
「廃プラスチック処理状況に関する調査」概要
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○調査内容

○調査目的

• 中国等のプラスチックくずの輸入規制を受け、首都圏の廃プラスチック処理市場では在庫増加、処理費の高騰、受入れ基準の
強化などの状況が生じており、海外の安い処理費に依存した現行の処理スキームの課題が指摘されている。

• 本調査では、貿易統計の解析や関係者へのヒアリングを通じて廃プラスチック市場の問題点を把握することを目的とした。

（１）輸出入量の整理
財務省の貿易統計をもとに、以下の推移の整理・グラフ化を実施。
• 日本からのプラスチックくずの種類別・主要国別の輸出量及び輸出価格（単価）
• 首都圏（東京港、横浜港、川崎港及び千葉港）からの輸出量

（２）輸入規制の動向
• 日本からの廃プラの主要輸出先（中国、東南アジア諸国など5カ国程度）における輸入規制等の動向について、

情報を収集・整理。

（３）ヒアリング
• 国内の廃プラ処理に関する状況を整理し、事業者・業界団体・有識者のヒアリング（計60回）を実施。事業者へ

は、①処理料金、価格の上昇、②量や需給・品質の変化、③キャパシティ、処理能力の逼迫などについてヒアリング。
有識者には今後の方向性についてご意見をヒアリング。

（４）調査結果のとりまとめ・今後の方向性の検討

担当部署：東京都環境局資源循環推進部計画課
調査期間：2019年6月～2020年3月
委託先：みずほ情報総研株式会社



(1) 日本からの廃プラ輸出量データ
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• 日本からの廃プラ輸出先上位国を整理すると、2017年までは圧倒的に中国・香港が多かったものの、2018年からは
台湾や韓国の他、マレーシア、ベトナム、タイといった東南アジア各国に分散。

• 2019年にはマレーシアが最大の輸出先となった。

（データ期間）2014年1月～2019年12月
（出典）財務省貿易統計（HSコード 3915）

日本からの廃プラスチック輸出量の推移
（千トン）

2019年の輸出先上位
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(2) アジアにおける廃プラ輸入規制
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• 中国（香港含む）、台湾、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシアの輸入規制の内容は表のとおり。

• 2017年末に中国が輸入規制を導入して以降、他の国々も規制を検討・導入。2018年にはタイとベトナム、次いで
マレーシアが新たな輸入制限措置を導入し、2019年に入ってからはインドネシアも輸入基準の強化方針を発表。

国・地域 内容

(1) 中国
• 2017年12月末には生活由来の廃プラスチックなどの輸入禁止
• 2018年12月末から工業系廃プラスチックも輸入禁止

(2) 台湾
• 2018年10月から質の悪い廃プラスチックの輸入を制限
• 背景には、中国大陸の輸入制限に伴い、資源ごみの輸入量が増加したことがある

(3) 韓国
• 輸入禁止措置の導入が検討されたことはない。当面はリサイクル業界との協議を通じ、国内で加工されたリサイクル品

の使用を奨励（韓国政府環境部）

(4) マレーシア
• 廃プラを輸入する企業・工場に発行したすべての輸入許可証（AP)を2018年7月から3カ月停止
• 2018年10月に許可基準を厳格化した上でAP発行を再開したが、2019年前半までに一時的に禁輸状態も発生

(5) ベトナム
• 2018年に廃プラを含む輸入廃棄物の検査管理を強化し、一時は輸入禁止に等しい状態に
• 2019年に入ってからもさらに輸入許可基準を厳格化

(6) タイ

• 2018年6月に電子廃棄物や廃プラスチックの輸入制限を強化。違法輸入業者の取締強化とともに、新規輸入許可
手続きを停止。2018年7月にはバンコクなど一部の港で廃プラ積載コンテナを荷揚げ禁止。

• 2018年10月には2021年までに全面輸入禁止の方針を発表

(7) インドネシア

• 従来から輸入制限品目に指定（担当省庁から輸入許可を得る必要）だったが、2018年に輸入制限・禁止を検討
• 2019年6月にはジョコ大統領がプラスチック廃棄物の輸入禁止を厳格運用する意向を表明
• 2019年7月には税関検査・罰則規定の強化方針を発表

(8) フィリピン

• 従来から廃プラを貿易管理品目に指定（輸入制限品目に指定され、担当省庁からの輸入許可が必要）
• 2019年1月に固形廃棄物輸入禁止法案を議会に提出（法案化される目処は立っていない）
• 2019年5月には大統領が廃棄物の輸入を3ヶ月禁止するよう税関に求め、8月に発効し、一時輸入禁止

（出典）環境省 プラスチック資源循環戦略小委員会資料、JETROレポート（2019/1/10、2019/6/18）、各紙報道などより作成



産廃中間処理
(破砕・選別)

金属系、建廃系、事業系

輸出

産廃中間処理
(焼却)

材料リサイクル
再生材利用
（製造業）

原燃料利用
(セメント、製紙など)

再生燃料製造
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ケミカルリサイクル
(溶融、ガス化など)

排出 収集運搬

産廃最終処分
(埋立)

(3) ヒアリング調査の概要

○調査方法

• 調査期間：2019年7月～2020年3月
• 調査方法：対面もしくは電話ヒアリング
• ヒアリング先：廃プラ処理に関する事業者46社（複数回ヒアリングあり）、

業界団体2団体、有識者2名で計50者(件数ベースで60件)
• 定点観測先として5社（建廃2社、家電系、焼却、材料リサイク

ル）を選定し、夏、冬、春に各3回ヒアリングを実施
• ヒアリング事項：中国の輸入規制以後の影響や対応状況について。図中

の吹き出しにヒアリング事項のポイントを記載

・廃プラの業種、種類、品質、受入基準、
受入量、料金の変化

・出荷先、量、料金の変化

・在庫状況の変化

・受入可能量

・廃プラ由来原料の受入基準、
受入量料金の変化

・再生材の種類、出荷量、料金
の変化

・受入可能量

・再生燃料の受入基準、受
入量、料金の変化

・受入可能量

・処理物の受入基準、受入
量、料金の変化

・処理困難物の有無

・受入可能量

・再生材の受入基準、受入量、
料金の変化

・製品の種類、出荷量の変化

2者 18者

2者

5者

3者

3者

4者

4者

・廃プラ由来原料の受入基準、
受入量、料金の変化

・受入可能量

・再生原燃料の受入基準、
受入量、料金の変化

・受入可能量

・受入量、料金の変化

・受入可能量

5者

3者

※ 数字は廃プラに関する事業者46社及び業界団体2団体の計48者。
なお、「排出」と「再生材料(製造業)」は重複あり。

2者・廃プラの業種、種類、品質、受
入基準、受入量、料金の変化

・輸出先、量、料金の変化
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(3) ヒアリング結果まとめ①（概要）

・輸入規制の影響は特になし
・再生材の需要拡大なしに受
入拡大はない。

・稼働率はほぼ100％、受入余剰な
し
・処理料金値上げ（年数％）
・混廃に含まれる廃プラ割合の増加

・品質面での制約あり
（需要先が限られる）

・受入可能量は既に確
保し、いっぱいの状態

・品質の良いものへの置
き換えや値下げは求め
る

・セメント工場は破砕・
選別の質を高めること
で、新たな受入余地も

・排出者に分別を求める声多数
・各業種の中で特にひっ迫した状況
・受入量増加の要請多数
・搬出先の受入制限、値上げのため処理料金を値上げ
・建廃（混廃）処理の増大、滞留
・事業系一廃は分別した状態での収運が困難（雑居ビルな
どでは収集スペース小さく、こまめに混載する必要） ・新規は値上げ

（1~2割）
・容リの一廃が中心。
・産廃受入は品質
面に課題
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• 今回のヒアリング調査のメインである産廃中間処理(破砕・選別)で特に逼迫した状況が見られる

• （１）処理料金、価格の上昇、（２）量や需給・品質の変化、（３）キャパシティ、処理能力の逼迫に分けて、
次項より結果を記載

・受入量増大により残余年数が減少
・容量逼迫し、処分料金大幅値上げ
（東西で地域差あり）

・混廃に含まれる廃プラ搬入量の増加

・もっと作りたくても、利用
者・受け先がない
・塩素、異物混入があるも
のは受入困難

・大手ゼネコンでは数千円/㎥の単
位で値上げに応じているケースあり。

・廃家電のミックスプラは現時点では
有価販売。残渣は焼却だが、焼
却処理コストは増加。

・処理費用の値上げはあったが、排出事業者が
収集運搬コストへの反映に応じている。
・値上げに関しては、業界全体で底上げが必要。
・値上げはしたが、搬入量は増えている。
・トラック運転手確保が困難なため、コスト増

産廃中間処理
(破砕・選別)

金属系、建廃系、事業系

輸出

産廃中間処理
(焼却)

材料リサイクル
再生材利用
（製造業）

原燃料利用
(セメント、製紙など)

再生燃料製造
（RPFなど）

ケミカルリサイクル
(溶融、ガス化など)

排出 収集運搬

産廃最終処分
(埋立)・廃プラの輸出は2018年で

停止。現在は輸出を行って
いない。

・マテリアルリサイクルにより再
生ペレットとして輸出。

*2020年3月時点



(3) ヒアリング結果まとめ②（処理料金、価格の上昇）

・焼却処理側が処理料金を値上げして
いるため、受入時の処理料金を値上
げ。九州でも同様に値上げあり。
・新規契約料金は2倍、既存契約料
金は2～3割程度の値上げ。

・2019年9月以降は、受入時
の処理料金の変更なし。
・廃プラの購入価格、再生材の
販売価格については中国輸入
規制の影響の実感はない。

・受入時の処理料金は20
～30%上げ。

・RPFの販売価格は下落。

・受入時の処理料金は原材料の高騰や設備維
持管理費等の増大により毎年数%程度の値上げ。
・受入時の処理料金は年々増加。2019年度
は昨年度比で2～3%程度の値上げ。一因とし
て処理コストの増加（薬剤費等）が挙げられる。
・2020年度も値上げの可能性あり。

・有償で売却できているが、販
売価格は下落。（バージン
原料の価格下落）
・再生PETのペレットの購入価
格は2～3割程度上昇。
（中国輸出と国内需要の
増）

・新規には従来より１
～２割程度、受入時
の処理料金を値上げ。

・RPF購入価格は、一時期
より単価は下がっているが、
運賃が上昇しているため、
変化なし。
・受入時の処理料金は約5
～20%の値上げ。

・値上げに関しては、業界全体で底上げが必要。
・収集運搬費の値上げはしたが、搬入量は増えている。

・大手ゼネコンでは数千円／㎥の単
位で値上げに応じているケースあり。

・廃家電のミックスプラは現時点では
有価販売。残渣は焼却だが、焼
却処理料金は増加。

・処分料金は1.5倍程
度値上げ。九州でも
同様に値上げ。

【金属系】
搬入：・処理料金の値上げや受入量制限等

の影響により、25～30円/kg前後か
ら45～50円/kg程度まで値上がり。
・災害廃棄物も出てきているので、更
なる値上がり余地もある。

搬出：・焼却処理料金は2013年頃までが
底。2014年以降、40％程度上昇。
運賃の上げ幅も大きい。

【建廃系・事業系】
搬入：・搬出先の値上げの影響で処理料金が大幅上昇（平均

130％程度）。一部、受入開始当初から3倍値上げの事業
者もあり。
・2020年度も値上げの可能性あり。
・値上げ交渉が成立しない場合は、契約をお断りすることもあり。

搬出：・有価物の売却単価は輸入規制の前後で2～3割程度
値下がり。サーマルリサイクルは25％程度値上がり。

・関西方面では、埋立処分費及び焼却処分費は変化なし。受
入単価は4000円/t程度の値上がりしている事業者もあり。

産廃中間処理
(破砕・選別)

金属系、建廃系、事業系

輸出

産廃中間処理
(焼却)

材料リサイクル
再生材利用
（製造業）

原燃料利用
(セメント、製紙など)

再生燃料製造
（RPFなど）

ケミカルリサイクル
(溶融、ガス化など)

排出 収集運搬

産廃最終処分
(埋立)

・廃プラを有価で購入し、再生ペ
レットを輸出または国内で循環。

*2020年3月時点
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(3) ヒアリング結果まとめ③（量や需給・品質の変化）
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・関東からの引き合いは増加。
・2018年の台風以降、近畿圏の建設系の混合廃棄
物の搬入量はかなり増加。
・目視では混合廃棄物の中で廃プラが増加
・関西圏では小売業者排出の廃プラが事業系一廃か
ら産廃に変更され、産廃の廃プラが増加。
・九州では受入量が1～2割程度増加。

・外資企業を中心にマテリアルリ
サイクルの問い合わせが増加。
・排出事業者の引取りが確約され
ていれば、品質等の制限はない
（塩ビも可能）。
・自治体からの容リプラのみ受入。
・元々は中国等へミックスプラを輸
出していたが、輸入規制後、国
内リサイクルに転換。再生ペレット
を輸出。

・RPFの需要は頭打ち。今後は
市場縮小の見込み。

・建廃系プラは塩素、異物混入
があるため、受入困難。

・異物混入がある場合は、排出事業者に返却。
・焼却処理の需要増加。
・輸入規制後に廃プラの割合が増加。中間処理業者へ廃
プラの処理割合を過去と同等程度にして欲しいとアナウンス。
・混廃に含まれる廃プラの割合が増加。

・品質の高い廃PETが回ってこ
なくなる可能性を懸念。
・食品包装向けの再生プラ製造
は難易度が高い。

・元から自治体からの廃プラが多く、中国の輸入規制により
溢れた廃プラが持ち込まれることはあまりない。
・中国の輸入規制後に量や質に大きな変化はなし。
・一部の会社では、付着物や複合材の受入可能。

・低塩素濃度のRPFを利用し
たい（事業系廃プラ等）。
・受入状況及び在庫状況の変
化なし。
・品質の悪い廃プラは受入せず。
特に塩素濃度、食べ物等の残
渣がネック。

・マテリアルリサイクル向けプラですら処理業者
は受入困難。

・低品質の建廃プラなどは地方で受入れてい
る状況。

・単一樹脂などの高品位プラは売却できる。
ミックスプラは焼却せざるを得ないものもある。

・混廃に含まれる廃プラの搬入量増加。
・新規の引き合いは関東からが多い。
・多くの中間処理業者からの搬入は増加傾向にあ
り、数量制限を実施。
・問合せが増加。焼却処理後の燃え殻の状態で
受入と回答。
・新規の受入は選別状況、品質等で可否を検討。

【金属系】
・輸出されていた雑品くずの受入
ニーズが増加。
・輸入規制後は廃プラ・混合廃棄
物の市場が大きく変化。サーマル・
焼却施設からの営業がなくなり、受
入制限がかかるようになった。
・台風による災害廃棄物の影響も
あり、よりタイトな状況。

【建廃系・事業系】
・搬出先は焼却・埋立ともに搬入を制限。
・複合素材はマテリアルリサイクル困難。サーマルリサイクルも望ましくない。
・混合廃棄物のプラをセメント向けやRPF向けに変えるのは容易ではない。
・建廃系プラは塩素・硫黄等の成分が多いため、搬入先がなくなっている。
・一部の会社は新規での二次処理先の契約で対応。
・関西でも受入制限あり。
・2019年12月以降、建廃の受入量増加。2020年3月にかけても増加
の見通し。
・混廃は、手選別を行っており、処理が難しいものは埋立処分。

産廃中間処理
(破砕・選別)

金属系、建廃系、事業系

輸出

産廃中間処理
(焼却)

材料リサイクル
再生材利用
（製造業）

原燃料利用
(セメント、製紙など)

再生燃料製造
（RPFなど）

ケミカルリサイクル
(溶融、ガス化など)

排出 収集運搬

産廃最終処分
(埋立)

・廃プラの輸出は2018年で停止。
現在は輸出を行っていない。

・マテリアルリサイクルにより再生ペレッ
トとして輸出。

*2020年3月時点



(3) ヒアリング結果まとめ④（キャパシティ、処理能力の逼迫）
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・問合せ件数は増加したが、新規の受
入は行っていない。
・廃プラの受入増加は他社との調整が
必要。

・廃プラ処理状況はタイト。
・再生材の需要が拡大すれば
製造量増加を検討するが、現
時点ではない。

・工場の生産量はピークのため受入困難。
・加工物の処理先が確保できない場合、
契約しない。

・残渣をスムーズには処理できておらず、在
庫を抱えている。

・稼働率はほぼ100%。関東圏の
焼却施設は受入余剰なし。
・受入量の拡大は検討していない。
・取扱量を増やしたいが許可を取る
ために5年程度かかるため、困難。

・新規の受入は難しく、基本的
に断っている。

・RPF受入量増加は困難。
・廃プラの積極的な受入困難。
・工場の設備投資ができれば
廃プラの燃料代替率増も不
可能ではない。

・日処理量以上のもの
は受入れられない。

・最終処分場の残余年数が減少。
・以前から取引関係のある中間
処理業者からのみ受入。

【金属系】
・遠方に運ぶ場合、荷姿などの受入条
件、輸送手段（船舶含む）の確保や
事前協議の調整で難易度が上がる。
・関東には焼却処分場が少ない。
・地域によっては県外搬入の事前協議
が必要なところもあり、余裕のある施設
があっても持ち込めない。

【建廃系・事業系】
・搬出先は焼却・埋立とも
に受入を制限。
・関西圏では、処分先の受
入制限はあるが、関東より
は処分先を選べる余裕あり。

*2020年3月時点

産廃中間処理
(破砕・選別)

金属系、建廃系、事業系

輸出

産廃中間処理
(焼却)

材料リサイクル
再生材利用
（製造業）

原燃料利用
(セメント、製紙など)

再生燃料製造
（RPFなど）

ケミカルリサイクル
(溶融、ガス化など)

排出 収集運搬

産廃最終処分
(埋立)



(4) 今後の方向性（廃プラ処理業者の対応、要望）
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１．自社対応

〇出荷先の開拓
・燃料化した廃プラをセメント業界へ出荷することも検討中。
・将来は国内リサイクルした製品を海外へ展開したい。
・現在、再中間処理施設と管理型、安定型の埋立処分場にそれぞれ調整中。
・関東以外の焼却施設と最終処分場の数社と商談中。
○施設の増強、新設
・当社として、新たに精選別できる処理施設の新設を検討中。
〇静脈サプライチェーンの構築
・中長期的に、リサイクルに積極的な製造業をパートナーとして、リサイクルのしくみを一緒に作りたい。
・当社では廃プラのリプロダクト（再生製造）事業を拡大しているため、廃プラの受入量を増やしていきたい。
・廃プラの再生原料加工、材料加工に向けてバリューチェーン構築を検討中。

２．排出事業者へ
の要望

〇分別の徹底
・コストをかけて分別する努力をしないと廃プラは資源として回らない。
・分別が徹底されれば事業系一般廃棄物の受入も可能。
・工場などでの製造ラインからの排出時の分別。
〇異物の混入防止
・一番困るのは電池の混入。火災の原因になり顧客に電池等の危険物除去を依頼しているが、なかなか解決しない。
・有害物、危険物、弊社で許可のないものを入れないでほしい。
〇適正処理料金の理解
・搬出先からの値上げ要請が止まらないため、排出事業者には値上げをお願いせざるを得ない。現状を理解して、適正な料金

を払ってほしい。

３．その他事業者
への要望

〇マテリアルリサイクルしやすい製品開発
・製造事業者は製品ごとに素材指定を行い、マテリアルリサイクルを行いやすくしてほしい
・メーカーが使うプラスチックの種類は非常に多く、混ざると燃やすしかなくなる。種類を統一しても良いのではないか。
〇リサイクル品の利用
・食品リサイクルのケースのように排出事業者がリサイクル品の需要家になることが理想。
〇廃プラの受入増加
・出荷先へ行政からの受入が優先されるが、民間からの受入のバランスを考えて欲しい。
〇リサイクラーとの連携
・メーカー側のみでリサイクルしやすい製品を検討するのではなく、リサイクル業者と連携したうえで、製品開発したほうがよい。



材料リサイクル

・産業用原燃料（セメント）

・固形燃料（RPF）

ケミカルリサイクル

熱回収

・発電焼却

・熱利用焼却

未利用

・再生利用

・高炉原料、ガス化等

・単純焼却

・埋立

環
境
負
荷

低

高

単純焼却や埋立に回
されている廃プラスチッ
クについて、より環境
負荷の低い施設にお
いて有効利用の拡大
を図ることが必要

（2018年処理量：産業系廃プラ462万トン）

（137万トン⇒多くは輸出）

（14万トン）

（147万トン）

（57万トン）

（45万トン）

（21万トン）

（43万トン）

(4) 今後の方向性（廃プラ緊急対策）

国内外含め、
品質の良い廃プラから
奪い合いの状態

規制前の
輸出範囲

【複合素材・分別不可能・汚れたもの】
例：建物解体・改修時の廃棄物、複合材を使用する家電部品・什器、

低品位のプラくず等

【複合素材・分別困難】
例：事業系混廃等

【複合素材・分別容易】
例：家電の外装部分等

【単一素材・分別容易】
例：PETボトル、工場端材、

新築時の端材や梱包材等

規制後の
輸出範囲

廃プラ輸出量の減少

・輸入規制を受け、品質が中～低品位の
廃プラリッチな混合廃棄物が、国内に滞留

○新たな国内資源循環ルートの開拓○廃プラスチックの品位と輸出対象

• 従来は輸出されていた中品位の廃プラから国内処理の受入が進み、
低品位の廃プラの処理が逼迫。

• 埋立・焼却に回る可能性大。不法投棄等も懸念される。

○廃プラ緊急対策（当面の方向性）

• これまでは輸出していた廃プラの国内資源循環を考えることが必要。
• まずは分別・再利用（材料リサイクル）が第一義。埋立・焼却に依存せず、材料リサイクル、ケミカルリサイクル、熱回収の優先順位に留意しつつ、

廃プラの受入量を増やすための施策が必要。
 材料リサイクルしやすい製品の開発（メーカーとリサイクラーが連携した製品開発）を促進するための施策が必要
 材料リサイクル、ケミカルリサイクルでの利用は困難でも、破砕・選別の質を高めることで、産業用原燃料としての活用余地もある
 熱回収の中でも、石炭代替として工場等で廃プラを活用する場合と、焼却施設において廃棄物発電を行う場合など、環境負荷の大きさに

応じた、優先順位付けも必要
 焼却困難物対策（グラスウール、カーボン樹脂、金属と樹脂の複合部品等）や産業用原燃料や廃棄物焼却施設でも受け入れが困難な

塩素分の高い廃プラについての対策も考えることが必要

（数値出典）一般社団法人プラスチック循環利用協会
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(4) 今後の方向性（プラスチックの持続可能な利用に向けて）

11

○資源循環体制の確保に向けた検討課題

• EPRの強化（製品製造段階での解体・素材回収への配慮）

• 排出源での分別の強化（ルールの共通化、排出者の意識向上）

• 柔軟な広域処理体制の確保（災害対応含む）

• 中間処理（破砕・選別）施設の効率的な運用、収集運搬の柔軟な運用

• 材料リサイクル、ケミカルリサイクルの受入先の拡大（受容できる廃プラの品質の拡大、品質の違いに応じ
た受入可能量の拡大）

• 再生樹脂の需要創出（グリーン購入、ESG対応等）

• 分別・資源回収を最大限実施した上で、衛生面などから焼却せざるを得ない廃プラの受入先の確保


