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廃プラスチックの処理・リサイクルに関する事業者アンケート・ヒアリング結果 

表 調査結果まとめ                                       調査数（有効回答数）アンケート 122社、ヒアリング 10社 

 

業種 用途 
現在の 

受入*1 

新規受入の

可能性*2 
料金形態 受入物の種類*3 

受入基準*4 

大きさ 色 においが無いこと 異物混入が無いこと 塩素濃度(％) 発熱量(kcal/kg) 単一素材であること 特に基準なし 

マテリアル 

リサイクル 

（材料リサイクル） 

コンパウンダー 原料化 あり 可能 有価買取 

・単一プラ（工場端材、物

流系） 

・混合プラ 

0～150mm以上 

まで様々 
有色～無色まで様々 においが無いこと 

木くず、紙くず、 

金属、飲食残渣 
  単一素材であること － 

製造事業者 製品化 あり 難しい 有価買取 
・コンパウンダーが製造

した再生樹脂 
－ － においが無いこと 

木くず、紙くず、 

金属、飲食残渣 
  単一素材であること － 

ケミカル 

リサイクル 

化学メーカー*5 ガス化 あり 可能 処理費発生 

・容リプラ 

・混合プラ 

・RPF（プラスチック主体） 

RPFの場合は 

数十㎜の範囲 
－ － 

木くず、紙くず、 

金属、飲食残渣 
2.0％以下 7,500kcal/kg以上  － 

製鉄事業者 

（高炉） 

高炉還元剤 

コークス炉還元剤 
あり 難しい 処理費発生 ・容リプラ －  においが無いこと 

木くず、紙くず、 

金属、飲食残渣 
－   － 

製油事業者*5 油化 なし 
2030年 

事業化予定 
処理費発生 

・混合プラ 

・容リ残渣 

数百 mm 

（検証中） 
－ － － 

数％以下 

（検証中） 
  － 

化学メーカー 原料・モノマー化 なし 検討中 （アンケート回答では）現在受入なし 

サーマル 

リサイクル 

（熱回収） 

中間処理業者 

（RPF・フラフ） 

RPF製造 

フラフ燃料製造 
あり 可能 処理費発生 

・単一プラ（工場端材、物

流系） 

・混合プラ（建設系、オフ

ィス系） 

・容リ残渣 

 － においが無いこと 金属、飲食残渣 0.3％以下  － － 

製鉄事業者 

（電炉） 

昇熱材 

燃料代替 
一部あり 可能 

処理費発生 

または有価買取 

・混合プラ（自動車系、オ

フィス系） 

・単一プラ 

50～150mmの範囲  においが無いこと 金属、飲食残渣 0.1～0.3％以下   － 

セメント事業者 セメント原燃料 あり 可能 
処理費発生 

または有価買取 

・混合プラ（自動車系、建

設系、家電系） 

・フラフ燃料 

・単一プラ 

・容リ残渣 

20～150mmの範囲  においが無いこと 金属、飲食残渣 0.1～0.6％以下 
5,970～7,880 

kcal/kg以上 
 － 

製紙事業者 ボイラー燃料 あり 一部可能 有価買取 
・RPF 

・フラフ燃料 
20～50mmの範囲  においが無いこと 金属、飲食残渣 0.3～0.6％以下 5,970kcal/kg以上  － 

中間処理業者 

（廃棄物発電） 

廃棄物焼却による

発電・熱利用 
あり 可能 処理費発生 

・単一プラ（工場端材） 

・混合プラ（工場端材、自

動車系、オフィス系） 

・容リ残渣 

－  － 金属、飲食残渣 － －  特に基準なし 

石油化学メーカー 

（ボイラー） 
ボイラー燃料 なし 現在受入なし （アンケート回答では）現在受入なし 

備考） 

*1 アンケート回答に応じて次の基準で示した。【あり：半数以上が現在受け入れていると回答 一部あり：半数以下が現在受け入れていると回答】 

*2 アンケート回答に応じて次の基準で示した。【可能：半数以上が可能と回答 一部可能：半数以下が可能と回答 難しい：ほとんどが不可と回答】  

*3 アンケート回答のうち、選択が多いものから並べ、半数以上から選択された内容は太字で強調した。 

*4 アンケート回答に応じて、半数以上から選択された内容は赤字で強調し、さらに複数（3割以上）から選択された内容は黒字で記載し、ほとんど選択されなかった内容はハイフン（－）で示した。選択肢に入れていない項目は白抜きとした。 

*5 ヒアリングのみから得られた情報をもとにした。特に重要度が高く他の事業者にも共通すると思われる内容に対して太字や赤字で強調した。 

＜調査実施時期＞2020年 9月～2021年 1月 
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マテリアルリサイクル（材料リサイクル） 

 コンパウンダー（原料化） 

現在の受入用途 
工場端材や物流系を由来とする単一素材の廃プラスチックを中心に有価で受け入れ、再生樹

脂の原料として利用 

新規受入の可能性 
受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業が多数 

受入可能量は 100 トン/月未満、開始可能時期は年内と回答する企業が多数 

受入物の種類 

（受入基準） 

大きさ、においが無いこと、異物混入が無いこと※、単一素材であること 

※異物は木くず、紙くず、金属片、飲食残渣等の全般が原則不可 

新規受入時の課題 
金属や炭素繊維、ガラス繊維などを含む複合材が増加していること 

原油安によりバージン材価格が低下していること など 

利用拡大に必要な取組 

メーカーによる再利用しやすい製品の開発 

排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ 

再生樹脂の需要増加 など 

※コンパウンダーが再生樹脂に加工するためには、10 数 mm レベルまで破砕（粉砕に近い）されている

必要があり、RPF化やフラフ化とはサイズ感が異なる。また、樹脂種類が明確であるもの、明確でなけれ

ば素材分析が必要であることも、他のリサイクルと異なる。 

 

 製造事業者（製品化） 

現在の受入用途 コンパウンダーが製造した再生樹脂を有価で受け入れ、再生材製品に加工 

新規受入の可能性 受入基準に適合していても新規受入は難しい 

受入物の種類 

（受入基準） 

異物混入が無いこと※、単一素材であること 

※異物は木くず、紙くず、金属片、飲食残渣等の全般が原則不可 

新規受入時の課題 

再生樹脂の品質が自社基準に適合しないこと 

再生樹脂の輸送コストがかかること 

再生材製品の開発コストがかかること など 

利用拡大に必要な取組 

再生材製品の需要増加 

再生樹脂の安定供給 

排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ など 

※再生材製品の製造に使用する再生樹脂の品質を安定させるため 
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ケミカルリサイクル 

 化学メーカー（ガス化） 

現在の受入用途 

容器包装プラスチック（一般廃棄物）を中心に混合素材の廃プラスチック※や RPF（プラスチッ

クが主体）を受け入れ、ガス化により水素やアンモニア等を製造 

※容リプラに加えて産廃プラの受入を開始 

新規受入の可能性 
受入基準に適合していれば新規受入可能 

受入可能量は 100～500 トン/月、開始可能時期は年内 

受入物の種類 

（受入基準） 

異物混入が無いこと※、塩素濃度が 2.0％以下であること、発熱量 7,500kcal/kg 以上であるこ

と 

※異物は木くず、紙くず、金属片、飲食残渣等の全般が原則不可であり、発熱量確保のためにプラスチ

ック主体が望ましい 

新規受入時の課題 
廃プラスチックの品質不適合によりプラントが故障すること 

廃プラスチックの輸送コストがかかること など 

利用拡大に必要な取組 
排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ など 

※ガス化プラントに投入する廃プラスチックの品質を安定させるため 

 

 製鉄事業者（高炉還元剤、コークス炉還元剤） 

現在の受入用途 容器包装プラスチック（一般廃棄物）を受け入れ、高炉還元剤やコークス炉還元剤として利用 

新規受入の可能性 受入基準に適合していても新規受入は難しい 

受入物の種類 

（受入基準） 

においが無いこと、異物混入が無いこと※ 

※異物は木くず、紙くず、金属片、飲食残渣等の全般が原則不可 

新規受入時の課題 

廃プラスチックの品質不適合によりプラントが故障すること 

廃プラスチックの輸送コストがかかること 

廃プラスチックを受け入れるための設備改修コストがかかること など 

利用拡大に必要な取組 

排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ 

メーカーによる再利用しやすい製品の開発 など 

※高炉に投入する廃プラスチックの品質を安定させるため 

 

 製油事業者（油化） 

現在の受入用途 
混合素材の廃プラスチックや容器包装プラスチックの資源化残渣を受け入れ、油化技術によ

って石油精製プロセスに投入する事業が検討されている 

新規受入の可能性 2030年の事業化を予定 

受入物の種類 

（受入基準） 

大きさ、塩素濃度が数％以下であること 

※石油精製プロセスに投入されるため異物混入の許容性が比較的高いと想定 

新規受入時の課題 

廃プラスチックの調達時の越境輸送はハードルがあること 

必要数量を調達するためには多くの収集運搬業者との契約が必要であり、手続きが大変であ

ること など 

 

 化学メーカー（原料・モノマー化） 

化学メーカーによる廃プラスチックの原料・モノマー化事業が検討されている。用途によっては、対象となる素材が限

定される可能性がある。 
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サーマルリサイクル（熱回収） 

 中間処理業者（RPF化・フラフ燃料化） 

現在の受入用途 

工場端材や物流系を由来とする単一素材の廃プラスチック、建設系やオフィス系を由来とす

る混合素材の廃プラスチックを中心に受け入れ、セメント事業者や製紙事業者に納入する

RPFやフラフ燃料を製造 

新規受入の可能性 
受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業が多数 

受入可能量は 100 トン/月未満、開始可能時期は年内と回答する企業が多数 

受入物の種類 

（受入基準） 

においが無いこと、異物混入が無いこと※、塩素濃度が基準以下であること（0.3％以下の回答

多数） 

※不燃物である金属片や塩素濃度上昇の要因となる飲食残渣等が異物となる 

新規受入時の課題 RPFやフラフ燃料を使用できる事業者が限られていること など 

利用拡大に必要な取組 

排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ 

メーカーによる再利用しやすい製品の開発 

RPFやフラフ燃料の需要拡大 など 

※出荷する RPFやフラフ燃料の品質を安定させるため 

 

 製鉄事業者（電炉昇熱材、燃料代替） 

※還元剤として利用される高炉でのリサイクルと異なり、電炉では燃料代替として利用されるため、ここではサーマル

リサイクルに分類した。 

現在の受入用途 

自動車系やオフィス系を由来とする混合素材の廃プラスチックを中心に受け入れ、電炉昇熱

材や燃料代替として利用 

（品質の良いものは有価で受け入れる場合もある） 

新規受入の可能性 
受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業が多数 

（ただし現状で受け入れているのは一部の企業に限られる） 

受入物の種類 

（受入基準） 

大きさ（50～150mm の回答多数）、においが無いこと、異物混入が無いこと※、塩素濃度が基

準以下であること（0.1～0.3％以下の回答多数） 

※不純物として製品に入ってしまう非鉄金属や塩素濃度上昇の要因となる飲食残渣等が異物となる 

新規受入時の課題 廃プラスチックの輸送コストがかかること など 

利用拡大に必要な取組 

メーカーによる再利用しやすい製品の開発 

排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ など 

※電炉に投入する廃プラスチックの品質を安定させるため 
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 セメント事業者（セメント原燃料） 

現在の受入用途 

自動車系や建設系、家電系を由来とする混合素材の廃プラスチックや中間処理業者が製造

したフラフ燃料を中心に受け入れ、セメント原燃料として利用 

（品質の良いものは有価で受け入れる場合もある） 

新規受入の可能性 

受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業が多数※ 

受入可能量や開始可能時期は未定や応相談と回答する企業が多数 

※一部企業ではカーボンニュートラルの取組や石炭価格高騰を受けて将来的な受入増加を計画 

受入物の種類 

（受入基準） 

大きさ（20～150mm の回答多数）、においが無いこと、異物混入が無いこと※、塩素濃度が基

準以下であること（0.1～0.6％以下の回答多数）、発熱量が基準以上であること（5,970～

7,880kcal/kg以上の回答多数） 

※不燃物である金属片や塩素濃度上昇の要因となる飲食残渣等が異物となる 

新規受入時の課題 
廃プラスチックの品質不適合によりプラントが故障すること 

廃プラスチックの輸送コストがかかること など 

利用拡大に必要な取組 
排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ など 

※セメントキルンに投入する廃プラスチックの品質を安定させるため 

 

 製紙事業者（ボイラー燃料） 

現在の受入用途 中間処理業者が製造した RPFやフラフ燃料を有価で受け入れ、ボイラー燃料として利用 

新規受入の可能性 受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業は一部 

受入物の種類 

（受入基準） 

大きさ（20～50mm の回答多数）、異物混入が無いこと※、塩素濃度が基準以下であること（0.3

～0.6％以下の回答多数）、発熱量が基準以上であること（5,970kcal/kg以上の回答多数） 

※不燃物である金属片や塩素濃度上昇の要因となる飲食残渣等が異物となる 

新規受入時の課題 廃プラスチックの品質不適合によりプラントが故障すること など 

利用拡大に必要な取組 
排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底※ 

※ボイラーに投入する廃プラスチックの品質を安定させるため 

 

 中間処理業者（廃棄物発電） 

現在の受入用途 

工場端材を由来とする単一素材の廃プラスチックや工場端材、自動車系、オフィス系を由来と

する混合素材の廃プラスチックを中心に受け入れ、焼却処分すると同時に発電や熱利用に利

用 

新規受入の可能性 
受入基準に適合していれば新規受入可能と回答する企業が多数 

受入可能量は 100 トン/月未満、開始可能時期は来年以降と回答する企業が多数 

受入物の種類 

（受入基準） 

今回のアンケート調査では多数回答された基準はないが、一部の企業は異物混入が無いこ

と※、あるいは基準なしと回答 

※不燃物である金属片や塩素濃度上昇の要因となる飲食残渣等が異物となる 

新規受入時の課題 
今回のアンケート調査では多数回答された課題はないが、一部の企業は、廃プラスチックの

品質不適合によりプラントが故障することを選択 

利用拡大に必要な取組 
排出者や中間処理業者による分別・破砕・選別の徹底 

メーカーによる再利用しやすい製品の開発 など 

 

 石油化学メーカー（ボイラー燃料） 

今回のアンケート調査では、石油化学メーカーでのボイラー燃料の代替として廃プラスチックを利用する事例は見ら

れなかった。 


