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１． 背景 

（１）プラスチック廃棄物の現状 

世界レベルでプラスチック廃棄物が問題となっている。世界におけるプラスチック生

産量の増加に従い、一次プラスチック廃棄物の発生量も 1950年から 2015年にかけて急

速に増加しており、2015年には計 3億トンのプラスチック廃棄物が発生した。また、年

間少なくとも 800万トンのプラスチックが海洋に流入しており、2050年には海洋中のプ

ラスチックの重要は魚の重量を上回ると言われている。Geyer らの論文における手法を

用いて算出した各国の１人あたりプラスチック容器包装の廃棄量を比較すると、日本の

人口 1 人あたりのプラスチック容器包装の廃棄量は、米国に次いで多いため、社会的な

要請に答えるため日本はより多くの取り組みを行う必要がある。 

2018年に発表されたUNEPの報告書「シングルユースプラスチック」によれば、プラ

スチック生産量を産業セクター別にみると、2015 年では容器包装セクターのプラスチッ

ク生産量が最も多く、全体の 36％を占めている。 

 

 

 

世界の一次プラスチック廃棄量

（1950-2015） 

人口 1人あたりプラスチック容器包装

廃棄量 

図 1 プラスチックの廃棄状況 

 

（２）プラスチックカップの使用状況 

喫茶・カフェ業界においても、コーヒー等の販売時に使い捨てプラスチックカップを使

用している。経済センサスによると、喫茶店の事業所数は、2016年に 54,194件あり、ま

た、経済産業省工業統計によると、市場規模は 1兆 1,180億円であった。 

コーヒーなどの飲料で使われている飲料用カップは、毎年 39.1 億杯、うちプラスチッ

ク製カップは 14.2 億杯（コンビニ 8.6 億杯、ファーストフード 1.1 億杯、コーヒーチェ

ーン店 4.4億杯）消費されていると推計され、そのほとんどが再利用されず廃棄や熱回収

されていると考えられる。現在、外食の販売店では、アイスコーヒー等を提供する場合に

プラスチックカップを使用しており、店舗での回収を実施しているが、店頭で回収された

ワンウェイカップは、性状の異なる廃棄物と混合して回収され、ほとんどが再利用されて

いないと考えられる。 
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出所：（財）食の安全・安心財団、経済産業省『工業統計（品目編）』 

図 2 喫茶店の市場規模及びコーヒー飲料出荷額の推移 

 

表 1 飲料用カップ消費量（2016年） 

  紙カップ プラカップ 
コンビニ 11億個 8.6億個 

ファーストフード 10.3億個 1.1億個 
コーヒーチェーン 3.6億個 4.4億個 

計 24.9億個 14.2億個 
出所：各種資料より推計 

 

２． 目的 

現在、外食の販売店では、アイスコーヒー等を提供する場合にプラスチックカップを使

用しており、店舗での回収を実施しているが、店頭で回収されたワンウェイカップは、性

状の異なる廃棄物と混合されて回収され、ほとんどが再利用されていない。 

プラスチック製品の使い捨てスタイルから脱却するため、プラスチック製カップを紙製

カップに代替し、さらに紙製カップのマテリアルリサイクルシステムを構築し、持続可能

な循環型社会を構築することが必要である。本実証事業では、プラスチック製品の使い捨

てスタイルから脱却した、将来社会実装を想定したクローズドループモデル構築を検証す

ることを目的とする。 

将来像の達成には、下記の課題解決がブレイクスルーであると考えられる。 
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表 2 課題及び本実証事業でのアプローチ 

 

 

３． 実施体制 

本実証事業における実施体制を以下に示す。 

 

 

図 3 実施体制 

 

４． 事業内容 

（１）実証の全体像 

紙のリサイクルに中間処理を組み込むことで、マテリアルリサイクルを促進するシス

テム及びその経済性・環境負荷低減効果を検証する。 

本実証においては、クローズドループモデル構築に向けて、①紙資源への代替、②廃

棄物の調達量確保、③再生資源品質向上、④マテリアルリサイクルの 4点について、取

組を検証する。 
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図 4 本実証のコンセプト 

 

（２）各段階での取り組み 

本実証事業では、アイスコーヒー等の冷涼飲料を提供する際使用していたプラスチッ

クカップを、紙カップに切り替え（マクドナルドについては、すでに紙カップを使用して

いる）、各店舗に紙カップ専用ボックスを設置して回収を行った。また、再資源化工程投

入までのリードタイムが長ければ、飲料残渣等による臭気が再生資源に付着し、マテリア

ルリサイクルが困難となるため、選別・破砕・洗浄の中間処理工程を間に挟むことで、再

生資源の品質を維持する検証を行う。 

再資源化した紙資源は、プラスチックレジ袋代替として、再生紙袋や店舗内で活用する

紙トレーに再生し、販売店に再度投入する。各段階での取り組みの詳細を以下に示す。 
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表 3 各段階での実施内容 

 

 

 

図 5 各段階での実施内容（フローチャート） 

 

（３）販売段階 

① 販売各社の取り組み 

本実証事業については、スターバックス コーヒー ジャパン株式会社（以下「スタ

ーバックス」という。）から 5店舗、日本マクドナルド株式会社（以下「マクドナル

ド」という。）から 2店舗が参加し、紙カップ飲料の販売、回収を行った。 
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販売各社の取組概要を以下に示す。 

 

図 6 販売店での実施概要 

 

② 実証店舗の詳細（スターバックス） 

スターバックスは新宿区内の 5 店舗で実証を行った。スターバックスでは既設の

紙カップ専用回収 BOX を使用した。但し、既設の紙カップ専用回収 BOX が設置さ

れていない 1店舗は新たに専用の回収 BOXを設置した。 

消費者に対して、使用済み紙カップを分別回収していることを周知するために、回

収 BOXには、分別を促すイラストや本実証特設WEBサイトの QR コードを掲示す

るなどの工夫をした。また、回収 BOX以外にも、店舗ごとの取組として店内のポス

ター掲示や黒板などを利用して実証期間中に消費者への周知を図るとともに本実証

事業の案内を行った。 
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③ 実証店舗の詳細（マクドナルド） 

マクドナルドは練馬区内の 2 店舗で実証を行った。両店舗とも、既設のゴミ回収

BOX の横に、紙カップ専用の回収ボックスを設置した。回収 BOX には分別を促す

イラストや禁忌品について記載した。 

 

④ ウェブサイトの敷設 

本実証の目的や趣旨を広く周知するため、専用のウェブサイトを構築した。実施方

法については、各実証店舗で、本実証の案内文（POP 等）を準備し、そこにアンケ

ート回答サイトに誘導する QRコードを記載した。 

 

 

図 7 ウェブサイトイメージ 

 

⑤ アンケート調査の実施 

環境意識や紙カップ回収への消費者意識を把握するため、アンケート調査を実施

した。アンケート調査はウェブ形式で実施し、各店舗に本実証を紹介するチラシ等の

媒体を設置し、そこにアンケートサイトに誘導する QRコードを記載した。アンケー

ト調査の詳細について以下に示す。 
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図 8 アンケート実施概要 

 

（４） 回収・収集運搬段階 

① 収集運搬ルート 

使用済み紙カップの回収は、株式会社トベ商事（以下「トベ商事」という。）が実

施した。実施にあたっては、スターバックス、マクドナルドそれぞれの回収車両を準

備し、それぞれの店舗を回収した。回収した使用済み紙カップは、都内にあるトベ商

事の中間処理設備に持ち込み、選別・破砕・洗浄を行った。 

 

② 回収結果 

スターバックス及びマクドナルドから回収した回収量の合計は以下の通りである。

実証期間中で 288kg回収した。 
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表 4 回収月報 

 

 

（５） 中間処理段階 

① 選別・計量の概要 

トベ商事に搬入後、各店舗から回収した回収袋を計量したのち、内容物の紙カップ、

可燃物、不燃物、水分をマニュアルによる選別作業を行った。また、選別後の重量も

計量し、異物の混入率を把握した。 
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図 9 手選別の実施内容 

 

② 選別結果 

スターバックス及びマクドナルドから回収したごみ袋の選別結果は以下の通りで

ある。 

内容物の総重量は 288kg であった。内容物の内訳については、紙カップ 182kg

（63%）、可燃残渣 64kg（22%）、不燃残渣 16kg（5%）、水分 27kg（9%）であった。 

なお、水分については、回収後の重量から選別後の紙カップ、可燃残渣及び不燃残

渣の重量を引いて算出した。 

 

表 5 回収したごみ袋の内容物 

 

 

③ 中間処理 

選別作業後、抽出された紙カップを中間処理設備に投入した。中間処理設備では、

まず粉砕機で紙カップを 40mm×50mm 程度の大きさに破砕した。その後、破砕し

た紙資源をコンベアで搬送しながら、飲料残渣の除去、水スプレーの吹きかけによる

洗浄、強風による脱水を行った。脱水後の紙資源はトレーに貯められ、最終的にプレ

スして出荷した。中間処理の概要は以下の通りである。 
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図 10 中間処理の概要 

 

（６）再資源化・加工段階 

① パルプ製造 

パルプ製造は大和板紙株式会社（以下「大和板紙」という。）で行った。本実証で

得られた紙資源（250kg、水分込）の他、牛乳パック等による紙資源（420kg、水分

込）と合わせて処理を行い、全体で 400kg のドライパルプが製造された。投入資源

量から逆算すると、本実証由来のパルプ製造量は 150kg であった。尚、パルプ製造

工程において、紙カップのラミネートは除去された。 
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図 11 パルプ製造の概要 

 

５． 効果分析 

効果分析は、（１）CO2削減効果、（２）資源削減効果、（３）Circularity、（４）ライフ

スタイルの変化、（５）経済性の 5つの観点で行った。以下に効果分析の全体像を示す。 

 

図 12 パルプ製造の概要 
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（１）CO2削減効果 

本実証では、紙カップをプラスチックカップに切り替えたことによる CO2削減効果及

び回収した紙資源の再商品化に伴う CO2削減効果を把握するため、2つの Baselineと 2

つの実証Modelを立てて、分析を行った。詳細は以下の通りである。 

 

 

 

図 13 2つの Baselineと 2つの実証Model 

 

各BaselineとModelにおける、年間 1店舗当たりのCO2排出量は下記の通りである。

Baseline_0から Model_0 で年間 1 店舗当たり 459kg-CO2 の削減効果があった。これは

プラスチックカップを紙カップに切り替え、さらにバージン材 100%の紙袋を再生材比率

100%の再生品に切り替えた効果である。 

また、Baseline_1 から Model_1 で年間 1 店舗当たり 3,680kg-CO2 の削減効果があっ

た。これはプラスチックレジ袋を再生材比率 10%の再生品に切り替えた効果である。 
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図 14 各 BaselineとModelにおける、年間 1店舗当たりの CO2排出量 

 

（２）資源削減効果 

実証期間中、全実証店舗で使用された紙カップの総重量は 1,096.8kgであり、内イート

イン向けの販売量は 506.2kg（推定値）であった。そのうち 221.4kg の紙資源が回収さ

れ、分別により 163.6kg の紙資源が再生可能資源としてパルプ製造工程に投入された。

パルプ製造～再商品化工程の歩留まりもあり、再商品化重量は 102.7kgとなった。 

 

 

図 15 本実証における再資源化結果 

 

回収された紙カップ（ラミネートを含む）は 246.0kgであり、回収率は 49％であっ

た。また、再資源化された重量は 102.7kgであり、再資源化率は 20％であった。 

大項目 [kg] 中項目 [kg] 小項目 [kg]

再資源化された重量 102.7

製造過程の損失重量 60.9
飲料残渣による汚れやカビの
ため廃棄された紙資源重量

57.8
飲料残渣による汚れやカビの
ため廃棄された紙資源重量

57.8

未回収の紙資源重量 175.1 未回収の紙資源量 175.1 未回収の紙資源量 175.1

ラミネート重量 109.7 ラミネート重量 109.7 ラミネート重量 109.7

回収された紙資源重量 221.4
再生可能な品質の紙資源重量 163.6
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図 16 回収率及び再資源化率 

 

本実証におけるマテリアルフローは以下の通りである。なお、熱回収以降の残渣処理に

ついては考慮していない。 

 

 

図 17 マテリアルフロー 

 

（３）Circularity 

Circularity（循環性）については、国際的にも研究がなされており、いくつかのツール

が開発されている。特に欧州の非営利組織等で Circularityを測定するツールが開発され

ている。例えば、イギリスのエレンマッカーサー財団は、欧州委員会の支援を受けて、ツ

ールの開発を行っている。 

本実証事業においては、実証でのビジネスモデル適用によってどのよう度循環性が向

上するかについて、この Circularity指標の効果測定方法を参考として分析を行った。ま

た、Circularity を測定する範囲は、本実証に参加している販売店の事業範囲（製品製造

から廃棄まで）とした。 
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本実証における Circularityは、資源のマテリアルフローをベースとして効果を分析す

る。分析の考え方を以下に示す。 

 

図 18 マテリアルフローの考え方 

 

循環フローでは、再生可能資源や再生材の資源投入(Inflow)から、再生材としてアウト

プットされるフロー(Outflow)とした。なお、紙等の再生可能資源の熱回収は、循環フロ

ーに含めた。 

ワンウェイフローでは、プラスチック等の化石燃料由来資源の投入(Inflow)から、再生

可能資源以外の資源の熱回収や最終処分のアウトプット(Outflow)のフローとした。 

 

① Baseline_0と Model_0の比較 

Baseline_0とModel_0を比較した結果、化石燃料資源の依存度は、17％から 9％

に減少し、再生可能資源使用率が 83％から 91％に増加した。 

 

 

図 19 Circularity（循環性）評価（Baseline_0、Model_0） 
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図 20 Circularity（循環性）の変化（Baseline_0、Model_0） 

 

② Baseline_1と Model_1の比較 

Baseline_1とModel_1を比較した結果、化石燃料資源の依存度は、31％から 6％

に減少し、再生可能資源使用率が 69％から 90％に増加した。 

 

 

図 21 Circularity（循環性）評価（Baseline_1、Model_1） 

 

 

図 22 Circularity（循環性）の変化（Baseline_1、Model_1） 

 

（４）ライフスタイルの変化 

本実証では店舗内の掲示物に実証WEBサイトの QRコードを設置し、WEBサイトか
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ら顧客の環境意識に関するアンケートへ誘導した。実証期間における有効回答数は 9 で

あった。 

「容器コストが上がっても、環境にやさしい商品を利用しようと考える」や「今後もリ

サイクルに繋がる分別を実施したい」といった、本実証に対して前向きな声が聞かれた。 

 

 

図 23 アンケート回答例 

 

（５）経済性 

本実証における回収量 1kg 当たりの処理コストは 1,407 円であった。内訳としては、

収集運搬に掛かった人件費が 652 円で最も高く、続いて選別作業人件費が 290 円という

結果であった。事業規模拡大による収集運搬の効率化を見込むと 676 円程度まで下がる

と推定される。 

 

 

図 24 本実証における経済性評価  
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６． まとめ 

（１）実証事業の効果 

実証モデルが東京都全域の店舗に普及した場合の CO2 削減効果を拡大推計すると

1,448 t-CO2/年となる。同様に資源削減効果についても拡大推計すると、プラスチック削

減量は 319,727kg/年、再生可能資源の使用増加が 575,580kg/年、再生材の増加量が

122,058kg/年であった。 

 

（２）実現のための課題 

本実証を踏まえ、事業化を実現するための方向性と課題及び対策案を以下のとおり抽

出した。 

 

 

図 25 事業化を見据えた課題 

 

オペレーションの課題としては、保管状態によっては異臭やカビが発生することが確

認できた。対策案としては、回収から中間処理までのリードタイムを短くすることや、洗

浄後に含水した紙資源を速やかに次工程へ移行させることなどの工夫が必要である。 

コストの課題としては、分別回収段階で不燃物や残渣が残った紙カップなどの異物の

混入が多く、選別にかかるコストが大きく掛かかることが確認できた。対策案としては、

顧客への PRや回収ボックスの工夫等により分別精度の向上が求められる。それによって

回収量の増加も期待できる。また、収集運搬コストについても低減が求められる。例えば、

狭い地域で多店舗を効率的に回収する等が考えられる。 

市場性の課題としては、禁忌品である紙カップを受け入れられるパルパーが事業エリ

ア近隣で確保できないことや、再生品の需要先や用途が限られていることがあげられる。
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対策案としては、上述の通り狭い地域で多くの参加店舗を獲得して経済合理性を確保す

ること、引き続き協力可能な事業者との関係構築を進めること及び再生した紙製品のス

トーリー性のある製品としてブランディングし市場拡大を目指すこと等が考えられる。 

法制度の課題としては、分別回収時点での規制によってビジネス拡大の障壁になる可

能性があることが挙げられる。対策案しては、回収物を廃棄物にならない状態で回収する

モデルの構築や広域認定制度など既存の制度の活用及び環境に配慮した取り組みに対し

て評価される仕組の構築等が挙げられる。 


