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プラスチックはわずか数十年超の間に
現代生活のあらゆる場面で使われる
素材となりました。しかし、その便利さ
と経済的、実用的恩恵には代償が伴
います。プラスチックの化学成分、資源
活用、本質的耐久性は、持続可能
性と健康への影響から世界が早急に
解決すべき問題となっています。

環境と人間の健康への影響の大きさ
を理解することが極めて重要です。し
かし、問題を解決するには素材の利
便性も考慮する必要があります。プラ
スチックは現代産業には不可欠な素
材で、世界中の消費者に恩恵をもた
らしています。逆に言えば、プラスチック
は食品廃棄物の削減、包装の軽量
化、衛生改善、建材寿命の長期化な
ど 、他の持続可能性関連の問題に
とって、最適な素材でもあるのです。

投資の観点からは、持続可能性の議
論は関連業界のあり方を根本的に変
えるもので、イノベーションによってプラ
スチックの使用方法がどのように変化し、
代替品が生まれ、環境への負荷がどう
軽減されるか、そして最も重要なのは
最終的にどのように廃棄されるかという
点です。使い捨てプラスチックの分野で
は、消費者や規制当局からの圧力に
直面する企業が一丸となり、プラスチッ
クの廃止、再利用、循環を促すイノ
ベーション戦略に取り組んでいます。

プラスチック問題の概要

プラスチックは可鍛性、軽量性、耐久
性、価格面で優れているため、1970
年代以降、急速に普及しました。しか
し、プラスチックの製造と使用に伴う負
荷は長年軽視されてきました。

サマリー

◼ プラスチックに対する規制強化や消費者嗜好の変化、企業の行動が、プラス
チックメーカーや梱包会社に新たな環境への適応を迫っている。

◼ プラスチックの持続可能性を追及する動きは単なる使用廃止だけでなく、プラ
スチックの使用方法や代替品、そして最も重要とされる廃棄方法など、より
広範囲でイノベーションが起きている。

◼ こうした流れを投資分析に取り入れるためには、企業活動への影響や、リス
クの低減や機会の創出に繋がる行動を模索することが必要。
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95%
プラスチック包装素材が
最初の使用から1年以
内に廃棄される割合

世界のプラスチックの最終用途と最終処分方法
（図表1）大半のプラスチックは使い捨て経済を引き続き反映

世界のプラスチックの最終用途

電気製品
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産業機械
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2018年10月時点。
出所: IEA, The Future of Petrochemicals（「Production, Use and Fate of all Plastics Ever 
Made, R. Geyer, J.R. Jambeck, and K.L. Law, 2017」より）.

世界のプラスチックの最終処分方法
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出所: The New Plastics Economy（エレン・マッカーサー財団、2018年）
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プラスチックの大半は使用期間が非常
に短く、包装材の95%が最初の使用
から1年以内に廃棄されます（エレン・
マッカーサー財団）。毎年、1,300万
トン近いプラスチック廃棄物が世界の
海洋に投棄されています。一方、プラ
スチックの化学成分は複雑で、リサイク
ルの利益率が低いため、使い捨てプラ
スチックの大半は埋め立てられるか焼
却処分されます。プラスチックは重要な
生態系を汚染し、人間の食物連鎖に
も影響を与えます。世界自然保護基
金（WWF）と豪ニューキャスル大学
が行った2019年の研究によると、人
間は平均で1週間に約5gのプラスチッ
ク（クレジットカード1枚分）を口にし
ています。

プラスチックは生物分解に最大450年
もかかるため、適切に処分しないと、
環境に甚大な影響が出ます。プラス
チック包装容器が再利用可能な循環
型経済の敵となった背景を理解するの
は簡単で、環境意識の高い消費者や
規制当局の標的となっています。

変化の契機—政府や消費者が再考
を促す

当然、規制当局や消費者は何らかの
行動を求めています。世界中の多くの
政府は新たな規制を導入し、使い捨
てプラスチックの影響を軽減する行動
可能な計画にコミットしています。これ
には世界有数のプラスチック製品メー
カーや消費者団体も参加しています。
規制行動によって通常は、使い捨てプ
ラスチックの削減に注目が集まり、それ
に代わる解決策としてリサイクルやイノ
ベーションが推進されます。
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世界中の国が使い捨てプラスチック問題に取り組む
（図表2）世界中の多くの政府は新たな規制を導入し、使い捨てプラスチックの影響を軽減する実行可能な計画にコミットしています。世
界有数のプラスチック製品メーカーや消費者団体が手本を示し、使い捨てプラスチック削減を目指した重要な規制的行動やイニシアティブを
導入する一方、リサイクルや代替品の使用を推奨しています。

米国

◼ 使い捨てレジ袋を禁止している州：カリフォル
ニア、コネチカット、デラウェア、ハワイ、ニュー
ヨーク、オレゴン、バーモント

◼ 小売店にリサイクル努力を義務付けている
州：カリフォルニア、デラウェア、メイン、ニュー
ヨーク、 ロードアイランド

英国

◼ プラスチック製ストロー、マドラー、綿棒の禁止
を計画

◼ 買い物袋有料化

◼ リサイクル素材の使用率が30%未満のプラス
チック包装に対する税金を2022年に導入予
定

欧州連合

◼ 2021年までに使い捨てプラスチック10品目を
禁止

◼ マイクロプラスチックに関する制限

◼ 2030年までにプラスチック包装をすべてリサイ
クル可能なものに変更

◼ 代替できない使い捨てプラスチック品目の消
費を2025年までに25%削減

◼ 2030年までに地方自治体廃棄物の65%、
包装廃棄物の75%をリサイクルし、埋め立て
を自治体廃棄物の最大10%まで削減

インド

◼ 固形プラスチック廃棄物の輸入禁止

◼ 2022年までに使い捨てプラスチックを撤廃

◼ マハーラーシュトラ州が瓶・容器の買戻し制度
を法制化

◼ マハーラーシュトラ州が大手ブランドに回収・リ
サイクルに必要な資金提供を義務付け

中国

◼ レジ袋と使い捨てプラスチック食器の生産を制
限

◼ 2022年までにホテル、郵送/配送拠点での
使い捨て及び生物分解できないプラステック
包装の使用禁止

◼ 特定のプラスチック及び紙の輸入禁止

データの収集と分析はティー・ロウ・プライス。2020年12月時点。

1 Kantar “Who Cares, Who Does” Survey（2020年9月時点）
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各国・地域の規制面での主な取組み
は図表2の通りです。

消費者も変化を推進しています。例え
ば、MSCIオール ・ カント リー ・ ワール
ド・インデックス（ACWI）を構成する
家庭・パーソナルケア製品（HPC）
企業の半数は、消費者が購入する製
品の環境への負荷を懸念していること
を受けて、自社製品の持続可能性の
改善への取り組みを進めています。

Kantarの調査 1によると、世界の消
費者はプラスチック廃棄物を気候変動
に次いで 2番目に大きな懸念事項と
捉えています（19 ヵ国、80,000名
以上の消費者が参加した調査）。さ
らに、 2020年には世界の消費者の
20%がプラスチック廃棄物の削減に
積極的に参加したことがこの調査で明
らかになり、その比率は 2019年から
4%上昇しました。



プラチックを多く使う業界の様々な対応
（図表3）HPCセクター内では、イノベーションは3つの結果に幅広くフォーカス 循環

産業界の対応：イノベーションがプ
ラスチックの未来をどのように変えて
いくか

規制当局や消費者、企業の圧力を
考えると、ESG（環境・社会・ガバナ
ンス）問題への対応が、今後数年、
先進国の包装業界の行方を大きく左
右しそうです。そうした中、使い捨てプ
ラスチックは紙、アルミ、ガラス等の代
替製品やバイオプラスチックのような革
新的な新素材が代替となりうる注目
の分野です。

プラスチックはメリットが多く、実用的で
幅広い用途があるため、規制当局や
消費者からの圧力があるからといって、
その廃止を目指すのは非現実的です。
様々な解決策が試されており、当社リ
サーチでは企業が変化の必要性に伴
うリスクと好機に対して、どのように適
応することを目指しているか見極める
ことに力を入れています。使い捨てプラ
スチック（特に個包装用）の大手メー
カーかつ消費者でもあるHPCセクター
の対応を「廃止」「再利用」「循環」と
いう3分野に分類しました。

同業界のトップ企業の多くは包装の全
面見直しを2025年～2030年に完
了する見込みです。企業はアルミや紙
など代替素材への切り換えにより消費
者の嗜好や期待の変化に対応してい
ます。

間接的
不可欠な機能のある
包装を革新的ソリュー
ションで代替

直接的
不可欠な機能のない
包装を廃止

出所：オリジナルの略図はヘレン・マッカーサー財団のウェブサイトより入手(2021年9月)。この略図は本稿に掲載するためにティー・ロウ・プライスが手を加えて作成したもので、
ヘレン・マッカーサー財団の見解やその承認を反映したものではありません。
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一方、製品やサプライチェーンへの変
更を行いながら、同時にレジ袋の全面
廃止など新たな方針を採用する企業
もあります。

プラスチックの使用廃止を目指す場合、
通常、容器や製品の保護に不要な包
装部分を削除します。大半の企業は
具体的な包装廃止目標を公表してい
ませんが、我々が分析した企業の多く
は包装最適化の事例を有しています。
例 え ば 、 MSCI ACWI を 構成 す る
HPCセクターの36社中15社が外装
を包むプラスチックフィルムなど不要な
第三次包装や、詰め合わせ製品の二
次的プラスチック包装を廃止すると発
表しています。また、一部の企業はプ
ラスチックの注ぎ口、ラベル、シールなど
の包装部分を取 り除 く革新的な ソ
リューションを見出しています。軽量化
も業界共通の ト レ ン ド です 。MSCI
ACWIのHPC企業の50%以上が製
品の重さや量を減らすことでプラスチッ
ク消費を大幅に減らしています。

再利用戦略の点では、MSCI ACWI
のHPC企業18社が現在、家庭で詰
め換え可能な製品を提供しています。
もう一つの一般的な再利用戦略は、
再利用可能な容器を配布、洗浄して
使用する 「容器回収型 」定期購入
サービスです。

プラスチック堆肥化
プラスチック包装を家庭や
産業用堆肥施設で分解

代替
プラスチック包装をより簡
単にリサイクル可能な製品
または分解された代用品
で代替

プラスチック・リサイクル
プラスチック包装を分解し、
新たな製品 (開放型また
は閉鎖型システム) を作る

家庭で詰め替え
再利用可能な容器を
家庭で詰め替え

店頭で詰め替え
再生可能な容器を店
頭で詰め替え

家庭から回収
容器を集荷サービスで
家庭から回収

店頭で回収
利用者が容器を店頭/
引渡場所で返却

B2B
包装及び再利用

業界横断的な再利用
システム

廃棄 再利用 循環



企業レベルでは、多く
の企業がこうした変化
の必要性を認識し、よ
り持続可能な新たなパ
ラダイムに適応している

— Maria Elena Drew
責任投資リサーチ部門
ディレクター

2原油や天然ガスなどの石油化学原材料から直接生産され、それ以前に使用または処理されていないプラスチック原料。
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プラスチックの使用廃止や再利用する
アプローチの考案に成功する企業もあ
りますが、多くの企業にとってそれは不
可能です。例えば、食料雑貨セクター
では、食料の輸送において鮮度を保ち
廃棄を防ぐためにプラスチック包装を使
用しており、この取り組み自体が持続
可能性の実現に繋がる重要な要素と
なります。こうした事例でのソリューショ
ンは循環の改善であり、それは以下の
分野でのイノベーションを伴います。

◼ 包装の再利用、リサイクル、堆肥
化をより容易にする

◼ 包装にリサイクル素材を使う

◼ バージン・プラスチック 2や繊維の使
用を減らす

HPCセクターを分析したところ、3つの
イノベーション・アプローチのうち、進展
の大半は素材循環の改善で見られま
した。HPC企業の多くは容器をより再
利用、リサイクル、堆肥化可能にする
試みに積極的に携わっており、2025
年までに100%循環という業界基準
の達成を目指しています。企業がこう
した慣行の環境や業績への恩恵を理
解し始めているのは明るい材料です。
リサイクルするプラスチックが増えると、
素材の投入コストが下がる一方、環
境意識の高い消費者がこうした変化
を行っている企業をサポートする可能
性が高まります。

プラスチックの生産 /使用量削減の潜
在的な恩恵が見られるのはHPC企業
だけではありません。バージン・プラス
チック包装の代替となりうる持続可能
な製品を提供する紙 /繊維包装材や
アルミ缶のサプライヤーへの需要が増え
そうです。一方、プラスチック使用量の
削減へ向けた消費者の圧力や政府の
規制もプラスチックの回収、分類、リサ
イクル業務に関連した多くのビジネス
チャンスにつながるでしょう。

より困難な分野では、課題が残る

プラスチック問題への前向きな対応が
見られる半面、リサイクル素材や包装
用バージン素材の使用量削減な ど
「達成が難しい目標」の情報開示には
企業はあまり積極的でありません。

包装を再利用や堆肥化可能なものに
変更する取組みと比べ、製品包装に
リサイクル・プラスチックを使うのは、より
困難です。現在はプラスチックをより効
率的にリサイクルするために必要な回
収のリソースやインフラが不足しており、
原油安もリサイクル・プラスチックの経
済的な魅力を削ぐ一因です。

こうした障害の存在により、企業は実
績作りのためリサイクルを偽装する「グ
リーンウォッシュ」に走る可能性が出て
きます。このため、当社の責任投資モ
デル（RIIM）では製品に占めるリサ
イクル素材に関する企業の主張が正
確かつ最新であることを確認するため
に、原材料投入量やリサイクル素材の
使用量を重視しています。

急激な変革が進行中

世界がプラスチック廃棄物問題にどの
ように対応するかが社会、企業、投資
家、そして当運用チームにとってかつて
ないほど重要な問題となっています。
産業界にとって大きな課題は、持続可
能性の問題に対処するソリューションを
考案する一方で、現代の産業と社会
の幅広い分野にまたがるプラスチックの
実用性のバランスを取ることです。

企業が代替素材（紙、アルミ、ガラス
等）の開発・使用や、環境負荷の小
さい素材（バイオプラスチック等）など
のイノベーションを進め、包装の全体
量を減らす方法を見つけるにつれ、使
い捨てプラスチックの分野は今後10年
で急激に様変わりすると予想されます。
企業レベルでは、多くの企業がこうした
変化の必要性を認識し、より持続可
能な新たなパラダイムに適応していま
す。イノベーションを通じて規制や消費
者の圧力に対応する業界や企業は、
成功へ向けた好位置につけていると見
られます。

我々は、投資プロフェッショナルとしてこ
うした動向を分析に取り入れ、それら
が企業の行動にどのように影響し、リス
ク軽減や機会創出のためにどのような
行動が取られているか評価しています。
その過程で、プラスチックの使用に対す
る長期的かつ持続可能な解決策への
適応という面で最適な位置付けを有
する企業を特定したいと考えています。



◼ リサイクル素材の使用量

◼ 包装目標

◼ 包装パフォーマンス・データ

廃棄物

◼ 廃棄物リサイクル

一般

◼ エコ・デザイン

◼ グリーン物流プログラム

ティー・ロウ・プライスの責任投資モデル（RIIM）のファクターとしてプラスチックの
持続可能性を取り入れる

ティー・ロウ・プライスのRIIMは、プラスチックの持続可能性について企業をスコア付けし、
測定する一連のファクターを組み入れています。このモデルは、各ビジネスについて包括的
かつ総合的な評価を下すため、社内と社外のデータを活用します。主な指標は以下の
通りです。
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素材 製品の持続可能性

◼ 持続可能な製品とサービス

◼ 製品スチュワードシップ・プログラム

◼ 製品の環境面の影響

◼ 製品の化学的安全性

◼ 化学品の「クリーン技術」エクスポー
ジャー
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には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。

当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.265%（消費税10%込み）の逓減的報酬料率を適用いたします。
また、運用報酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額
を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。

「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ ロウ・プライス・グループ、インクの商標または登録商標です。

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

金融商品取引業者関東財務局長(金商)第3043号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会/一般社団法人 投資信託協会

INVEST WITH CONFIDENCE®

ティー・ロウ・プライスは、お客様に信頼していただける優れた運用商品とサービスを長期

にわたってご提供することに注力しています。

troweprice.co.jp

202110-1868146 7


