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1.

研究の背景と目的
容器包装プラスチックの材料リサイクルは
日本 1)や欧州などの先進国 2)において推進さ
れている。しかし、日本において消費者から
排出された容器包装プラスチックの内で材料
リサイクルされる量は全体の約 11%3)にとど
まる。この理由として、費用面では、材料リ
サイクルを行う上で、自治体の負担が高くな
ること 4)、ケミカルリサイクルと比較して、
材料リサイクルは再商品化費用が高いこと 1)
が理由として挙げられる。また環境面では、
環境負荷の削減効果についての優位性が明確
に示されていないため、材料リサイクルの優
先的な取り扱いに対して肯定的な結果が得ら
れていない 1)。これらの課題に対して、自治
体の費用 5)、事業者が負担している再商品化
費用 6)・環境負荷の削減効果 8)の改善策とし
て素材別選別を伴う材料リサイクルが注目さ
れている。
本研究において、
素材別選別とは、
回収された廃プラスチックをポリエチレン
(PE)、ポリプロピレン(PP)等の素材ごとに選
別することを意味する。(以下、素材別選別を
「単一化」と称する。)
素材別選別の導入効果については、
WRAP(2009)6)や紺野(2012)8)により費用の
削減効果が、そして、奥野ら(2010)7)による環
境負荷等の削減効果が示されている。しかし
ながら、これらの既存研究は(a)素材別選別が
容器包装リサイクルの費用評価をする際のシ
ステム境界の設定が不十分 6), 8)あるいは、(b)
評価結果に影響を与える要因の不確実性を踏
まえた評価が不十分 7),8)であり、素材別選別
が費用収支と環境負荷排出量に与える効果の
不確実性が十分に評価できていなかった。
そこで本研究では、容器包装プラスチック
のリサイクルシステムを対象として、(1)素材
別選別が材料リサイクルの費用や環境負荷に
影響を与える要因を整理し、(2)不確実性を踏

まえた上で、(3)費用収支と環境負荷排出量を
定量化すると共に、単一化材料リサイクルが
他のリサイクル手法と比べて費用あるいは環
境負荷の削減効果において優位となる条件と
その有無を考察する事を目的とする。
2.

容器包装プラスチックの素材別選別の
効果の整理
2.1 方法
容器包装プラスチックの材料リサイクルに
関わる費用や環境負荷を評価している 28 件
の先行研究を対象として、他のリサイクル手
法と比較した際に素材別選別が費用や環境負
荷に与える影響を整理した。整理は、単一化
材料リサイクルの導入による正負の影響、費
用や環境負荷の評価に影響を及ぼす要因、指
標の有無および定量評価の実施の有無の 3 つ
の観点で行った。併せて、各評価で対象とす
るシステム境界を整理した。
2.2 結果
単一化材料リサイクルの導入による影響と
して 10 種(正の影響：7 種、負の影響：3 種)
の影響が抽出できた。費用への影響は、正の
影響としては再生ペレットの収率や売価の向
上等が、
負の影響としては施設費の向上 に関
する議論がある事が明らかとなった、一方、
環境負荷への影響は、正の影響としては再生
ペレットの収率の増加による二酸化炭素削減
効果の向上等が、負の影響として、電気使用
量の増加による二酸化炭素削減効果の低減に
関する議題がある事が明らかとなった。
要因については、23 件(費用 12 件、環境負
荷 11 件)の論文より、費用への影響について
は 31 種の要因、環境負荷への影響について
は 23 種の要因が抽出できた。その結果、単
一化材料リサイクルの費用収支に影響を及ぼ
す要因として、ベール組成、再生ペレット収

率、再生ペレットの種類、再生ペレット
売価、電気量、人件費、資本金、施設規
模などが取り上げられていることが明ら
かとなった。一方、単一化材料リサイク
ルの環境負荷排出量に影響を及ぼす要因
としては、ベール組成、再生ペレット収
率、残渣処理の方法などがとりあげられ
たが、奥野(2010)7)により、残渣処理の手法の
みが考慮されていた。
各評価の評価範囲を定めるシステム境界に
ついて、単一化材料リサイクルの
WRAP(2009)6),および紺野(2012)8)による費
用評価では、再商品化工程のみを評価範囲と
していた。本研究で調査対象としたいずれの
研究においても容器包装プラスチックのリサ
イクルシステムを構成する分別収集から埋立
までの全ての工程を考慮した研究は確認でき
ておらず、特定の工程のみに注目した評価で
あることが確認できた。一方、環境負荷排出
量対象とする既存研究 7)では、リサイクルに
関わる一連の工程を対象とした LCA が実施
されていることが確認できた。
以上の結果より、リサイクルシステムの費
用収支あるいは環境負荷排出量を評価する上
で、費用収支の評価においては評価範囲が不
十分であること、環境負荷の評価においては
影響を与える要因の考慮が不十分である事が
明らかとなった。
これに対して、
本論文では、
容器包装プラスチックのリサイクルの全行程
を評価範囲とし、既存研究において、評価さ
れていない要因として、施設規模、再生ペレ
ット収率、
ベール組成などを考慮することで、
単一化が材料リサイクルの費用収支、環境負
荷に与える効果を定量的に論じる。
3.

材料リサイクルにおける素材別選別の
費用面と環境負荷面の効果の算出
3.1 方法
本研究では、ライフサイクルコスト(LCC)、
ライフサイクルアセスメント(LCA)の手法を
用いて、積み上げ方式により、容器包装プラ
スチックのリサイクルシステムにおける費用
収支と環境負荷排出量の定量化を行った。な
お、本研究では、環境負荷排出量として二酸
化炭素排出量を取り上げた。

図 1 本研究におけるシステム境界

3.2 機能単位,システム境界,評価項目
機能単位は家庭から排出される容器包装プ
ラスチック 1kg の処理とした。本研究でのシ
ステム境界を図 1 に示す。図 1 の分別収集か
ら埋立までを本研究の対象として、費用、環
境負荷の算出を行った。 再商品化製品利用
による代替効果としては、単一化材料リサイ
クル（
「MR(単一化)」という。
）
、単一化材料
リサイクル（
「MR(非単一化)」という。
）では
樹脂を代替、高炉における還元剤の代替(高炉
還元)、コークス炉における石炭の代替、ガス
化における都市ガスの代替、油化におけるガ
スの代替、焼却発電では電力を代替、セメン
ト焼成、RPF 化では、石炭を代替することを
考慮し、代替する物質の価格あるいは物質の
製造に関わる環境負荷排出量を割り付ける事
で代替効果を評価した。
費用収支の評価では、各工程における燃
料・電力消費量、再商品化製品の利用による
代替効果を考慮した。また、LCC の算定項目
として、分別収集、選別保管、再商品化、埋
め立てにおいては、
減価償却費、
維持管理費、
運転費を検討しており、
残渣焼却においては、
10)
文献 の値を参照し、工程間の輸送において
は、km・t 当たりの輸送原単位と輸送距離を
検討している。
3.3 費用収支・二酸化炭素排出量の算出結果
容器包装プラスチックのリサイクルにおい
て、総費用、二酸化炭素排出量を再商品化手
法ごとに比較した結果をそれぞれ図 2、3 に
示す。図 2 より、MR(単一化)の総費用は 152
円/kg であり、MR(非単一化)(148 円/kg)より
も高かった。MR(単一化)の総費用が MR(非
単一化)よりも高いのは、単一化を行ったこと
による再生利用費の増大分よりも施設費、運
営費の増大分の方が大きいことに起因する。

(図 2 より) 図 3 より、MR(単一化)の二酸
化炭素排出量は 878 kg-CO2/t であり、
MR(非単一化)(1038 kg- CO2/t)、焼却発電
(1417 kg-CO2/t)、焼却(2358 kg-CO2/t)と比
較して低かった。MR(単一化)が MR(非単
一化)と比較して二酸化炭素排出量が低い
理由として、単一化を行うことによる、電
力量の増加による環境負荷の増大分よりも
再生樹脂量の増加による環境負荷発生量の
低減の方が大きかったことに起因する。
4.

考察：各種要因の不確実性が与える影
響の評価と解釈
本研究では、MR(単一化)の再商品化費
を(1)から式(6)より、環境負荷の発生量を
式(7)から式(9)より、算出している。ここ
で i は、電力,工業用水、軽油、COG を示
し、式(6)、式(9)において、j=PP, PE, PS,
PET を示している.
Ctotal = C1 + C2 + C3 + C4 − Sc …式 (1)
C1 =

C1a
⁄(L × W × P)……式(2)

(C × N)
⁄(L × W × P)……式(3)
C2 = 2a
C3 = ∑(Ci × Wi )……式(4)
C4 = (C1 × 0.07)……式(5)
S = ∑(Sc,j × Wj × Yj )…式(6)
ここで、Ctotal は再商品化費用、C1 は減価償
却費、C2 は人件費、C3 は燃料費、C4 は維持
管理費、S は収益、C1a は施設投資費、L は耐
用年数、N は処理能力、P は稼働率(処理量/
処理能力)、C2a は作業員の年収、N は作業要
員数、Ci、Wi,はそれぞれ投入物の単価と消費
量、S j、Wji、Y j は樹脂の売価と収率とベー
ル内組成を示している。
Etotal = E1 − SE ……式(7)
E1 = ∑(Ei × Wi )……式(8)
SE = ∑(SE,j × Wj × Yj )…式(9)
ここで、Etotal は再商品化工程における二酸化
炭素排出量、E1 は燃料、電気消費による二酸
化炭素発生量、SE は再商品化製品による代替
効果、SE,j は再生ペレットの代替効果原単位
を示している。
本研究では、各種の要因が有する不確実性

図 2 再商品化手法別の費用収支

図 3 再商品化手法別の二酸化炭素排出量

の評価として、式(1)~式(9)において下線と斜
線がなされている要因を変数として、変動さ
せた際に費用や二酸化炭素排出量に与える影
響の評価を行った。ここで、処理能力におい
ては、処理能力を 7,300t/年から 50,000t/年に
変化させた際の稼働率ごとの総費用の変動を
評価した。また、収率(収量/ベール内組成)に
おいては、PP、PE、PS、PET の収率を、ベ
ール内組成においては、ベール内の PP・PE
率(PP・PE 量/ベール量)を変数とした。ここ
で、収率の変化が与える MR(単一化)の総費
用、二酸化炭素排出量への影響を評価し、総
費用への影響を図 4 に示した。図 4 より、各
ペレット収率がPE では96%、
PP では 96%、
PS では 88%を上回る際に MR(非単一化)
(148 円/kg)よりも総費用が低くなった。
また、
ペレットの収率が PE では 27%を下回る際に、
MR(単一化)の総費用は油化(156 円/kg)より
も高くなった。各ペレット収率を 100%と仮
定しても、高炉還元化(134 円/kg)、コークス
炉(112 円/kg)、
ガス化(122 円/kg)、
RPF 化(115
円/kg)、
セメント焼成(115 円/kg)、
焼却発電(94

円/kg)、単純焼却(87 円/kg)よりも MR(単
一化)の総費用は低くならなかった。また、
二酸化炭素排出量においては、ペレット
の収率が PE では、26.4％を上回る際に、
MR(単一化)の二酸化炭素排出量が
MR(非単一化)(1038 kg- CO2/t)よりも低
くなった。
次に PP・PE 率の変化が与える MR(単
一化) の総費用、二酸化炭素排出量への
影響を評価した結果、総費用において、
PP・PE 率が変動しようと MR(単一化)
の総費用は油化(156 円/kg)よりも低く、
MR(非単一化)よりも高くなった。また、二酸
化炭素排出量においては、
PP・PE 率が 30.3%
を上回る際に、MR(単一化)の二酸化炭素排出
量は MR(非単一化) (1038 kg- CO2/t)よりも
低くなった。
これらの変数の中で、最も MR(単一化)の
総費用の値が低くなったのは、処理能力を考
慮した場合で、処理能力 50,000t/年の MR(単
一化)において、稼働率が油化(156 円/kg)では、
11.4%を、MR(非単一化)(148 円/kg) では、
14.5%を高炉還元化(112 円/kg) 、では、
23.9%を、
ガス化(122 円/kg) では、
36.1%を、
RPF 化(115 円/kg)では、48.7%を、セメント
焼成(115 円/kg) では、 49.2%を、コークス
炉(112 円/kg) では、55.6％を上回った際に該
当する再商品化手法よりも MR(単一化)の総
費用は低くなった。
しかし、
処理能力 50,000t/
年の MR(単一化)において、稼働率が 100%の
場合でも、焼却発電(94 円/kg)、単純焼却(87
円/kg)よりも MR(単一化)の総費用は低くな
らなかった。

図 4 総費用に与える樹脂別の収率の影響

一方、MR(単一化)の二酸化炭素排出量は、
MR(非単一化)、焼却発電、単純焼却と比較し
て少なく、高炉還元化、コークス炉、ガス化、
RPF 化、セメント焼成、焼却発電よりも高い
ことが分かった。また、MR(単一化)の評価結
果に影響を与える要因の不確実性を踏まえた
評価より MR(非単一化)よりも二酸化炭素排
出量が低くなる条件が示された。
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