、である。こうしたパターンは米国でも見られ
る。米国の2015年のリサイクル率はわずか9%（最新
の政府データ）だが101、ある分析によると実際に国内

でリサイクルされる量は廃プラスチック全体のたった
2%に過ぎない可能性がある102。

ポリエチレンテレフタレート（PET）（ソーダ、水の
ペットボトル容器など）および高密度ポリエチレン
（HDPE）（ミルク容器、洗濯洗剤容器など）から作ら
れたプラスチック容器包装は103、一般的に多くの自治
体でリサイクル可能だが、リサイクル率はいまだに驚く
ほど低い。販売されたPETの半数はリサイクルのため
の回収が行われておらず104、リサイクル用に回収され
た容器のうち新しい容器に変換されるものはわずかに
7%である105。プラスチック容器包装の多くは「ダウン
サイクル」される。すなわち、古いプラスチック容器包
装から新しいプラスチック容器包装が作られるのではな
く、プラスチックはそれ以上リサイクルできない、ある
いはリサイクル不可能な、低品質または低価値の製品へ
と再処理される。

ラップ、少量個包装、パウチ、シュリンクラップ（商品
の入った箱やケースに密着して全体を覆う透明なフィル
ム）、お菓子の袋といった軟性プラスチックの容器包装
は、いまや食料品店にあふれている。こうした容器包装
の市場は、2017年だけで19%成長した106。また、この
タイプの容器包装は複数の材料から作られていることが
多いため、リサイクル不可能ではないにしてもリサイク
ルが難しい107。このような複合材料を処理する設備を
持たないリサイクル回収施設では対応しきれなくなって
きている。
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少量個包装（サシェ）：使い切りのコントロール
不可能なプラスチック汚染
少量個包装は、少量または1回分の食品、そして 
石鹸、シャンプー、デオドラントなどのパーソ
ナルケア製品の販売に一般的に使用される、特
定のプラスチック容器包装である。東南アジア
は世界の少量個包装の市場の約50%を占めてい
る。2018年には世界全体で8550億個が販売さ
れ、現在の成長率では、2027年には1兆3000
億個が販売されると見られている108,109。北米や
欧州では、この少量個包装は「オン・ザ・ゴー」
（ケチャップ袋、1日分のビタミン剤など）ま
たは「トライアルサイズ」と呼ばれている。東
南アジアでは、ユニリーバが最初に「少量個包
装エコノミー」を手掛けた110。少量個包装入り
の製品はFMCGによって、大容量の容器を購入
できない農村の低所得消費者に積極的に販売さ
れている。少量個包装には、プラスチックとそ
の他の材料（薄い金属など）が組み合わされて
いるためリサイクルできない。したがって、少
量個包装の廃棄物は東南アジアの一般廃棄物イ
ンフラシステムでは対応しきれない。世界的な
不公平を利用したダブルスタンダード（二重基
準）をこの地域に押し付けている状況である。

FMCGは利用しやすいリユース可能な容器包装
システムを開発するのではなく、少量個包装入
りの製品を販売し続ける意向のようだ。ネスレ
はこの問題への認識は示しているものの、少量
個包装の使用に対する直接的な対策はほとんど
行われていない111。また、ユニリーバはダウン
サイクルを行っており、現在リサイクルできな
い少量個包装を処理するため新たに化学ベース
のリサイクル技術を検討している（SECTION4
参照）112。ユニリーバ・フィリピンは製品の半分
以上をプラスチック製の少量個包装で販売して
いると言われている113。2012年、ユニリーバは
フィリピンで、少量個包装をセメント製敷石に
ダウンサイクルし学校やコミュニティに寄付す

る「サシェ・リカバリー・プログラム」を立ち
上げた114。ユニリーバは当初、年間450万から
1000万個の少量個包装を回収したが115、これ
は同社が2016年に東南アジアで販売した少量個
包装270億個116や、フィリピンだけで年間597
億個と推定される使用量と比べるとわずかな割
合である117。ユニリーバは現在、化学溶剤を使
用してプラスチック製少量個包装を溶解し、新
しく軟性プラスチックを製造する「CreaSolv」
プロセスを進めており118、インドネシアにある
パイロットプラント1基で毎日3トンのプラスチ
ックが処理されている119。しかし、ユニリーバ
は溶剤の健康への影響、またはこの技術の効率
性についてほとんど情報を提供していない。ユ
ニリーバはこうしたまやかしの解決策に注力す
るのではなく、東南アジアの消費者向けに環境
に責任を持ったリユース・リフィル可能なシス
テムの革新に優先的に取り組む必要がある。

では、回収されても最終的にリサイクルされないプラスチックはどうなるのだろうか？すべてのプラスチック容器包装
が国内で効果的にリサイクルされている国はない。したがって、「価値の低いプラスチック」のほとんどは埋立処分され
るか、温室効果ガスと汚染物質を大気中に放出する焼却炉で焼却されるか120、あるいは環境中に投棄される。世界中で
これまで生産されたプラスチックの大多数が環境中に放出されており、12%が焼却され、79%が埋立または自然環境に
放出されている121。
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「リサイクルされた」と報告されているわずかな割合
のプラスチックの中には、他にも深刻な課題がある。
世界的な廃プラスチックの取引である。国内でリサイ
クルされなかったプラスチックは一般的に、混合して
梱包され、ほとんどが処理のため他国に輸出される。
例えば米国ではリサイクル可能な廃プラスチックの3分
の1が輸出されており、2018年まではそのうち半分が
中国に送られていた122。中国は環境基準が低く労働力
が安価であるため、リサイクルされた材料は製造業で
の利用に魅力的な材料であった123。

東南アジアの一般廃棄物に関するフィールド調査にお
いて、未許可のリサイクル操業、屋外焼却、環境汚染
を示唆する健康上の症状といった問題について詳細が
明らかになった124。廃棄物の分別は一般的にウェイ
ストピッカーと呼ばれる非正規労働者が行っており、
彼らは衛生的かつ安全に分別する手段を十分持ってい
ないことが多い125。廃プラスチックの多くがアジアの
いくつかの大きな川を経て海洋に流入しているという
研究報告があるが126、これはアジア諸国が世界のプラ
スチック汚染に対してより責任があるという意味では
ない。このように捨てられたプラスチックのほとんど

は、多くのアジア諸国よりも一人当たりプラスチック
排出量が多い北米または欧州からやって来た可能性が
あるからだ127。

2018年に中国が外国からの廃棄物輸入を禁止すると、
世界の廃プラスチック輸出量は50%落ち込んだ。リサ
イクル用に回収されたプラスチックが在庫の山となっ
たり、不適切に廃棄されるようになったからである128。
廃プラスチックの一部はインドネシアやマレーシア、
タイなどの近隣諸国に行き先を変えたが129、こうした
国はすでに、リサイクルできない廃棄物であふれてい
る自治体のリサイクルインフラへの対応に苦慮してい
る。これらの国の中には、こういった状況を受けて廃
プラスチックに対する独自規制を導入し130、その後、
輸出元の国に廃棄物コンテナを送り返す国も出始めて
いる131,132。

「遠く離れたところ」の話ではない

燃やされる廃棄物：
EUでは2016年、回収した廃プラスチックのほ
とんど（41.6%）が焼却され 133、2000年から
2016年の間にヨーロッパの廃プラスチック焼
却量は61%増加した134。焼却量の急増は中国
でも起こっている。中国では231基の焼却炉が
稼働しており、さらに103基の稼働が計画され
ている（ちなみにヨーロッパには500基の焼却
炉がある）135。ある分析によると、米国は廃プラ
スチックの13%を焼却している。これはリサイ
クルされるプラスチックの6倍に相当する136。
廃棄物の焼却は、非効率的なエネルギー生産方
法であり、無責任な廃棄物処理方法である137。
プラスチックを焼却すれば大気汚染物質、飛灰 
（フライアッシュ）、主灰（ボトムアッシュ）、
ボイラー灰（ボイラーアッシュ）／スラグが発生

する。また、呼吸器刺激物質、発がん性物質であ
るダイオキシン／フラン、水銀、カドミウム、鉛
などの重金属、そして気候危機を引き起こす温
室効果ガスを放出することで、人の健康と地球
に悪影響を及ぼす可能性がある138,139。プラスチ
ックの焼却は環境正義の側面においても問題が
ある。例えば、米国のごみ焼却炉の約80%は、
低所得や有色人種の人々が多い地域に立地して
いる140。焼却施設は多くの場合、稼働コストが
高いため絶え間なく廃棄物を必要とする。した
がって、廃棄物の焼却は使い捨て品の発生を助
長する。ネスレ・フィリピンは焼却によって汚
染が発生することを知っていながら、非常に汚
染度の高い方法であるセメント製造用窯で焼却
する廃プラスチックの回収を支援すると発表し
た141,142。
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リサイクルでは、プラスチック生産量の増加と必然的
な廃プラスチックの増加をわずかに抑えることしか
できないのは極めて明確である。したがって、ほとん
どのFMCGや小売業者によるビーチクリーン活動、
リサイクルとリサイクル可能性の改善、または消費者
啓発といった取り組みは、もしうまく行ってたとして
も間違った方向への誘導である。そして最悪の場合は
問題を隠ぺいするための偽装行為を引き起こすことに
なってしまう。一部の企業は、リサイクル可能かどう
かを示す容器包装の表示を増やし始めている。北米の
「How2Recycle」などの表示は、さまざまな種類のプ
ラスチックをリサイクルする能力は自治体によって異
なっており、リサイクル可能なものが必ずしもリサイク
ルされるわけではないという点について間違った認識
を与える可能性がある。使用済みプラスチックを対象
とした戦略だけに注力しても、プラスチックのライフサ
イクル全体が人の健康や環境へ及ぼす影響は無視され
てしまう143,144。

リサイクルは、プラスチック・フリーの経済へ移行する
ための重要な戦略の一部であるが、使い捨て容器包装の
全体的な削減に代わるものではなく、もちろんプラス
チック生産量を増やすための根拠にもならない。こう
した移行過程でのリサイクルは、最も高い社会・環境基
準を満たし、「避ける（アボイド）」「減らす（リデュー
ス）」「再使用する（リユース）」のもと廃棄物ヒエラ
ルキーの中で正しく位置づける必要がある。
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Section 5

ケミカルリサイクル技術
―「解決策」という名の有害技術
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FMCG企業37社は、2030年までにリサイクルプラス
チック需要を200～300%増加の500万～7500万トン
にまで引き上げようとしている145。だが、こうした目
標は現実という大きな壁にぶつかる。軟性プラスチック
容器包装やラベルに使用される複合プラスチック、混合
材料は、実際には従来のリサイクルプロセスでリサイク
ルできるものではなく、必要な品質を備えた新しいプラ
スチックを生産することはできない。

従来のリサイクル方法はマテリアルリサイクル（機械的
リサイクル）とも言われ、基本的にはプラスチックを裁
断し化学的構造を変えずにプラスチックを再成形する。
この方法はプラスチックを他の材料へダウンサイクルす
るにはよい方法だが、品質の低下や劣化、異物混入があ
るため、「新品同様の」プラスチックを作るにはよい方
法ではない146。バージン材料のコストの低さとこうし
た制限が相まって、一部のプラスチックは技術的にリサ

イクル可能だが、大半の使用済みプラスチックは実用的
な市場がなく、リサイクル率が低くなっている147。こ
ういったケースに該当するのが、ヨーグルトカップまた
はスクイーズボトル（調味料などを絞り出せる柔らか
い容器）など、市場にある軟性容器包装のほとんどに使
用されているベースプラスチックのポリプロピレンであ
る148。
		
このようにリサイクル率が低いため、リサイクル材料の
供給は需要よりずっと小さい。FMCGは自社商品をリ
サイクル品およびリサイクル可能品として表示すること
を切望しており、プラスチック業界とロビー活動家によ
って、完全なリサイクルがいずれ可能になるという広報
が行われている。また、企業はケミカルリサイクル（化
学的再生法）と総称される潜在的に危険を伴う新規技術
に取り組もうとしている。
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ケミカルリサイクルはいくつかの技術を総称する用語
で、そのほとんどは初期段階にある技術である。大手
ブランドはこうした技術は有益だという印象を与える
ために、「高度なリサイクル」または「先進的リサイク
ル」といった言葉を使った広報資料でケミカルリサイ
クルを説明することが多い。いまのところ、こうした技
術の多くは環境や健康への影響について情報が限られ
ているが、有害化学物質の排出およびエネルギー集約
型の性質には深刻な懸念がある。このような新規技術
にはさまざまな形態があり、廃プラスチックを次のよう
な方法で基本的な化学成分（ポリマーやモノマー）に
変換する149。

•	 化学溶剤：廃プラスチックを精製するために使用
される。	

•	 	化学的解重合：プラスチックのポリマー鎖をモノ
マーなど元の化学成分に分解する。	

•	 	熱解重合およびクラッキング（石油精製で使用さ
れる化学結合の切断）：ガス化および熱分解とも
呼ばれ、ガスや油などの炭化水素を生成（プラス
チック燃料化）したり「新品同様」のプラスチック
材料を生成したりすることができる。

化学溶剤および化学的解重合はプラスチック汚染を除
染してくれるが、このプロセスから得られるプラスチッ
クでも品質劣化は起こる。また、単一品質の廃プラス
チックが必要であるため、マテリアルリサイクルと同じ
回収障壁に直面する。これに対し、熱解重合は劣化の
問題に対処でき、混合プラスチックを処理することも
できるが、潜在的に有害な副産物が生成するといった
別の深刻な懸念がある。

ガス化では、廃プラスチックはガスへ変換される。「プ
ラスチック燃料化」と呼ばれる熱分解で、廃プラスチッ
クは高温に暴露されタール油に変換される。このタール
油はその後、新しいプラスチックの生産、または他の化
学的応用のため燃料として利用することができる。燃
焼を行わないため技術的に焼却とは異なるが、それで
も高温（そして多量のエネルギー）を利用して熱分解
を行っているため、有害な副産物を生成する可能性が
ある。

ガス化および熱分解は新しい技術ではなく、数十年に
わたり廃棄物焼却の代替として利用されてきた。だ
が、しかるべき非効率性や排出される汚染物質、環境影
響に関する記録はない150,151。こうした怠慢にも関わら
ず、廃プラスチック再処理のためのガス化および熱分
解の新規開発は、「サーキュラーエコノミー（循環型経
済）」を実現するための現代的な方法として、現在誤っ
た推進が行われている。リスクを伴うこの技術に投資
している企業には、次のような企業がある。

•	 マース：プラスチックのリサイクル量を増やすと
いう約束を実現するため熱分解の利用能力をテス
トすると主張している152。			

•	 サウジアラビアの化学大手SABIC：「認証循環ポ
リマー」という熱分解により生成したプラスチッ
ク（すなわち、廃プラスチックは油になり、油は
新品同様のプラスチックになる）を発売し、「サ
ーキュラーエコノミー」という表現さえ使ってい
る153。ユニリーバとタッパーウェアがこのプラス
チックの使用を予定している154,155。	

•	 アジリクス（Agilyx）：ポリスチレン廃棄物から
ジェット燃料およびリサイクルポリスチレンを製
造している156。

新たなケミカルリサイクルへのインフラ投資は、プラ
スチックやプラスチック以外の副産物をより多く生成
するために、廃プラスチック需要を「固定化」するとい
う危険性がある。ある分析によると、ケミカルリサイク
ルによって生産される製品には1200億ドル（約13兆
円）の価値があり、こうしたプロセスから生産されるガ	
スと油はこのうち14%を占めると推定されている157。	
FMCGは、リサイクル品を増やすことでバージン原料
から作られるプラスチックの利用を実際に低減させる
ことが重要であり、新たな化石燃料の生成が促進され
ることは避けなければならない。

ケミカルリサイクル
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米国にもEUにも、こうした技術全般に対する一貫し
た規制や合意された定義がないため、業界やFMCGが
新しいリサイクル技術を推進するとさらに混乱が生じ
る。プラスチックに関するロビーグループ米国化学工業
協会は、「プラスチック燃料化」をリサイクルまたは廃
棄物処理とは見なさず、製造プロセス、あるいはエネル
ギー生産とみなすよう規制当局に要求までしている158。
「Chemical	Recycling	Alliance」を通じてこうした技
術や企業を推進しているにも関わらず、である159。	

プラスチック業界は、こうした技術の採用を促進する
ため、米国化学工業協会の「Chemical	Recycling	Alli-
ance」160や「廃プラスチックを無くす国際アライアン
ス（AEPW）」161といった知名度の高い複数の業界協定
を利用し、プラスチック燃料化を驚異的な技術として
位置づけている（あるプラスチック業界の広報担当者
はプラスチック燃料化技術を「火星探査（と同じくら
い画期的）」とさえ例えている162）。ペプシコとP&G
は、AEPWに参加した。このパートナーシップにはほ
とんどのプラスチックメーカーと石油化学メーカーが
参加しており、リサイクルと廃棄物管理のインフラを改
善し、ケミカルリサイクルを含むリサイクル技術を開
発するために15億ドル（約1,650億円）の資金調達をめ
ざしている163。だが、この金額はプラスチック生産の
拡大に投資される1800億ドル（約20兆円）と比べれ
ば少ない164。

このように多くの懸念があり、技術的にも経済的に
もまだ実現可能な段階ではないにもかかわらず165、	
FMCG企業は企業責任（CSR）の最重要項目で「リサ
イクル」の名目でケミカルリサイクル技術を推進して
いる166。多くの石油化学企業が投資する欧州や北米の
様々なケミカルリサイクルに取り組む新興企業に出資
しており、その中にはFMCG企業が資金提供してい
るところもある167。P&G、ペプシコ、ネスレ、ロレア
ル、コカコーラ、キューリグ、ダノンなど大手FMCG
企業はこぞってケミカルリサイクル技術に投資した
り、将来の製品購入契約を締結している168,169,170。その
多くがまだ試験・試作段階や設備の建設段階にあり、
いまだにプラスチック原料を商業規模で生産できてい
ないにもかかわらず、171である。以下に例を示す。

•	 P&Gは化学溶剤を使ってポリプロピレンをプラ原
料に還元する工程を開発し、新興企業にライセン
ス供与を行った。この企業は、製造したプラ原料
をネスレとロレアルに販売する予定である172,173。	

•	 ペプシコは、サプライヤーが製造するリサイクル
PETは2020年半ば以降に販売開始となるにもか
かわらず、2020年までにケミカルリサイクルされ
たPETを導入する意向を大々的に発表した174。	

ケミカルリサイクルの推進
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こうしたリサイクル工程の詳細は公表されないこと
が多く、コスト、効率、大気汚染や水質汚染などの環
境負荷、労働者へのリスクに関する情報は不明瞭な
ままである。これらのリサイクルシステムは「クロー
ズドループ（閉ループ型）」と表現されたり、「サー
キュラーエコノミー」と広報されることもあるが175	
その工程のほとんどが極めてエネルギー集約型であ
り、コストのかかるインフラを必要とし、廃棄物（添加
物や汚染物質など）を発生させる。先進技術であって
も、環境面で安全であるか、低炭素経済への移行に効果
的であるかを示す証拠は限定的であり177、使い捨てプ
ラスチックからの脱却に有効であることを示す報告は
さらに少ない。

マテリアルリサイクルには限界があるため、リサイク
ル率の向上を目指すFMCG企業の取り組みはケミカル
リサイクル頼みだ。しかし、ケミカルリサイクルは、安

全性や効率性が立証されておらず、環境への責任を果
たすのかも不明である。さらに、商用化はまだ何年も
先になる178。投資先として注目を集めており、有効な
解決策だと広報されてはいるが、ケミカルリサイクル
は費用が高く、非効率で、環境を汚染する可能性のある
工程の影響は十分に解明されていない。FMCG企業と
小売業者がケミカルリサイクルという理論上の解決策
に頼るのは、実際にはリユースやリサイクルできない自
社プラスチックを、再生原料から作られているという
点で「リサイクル可能」であると主張したいがためで
ある。また、こうした新技術にのみ注力すれば、責任あ
る解決策を生み出すイノベーションを遅らせうる。リ
サイクルは短期的には重要な役割を果たすが、その効
果は限定的であり、プラスチック汚染危機を解決するに
はまず使い捨てプラスチックの生産量を削減する必要
がある。

まやかしの解決策頼み　環境や健康への影響は不明
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Section 6

結論：
リユース（再利用）革命が必要
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私たちが現在直面しているプラスチック危機は、リサイ
クルという神話がすでに失敗に終わっていることを示
している。しかし、大手ブランド企業が推進する新たな
ケミカルリサイクル技術も特効薬にはならない。技術
の商用化を何年も待っている間に、生態系に深刻な損害
が発生し、無限に増え続けるプラスチック生産から抜け
出せなくなるだろう。

大手食品メーカーやプラスチックメーカーが提案する
その他の対策はどうだろう？例えば、代替となる自然
素材として紙やボール紙、「自然に近い」に思われるバ
イオプラスチックを推し進めるのは簡単だが、解決され
ていない多くの問題を伴う。必要となる資源の量と規
模は、過剰な開発ですでに疲弊している森林や農地など
の自然資源に容認できないほどの圧力をかけることに
なる。

これはプラスチック危機や気候危機に対する適切な対
応とは言えない。もはや猶予がないことは明らかだ。
それでも、幸いまだ、比較的迅速に導入でき、人々と地
球の両方にメリットをもたらす解決策がまだ存在する
ことは救いだ。

私たちは、優先順位として、使い捨て包装で販売される
製品数の削減、リユースやリフィルができる、使い捨て
に依存しないシステムに注力した解決策への投資を求
めている。企業は最終的には、消費者に製品を届ける
方法を再考する必要がある。バージンプラスチックの
生産を無毒化した（リサイクル可能な）再生プラスチッ
クに置き換えることは、プラスチックの過剰生産に対処
する上で限定的な役割しか持たない。

あらゆる企業、製品、地域に適用でき、全用途に対応で
きるようなリユース／リフィル包装などない。しかし、
私たちは、FMCG企業や小売業者が以下の基準を満た
すリユース／リフィル包装での配送・販売に投資するこ
とを喫緊の優先課題とすることを提案する。

•	 手ごろな価格：生産者は、原料、リユース／リフィ
ル可能な包装、そしてその回収にかかる費用を負
担しなければならない。裕福な消費者向けの「特
別仕様」のリユース可能容器だけを製造してはな
らない。	

•	 耐久性：原料は可能な限り耐久性と強度があり、
人の健康や環境への影響が最小限である必要があ
る。	

•	 無毒性：リユース可能な容器には有害な化学物質

が含まれていてはならない。これは特定の地域で
規制や制限の対象となっている化学物質だけでな
く、本質的に有害な特性を持つすべての化学物質
も含まれる。	
	

•	 利便性：リユースやリフィルができる製品は、消
費者のさまざまなライフスタイルに合わせて提供
する必要があり、例えばオンライン限定でしか利
用できないリユースとすべきではない。リユース
可能な包装は回収可能でなければならず、企業は
リユースできる容器が使い捨てにならないように
回収システムの設計に責任を負う必要がある。小
売業者は、回収方法の選択肢を提供するだけでな
く、顧客がリユースできる容器を持ち込めるよう
にすべきである。	

•	 シンプル：生態系の原理に基づいて設計された農
業システムに移行すると、食料の生産地に近いと
ころでより多く消費されることになり、包装や輸
送の必要性が減るだろう。	

•	 プラスチック・フリーの経済への公正な移行を
支援：製造業や配送業の労働者、中小企業の経営
者、消費者を大企業の経営者の利益よりも重視す
る。
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FMCG企業や小売業者がすべきこと：

削減を優先
企業は、使い捨てプラスチックを直ちに廃止すること
を公約し、使い捨てプラスチック包装を使用する製品
総数の絶対的削減（既存製品の軽量化ではない）を達
成しなければならない。企業は、不必要で、ごみとして
捨てられることが多く、人の健康に有害で、リサイクル
可能と表示されていてもリサイクルされないことが多
い、など問題の多いプラスチックの削減を優先すべき
である。

FMCG企業は、新たな配送・販売システムを試験的に
導入するよう小売業者に働きかけなければならない。

革新的な代替配送・販売システムへの投資
企業には、地球を犠牲にすることなく商品を届けるた
めに、消費者と協力して、スーパーのあり方や買い物の
仕方を再考させるように働きかける素晴らしい力があ
る。

多様な消費者ニーズに柔軟かつ創造的に対応する。消
費者の都合のよいリユース／リフィル製品の提供方法
は複数存在する。誰にとっても最良という選択肢は一
つもない。

透明性の確保
企業は、使い捨てプラスチックを含む製品数、組成、
重量などプラスチックの使用状況を追跡し、毎年開示
しなければならない。

企業は、事業者団体が作成した方針を見直し、同団体が
その価値観に沿って確実に行動するように働きかけ、
必要な場合は脱退も検討すべきだ。
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