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１．本報告の課題と既往研究 

 中国は 2017 年末以降プラスチックくず(以下廃プラという)輸入を禁止した。中

国が 2016 年に輸入した廃プラは 735 万㌧、世界貿易量の 56％を占めていたので、

この輸入禁止は廃プラの資源循環を中国に頼ってきた日本や韓国、欧米など先進国

を震撼させた。Tony R. Walker ‘が Nature で China’s Ban on imported plast ic waste 

could be a game changer１）と予測したのが的中し、先進各国は溢れる廃プラの処理

問題に直面、新たな方途を見出す必要に迫られた。本論稿では、先進各国の中でも

排出時の分別から適正処理の仕組み構築でも先進的といわれてきた韓国を対象に、

この国が直面している問題と解決に向け模索する方策を解析することを目的とす

る。 

既往研究は、장현숙(2019)주요국의 플라스틱 규제 동향과 혁신 비즈니스 

모델 구(主要国のプラスチック規制動向と革新ビジネスモデル研究)２）があるもの

の乏しい。ちなみに、韓国の廃プラの回収・処理・循環を見る場合、環境資源公社

(2010.1 韓国環境公団に転換)の関わり方が事業系と農業系では異なるものの、2017

年以前の研究を見ても、この関わり方の差異を踏まえて解析したものは見当たらな

い３）。 

  

２. 韓国が直面する廃プラ回収・処理問題 

 まず韓国の廃プラ輸出の動向を K-statistics で公表されているデータをもとに見

ておこう。図１に示すように、韓国の輸出が 5 万ｔ(輸出額では 2 千 300 万 US＄)

を超えたのが 2000 年、ピークは 2007 年で 32 万 5 千ｔ(同 2008 年 1 億 200 万＄)に

達し、それ以降減少に転じ、2010 年から 2017 年まで 20 万ｔ前後(額で 6 千万＄前

後)で推移した後、急減して 2019 年には 3 万 3 千 t(同 787 万＄)へとピーク時の 1

割にまで縮小している。 

 韓国も毎年 20 万 t 前後の廃プラスチックを中国に輸出してきたので、国内の回

収(韓国では쏘저除去という)・処理加工業者等は中国の輸入禁止に伴う影響をもろ

に受けることになった。もちろん、日本と同様、処理加工業者はベトナム、マレー

シア、インドネシアなどに輸出先を切り替え、国内の過剰在庫を避ける対応をして

きたが、これも東南アジア各国の規制強化に直面し、バーゼル条約改定に伴う 2021

年１月以降の輸入国の了解要件が付加されて、今後の見通しは明るくない。   

 ところでこれは現実の一側面でしかない。というより、現実には、ソウルと京畿

道・仁川地域で、リサイクル業者 48 社が人手不足、処理費上昇、加工品(リサイク

ル原料)価格低下等を理由に、2018 年 4 月から廃プラ回収を中断し‘ゴミ大乱’が

起こった。古紙価格が中国の輸入禁止で前年の㎏当たり 130₩から 4 月には 90₩以下 



 

 

     図 1 韓国におけるプラスチックくず輸出・輸入量の推移 

      資料：K-stat ist ics, KITA.org により筆者作成  

 

に急落し、そのあおりで、サービスで行っていた廃プラ回収もストップした。政府

は緊急措置として 3 か月間限定で回収業者にｔ当たり 20 万₩の補助を出し、回収

が再開された。また慶尚北道義城郡のプラゴミ火災が CNN の 2019 年 3 月 3 日報道

で話題になった４）。この廃プラ山はリサイクル業者の (株)韓国環境産業開発が 2017

年から 2019 年初まで 2 年余りに亘って許可量(2,157ｔ)の 80 倍、172 千ｔを搬入し

て放置したもので、火災は半年近く自然発火を繰り返した。類似の廃プラ山（放置

廃棄物）は京畿道、忠北、華城、仁川富平区、松島、霊泉等にもあり、全国で 235

ヶ所、120 万ｔに達するといわれている(環境部、2018)。郡役所関係者は“運営者

は廃棄物放置で告発され拘束された状態だが、廃棄物自体は私有地にあるから手を

出せる方法がない”という。ちなみに、韓国ではのちにみるように、廃プラなどの

廃棄物は民間業者が中心となって処理し、環境公団中心の農業廃プラの処理は例外

的である。当然、民間が処理業務を継続して行うには、廃棄物増加に対応してリサ

イクル市場が成長する必要があるが、リサイクル市場の成長が廃棄物増加に追い付

かないと、残滓の堆積となってしまう。加えて中国の輸入禁止に直面し、リサイク

ル品市場は一気に過剰状況を呈した。韓国では中国輸入禁止後の廃プラ市場の構造

は動脈硬化にかかったと指摘する専門家が多い。 

加えて、廃プラ輸入禁止法がないため、日本や米国等からの廃プラ輸入が増加し

ている。2000 年 18 千ｔであった韓国の廃プラ輸入は 2011 年に 6 万ｔを超え、2019

年には 17 万 t 近くに増大している。日本から韓国へは 2016 年 29 千ｔ、2017 年 33

千ｔ、2018 年 101 千ｔ、2019 年 82 千ｔと輸出され、韓国国内の過剰在庫問題に拍

車をかけた。 

国内の過剰在庫問題を抱えながら、海外から輸入するのは、廃プラ加工品価格が

国内の回収・処理費用より安価であることによる。2018 年韓国統計庁統計開発院が

発刊した「폐플라스틱의 발생과 재활용 현황（廃プラスチックの発生と再活用現



 

況）」によれば、汚れの少ない廃プラを得るための回収選別費用が、国際的なプラ

スチックくずの供給過剰で低落した輸入価格を 4倍上回ってしまうに至ったという
５）。処理して輸出するのが困難になったのと合わせ見ておかねばならない。韓国

処理加工業者が直面するこれらもう一つの顔を見ておかないと、状況を的確に把握

理解したことにならない。 

 さらに、文在寅政権は、環境政策の重点の置き方を、前の李明博政権・朴槿恵政

権時と比べ変更してきた。たとえば、前政権は廃プラを資源化し新再生エネルギー

として利用するため、RPF（韓国では固形燃料 SRF を使う６））製造し製紙工場や発

電所等の熱源とする政策を展開してきた。そのため SRF 製造する工場を全国各地に

立地するよう支援した。SRF 製造業者は廃プラ回収時に処理料を受け取り、 SRF 販

売時に料金を受け取り、収入を入口・出口で受け取ることができた。工場を整えれ

ばこのビジネスができる環境が整えられた結果、2008 年 51 ヶ所に過ぎなかった SRF

製造業者は 2014 年 190 ヶ所、2015 年 219 ヶ所、2017 年には 233 ヶ所まで増えた。 

 しかし、文在寅政権は PM2.5 などの微細粉塵が最大の環境問題に浮上し社会問題

化してきたことから、SRF の利用規制に乗り出し、首都圏と大都市、小規模施設で

は SRF を使うことができないようにした７）。大邱、原州、驪州、羅州などに立地

する予定だった SRF 製造施設も‘微細粉塵主犯’説に直面してしまった。 SRF 利用

施設は基準以下の廃棄物焼却施設とともに PM2.5排出に大きく関わっているとして、

非難を受ける状況に立ち位置が変わった。焼却施設は 2005 年 2,871 ヶ所から 2017

年 395 ヶ所にまで急減した。SRF 製造業者も SRF が思うように売れない状況に置か

れるや、ひとまず廃棄物は受けるものの燃料は作らないで工場に積み始めた。窮地

に追い込まれた業者に‘市場価格より 2 万～3 万₩安くゴミを処理する’としてブロ

ーカーが接近、ブローカーに移った廃プラは野山、空き倉庫など人目に入らない所

に捨てられ、結果としてゴミ山が各地に出現したのである。  

 事業場排出プラスチックのリサイクル率は韓国統計では 2005 年 28%から 2010 年

61%、2017 年 66％に急上昇してリサイクル国家になったように思われたが、中国の

輸入禁止で一気に縮小した国際プラスチックくず市場と、文在寅政権の規制政策に

よる国内リサイクル品市場の縮小に直面し、四面楚歌に陥っている感の現実の背景

と構造の全体を見ないと、的確な判断、政策立案が出来ないと思われる。韓国環境

部は 2019 年 12 月 3 日、不法・放置廃棄物対策を出した。全国不法廃棄物 120 万 3,000

ｔ中 11 月末までに 72 万 6,000ｔ(処理率 60.3%)を処理、種類別には放置廃棄物 51

万 1,000ｔ(59.5%)、不法投機廃棄物 19 万 2,000ｔ(61.9%)、不法輸出廃棄物 2 万

3,000ｔ(67.6%)を処理完了し、残る処理は 2020 年上半期までに完了する予定であ

る。しかし、リサイクル市場過剰問題が解決したわけではない。市場構造が変わる

中、民間依存のリサイクル処理の限界を認識しないと判断を誤る。  

 

３．日本と対比した韓国の廃プラ発生と処理 

ここで、韓国の廃プラ特性を理解するため、日本と比較し、プラスチック消費と

排出の概要を整理しておこう。韓国のデータは一部把握できないところもあるが、 



 

表１ 日本・韓国のプラスチックの消費および廃棄物発生量（千ｔ、 2017） 

  
プラスチック 

国内消費量 

プラスチック 

廃棄物発生量 
うち生活系 うち事業場系 

韓国 6,325 7,961 (100%) 2,980 (37.4%) 4,981 (62.6%) 

日本 10,120 9,030 (100%) 4,180 (46.3%) 4,850 (53.7%) 

資料：최 주섭「플라스틱 시대, 위기와 대응」(プラスチック時代,危機と対応)。2019

廃棄物処理技術管理・処理技術発表会(資源循環フォーラム )2019.8.28。 元資料は韓国環

境部統計「全国廃棄物発生及び処理現況」。(一社)日本プラスチック循環利用協会。 

 

概要把握はできる。表 1 を見られたい。2018 年の一人当たり GDP ランキングは韓国

28 位、日本 26 位の 85％の額で、人口は 41％の数値等から見ると、プラスチックの

消費量は日本の 62％、排出量は 88％に当たるので、日本以上にプラスチック依存

社会といえる。ただし、表 2 によれば、日本はサーマルないし単純焼却が多いのに

対し、韓国はリサイクル(재활용再活用)が多く、これを踏まえ、従来はプラスチッ

クリサイクル社会の構築が進んでいるとみられてきた。しかし、２、３でみた最近

の動向はこの社会のもろさも露呈した。それだけ循環社会構築の難しさと、静脈産

業市場のあり様を再検討する課題を提起しているようである。  

 

表２ 韓国・日本のプラスチック廃棄物処理現況(2017)    単位：千ｔ/年 

区 分   計  埋立 焼却  リサイクル 

韓国 
7,994    

(100%) 

365     

(4.6%) 

2,658(33.2%)       

発電,燃料,焼却 

4,971(62.2%)  MR 681+?、セ

メント 858, 固形燃料 1,199 

日本 
9,030  

 (100%) 

520      

(5.8%) 

4,330(48.0%)       

発電 2,870 燃料

700, 焼却 760 

4,180(46.3%)   MR 2,110、固

形燃料・・セメント1,670、高炉 400、

熱利用 700 

注）Material Recycle 681 千トン(KPRC,2017) セメント 858 千トン(韓国セメント協会,201 

9),固形燃料 1,199 千トン(環境公団,SRF 製品製造実績現況,2018) 資料は表 1 に同じ 

 

それだけではない。2018 年 12 月環境部と韓国環境公団が発表した「 2017 年度全

国廃棄物発生および処理現況」をみると、分別回収された廃プラ(合成樹脂類およ

び発泡樹脂類)は 100%リサイクルされたと看做し、選別処理業者に渡せば、それは

すべてリサイクルの枠でカウントしている。処理現場を見ればすぐにわかることで

あるが、分別回収した廃プラの中には異物混入に止まらず、多様な添加物を含んだ

処理困難なプラスチック類も少なくない。環境部自身、市町村等公共部門が関連し

た分別回収データをもとにリサイクル廃棄物選別過程だけでリサイクルが不可能

な残滓物が 39%程度出てくると推測している。全体の 70％余を占める民間業者の回

収データは把握できていない。韓国国内でもこのリサイクル率は嵩上げされた数値

とみる専門家も少なくない８）。 



 

 

４．回収処理主体：民営、公営（事業系廃プラと農業系廃プラ）  

韓国では 1995 年の廃棄物管理法の改正により、従来の有害性基準に加えて発生

源概念が導入され、廃棄物は生活廃棄物と事業系廃棄物とに大きく区分された。そ

して生活系廃棄物は地方自治体が処理責任を負い、大型アパート団地の場合、一般

生ゴミは地方自治体に任せ、廃プラなどリサイクル品廃棄物は地方自治体が民間業

者と契約を結んで処理を委託してきた。他方、事業系廃棄物は事業者の処理責任を

基本とし、事業系生活廃棄物は地方自治体が処理を請けることも可能とされている。

廃棄物全体の処理量のうち、自治体の処理 9.5％、処理業者処理 81.5％、自家処理

9.0％の構成(環境部、2018)で、圧倒的に民間業者依存になっている。 

処理量だけでなく、事業系リサイクル品廃棄物に関わる業者数に注目すると、廃

棄物の収集運搬・処理業者数は「全国廃棄物発生及び処理現況」(2020.2)によれば、

総数 14,574 業者で、うち収集運搬 7,503 業者、処分・再生業 7,021 業者(中間･最

終処分業 261、中間･最終・総合再生業 6,252、建設中間処理 558)であるが、77％を

占める事業場と建設系の廃棄物の業者でみると、収集運搬 4,864 業者、処分・再生

業者 6,337 業者で、民間業者が文字通り中核をなしている。それはリサイクル品市

場の有り様によって業務展開を左右され、利益が出ないとなれば、操業停止ないし

撤退する可能性が高いことを意味する。 

これに対し、廃プラの 3.9％を占める農業廃プラ 31.4 万ｔの回収処理主体は特徴

を異にする。環境公団という政府関連組織が中核的役割を担っているのである。韓

国は日本と同じ零細農耕を出発点とし、農業用プラスチック資材を多用する園芸農

業などを発展させてきた日本と事情が似ているが、米韓 FTA（2012 年発効）や EU

韓 FTA（2011 年暫定適用、2015 発効）など、日本に先んじてグローバリゼーション

に対応し、それに伴う問題も露呈してきた。農業廃プラの適正処理に対しては、日

本より遅れて取り組みながら、短期間に回収処理体制を確立し、再生品開発にも積

極的に取り組み、また中国向けプラスチックくず輸出で、東アジアリサイクル圏の

一翼を占めてきた。その韓国の動向は、日本にも重要な示唆を与える。 

 しかし、韓国の農業廃プラの動向は日本ではほとんど注目されない。韓国の農業

廃プラの動向を探るには、韓国環境公団が地方自治体や民間業者と連携し、回収の

主役を担っていることから、この公団が発信する情報を注意深く収集する必要があ

るが、日本語や英語情報は乏しく、ハングル語情報に頼る以外ない。因みに、

KOSIS(韓国統計情報サービス)で提供されている営農廃棄物発生量統計をみると、

現在 2004 年以降 2017 年までの営農廃棄物データが閲覧できる。そこでまず韓国農

業廃プラの動向を概観することにしよう。 

表３は韓国の農業廃プラ発生量と回収量である。これを見る際、日本は廃プラ排

出時マニフェスト交付の処理実績を発生量としているが、韓国は、センサス農家調

査から標本抽出し面接調査して発生量を推計していること、両国の農業現場での利

用素材の違い、例えばマルチが多いと土砂や水分、作物残滓など異物混入が増え発

生量に影響することに留意する必要がある。事実、韓国では、マルチ並びに HDPE  

が多いことから排出量は日本の 103,836ｔ(2016)の３倍に及ぶ 314 千ｔである。日本は   



 

表３ 2017 年韓国営農廃プラスチック発生量と回収量  単位:ｔ 

区分 

 

総計 

 

 ハウス用 

LDPE 

 マルチ用 

LDPE 

HDPE 

 

その他(PVC

,EVA,PO) 

発生量(A) 314,420 64,560 117,343 121,349 11168 

回収量(B)計 270,101 60,173 97,550 101,871 10507 

公団 205,951 10,197 92,448 101,006 2300 

他 64,150 49,976 5,102 865 8207 

回収率(B/A)計 85.9% 93.2% 83.1% 83.9% 94.1% 

公団 65.5% 15.8% 78.8% 83.2% 20.6% 

他 20.4% 77.4% 4.3% 0.7% 73.5% 

資料：環境公団「2017 년영농폐비닐회수실태및회수량조사 2017 年営農 

廃プラ回収実態及び回収量調査」2019.11 

 

施設園芸面積が 53,169ha(2001年)から 43,220ha(2016年)へと 19％も減少したのに

対し、韓国はハウス果樹を除いて統計を作成しているが、野菜と花きの施設園芸面

積は 52,189ha(2000年)から 57,354ha(2017年)へと 10％増加していることも影響し

ている。農業廃プラの回収は韓国環境公団が 76％を占め 良質なハウス用フィルム

の LDPE や PO、PVC などは主に民間業者が回収し再生処理している。日本でいう農

ポリ系が多く、日本で 27％を占める PVC が韓国では数％と少ない。マテリアルリサ

イクルは日本の 20％強に対し 65％前後の高比率を占めるが、農業廃プラの未回収

部分が 2017 年で 14%あるのは気になるところである。「資源節約リサイクル促進法」

施行令の生産者責任制度により、メーカーは kg 当たり 50₩の負担金を国庫に納付、

公団はこれを財源に含め回収時の奨励金を手当てしている。   

  なお、2005 年以降 12 年間の営農廃プラ廃棄物発生量と回収量・リサイクル量の

推移を見ると、発生量は年々の変動があるものの 31 万ｔ～34 万ｔで推移し、リサ

イクル量は 17 万ｔ～25 万ｔで推移している。異物混入を 30～40％とみると、リサ

イクル率は高いレベルにあるとみてよい。また用途別廃プラ発生量を地方別に見る

と、マルチが多い全南、慶北、慶南、全北などの排出量が多い。忠南はハウスや HDPE

が多く、上記４地方とは趣を異にしている。韓国北半分は保温用に高密度の HDPE

が多く活用され、排出されている。 

韓国環境部は農村人口の高齢化と回収・運搬に伴う不便を解消して、農業者が難

なく営農廃棄物を除去・保管できるよう、村単位の 1 次回収拠点の'共同集荷場拡

充事業'を 2014 年から推進してきた。2019 年末、全国で 8,686 ヶ所の共同集荷場が

設置され、2021 年まで毎年 815～950 ヶ所を追加設置して、営農廃棄物の安定回収

基盤を用意する計画である。農業者は農業廃プラを近くにある共同集荷場に持ち込

み、これを公団が委託する収集運搬業者が 25 ヶ所の公団事業所に収集運搬する。

回収に際し、農業者には 2019 年 10 月現在 50～330₩/kg の廃プラ回収の奨励金が渡

される仕組みになっている。奨励金に差があるのは、素材や分別、異物混入の差な

どで A～D 級品に区分していること、地方自治体の助成力が影響している。 

ともあれ、韓国の農業廃プラは環境公団が回収処理の中核を担うことで、安定し



 

て資源循環が進む形になっている。もちろん、２でみた農村部に運び込まれた廃プ

ラ山のほか、農業廃プラも一部未回収で、農地・農村環境の汚染を引き起こす原因

の一つとされている。韓国環境部は全国農村地域の農耕地に放置された廃プラを除

去回収するために 2019 年 11 月 18 日から 12 月 13 日まで集中回収期間を設定、取

り組みを強化している。農業者は回収し持ち込めば奨励金をもらえるが、未回収は

そのメリットよりも、高齢化や回収拠点が遠いことなどを理由としているため、簡

単には解決しない。土砂や水分など異物混入で業者が引き取りを断るケースも考え

られるので、未回収の背景と発生メカニズムをより深く分析し、対策をとることが

必要と思われる。なお、営農残滓物などの焼却で年間 7,878ｔの PM2.5 など微細粉

塵が排出されるが、これは全国微細粉塵排出量(100,247ｔ)の 7.9％に該当する。 

 

５．まとめに代えて：静脈市場と公共関与のあり方 

 廃プラは廃棄物として使用者にとって不用になったものである。しかし分別排出

と回収を的確に行い、処理再生が困難な添加物を多用しなければ、幾度か再利用可

能な資源になる。もちろん、市場のあり方如何で、再生費用が再生品価格を上回る

ことも起こる。そうした場合に、廃プラが単純焼却や埋立に回され、場合によって

は適正処理されずに不法投棄や野焼きされてしまい、環境汚染を引き起こすことも

明らかになった。  

 韓国は廃プラリサイクルの先進国とされてきた。拡大生産者責任制度も幅広く機

能させている。しかし、そこには回収処理業者に引き渡せばリサイクルにカウント

するという統計上の問題があり、また廃棄物管理法第 24 条に事業場廃棄物の排出

者の適正処理責任を規定しているが、回収処理を担う民間業者が業務を継続的に行

えない市場環境下で、廃棄物が堆積してしまう問題が起こった。廃棄物は「目の前

から消えれば問題なし」とされ易い性質を持ち、これら原因が重なって、中国のプ

ラスチックくず輸入禁止後のここ２年余にシステムがうまく作動しないことが現

実化してしまったのである。日本は環境省が 2019 年 5 月、廃プラ産廃を当面一廃

焼却場で処理するよう市町村に協力依頼し、同年 6 月処理業者ヤード保管期間を従

来の２倍に延長した。緊急避難措置というが将来構想は未だ公表されていない。つ

まり韓国・日本ともにリサイクルに向け抜本的対策を構築する必要がある。 

 韓国は、農業廃プラの場合、日本にはない政府関連組織の環境公団が回収処理の

中核を担い、拡大生産者責任制度も機能させることで大きな問題を起していない。

民間業者の業務が成り立たない状況下では、法律で処理責任を明確化すれば済む話

ではない。回収されればリサイクル率にカウントする現行を見直しマニフェストに

よる最終処分までの管理徹底を図ること、資材生産者がリサイクル容易な資材製造

に注力すること、再生品の品質向上と利用拡大を図ることが、韓国を文字通りの廃

プラ適正処理の先進国にするカギとなる。廃プラのリサイクルも、研究開発→普及

組織→事業者という線形的イノベーション時代は終わり、多様な主体が繋がり、新

しい知識技術を生み出し、それを拡げる、共創型「コ・イノベーション」4.0 に向

き合うべき時代に入ったとみるべきであろう。 
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