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〈論文要旨〉
循環型社会は物質的な閉鎖系である。リサイクルは天然資源の消費量と廃棄物の排出量を削減

して環境資源の保全に有効であるが、他方で、リサイクルの繰り返しは再生資源に不純物を蓄積
して物エントロピーを増大させる。再生資源の物エントロピーを低減させるためには、外部環境
から低エントロピーのエネルギーを投入し、高エントロピーの排ガス・廃熱を外部環境へ排出し
なければならない。したがって、循環型社会が化石燃料などの枯渇性エネルギーに依存している
かぎり、環境保全は限定的である。循環型社会と再生可能エネルギーの大規模利用は、持続可能
な社会の建設にとって不可欠の車の両輪である。

〈Keywords〉
recycling-based society, renewable energy, entropy, cascade recycling, steady-state open 

system

〈Abstract〉
A recycling-based society is a closed system of material. Recycling is effective for the 

conservation of environmental resources to reduce the amount of waste and consumption of 
natural resources. But, repetition of recycling will increase the material-entropy to accumulate 
impurities in recycled resources. In order to reduce the material-entropy of recycled resources, 
the energy of low entropy must input from the external environment, and exhaust gas and 
exhaust heat of high entropy must discharge to the external environment. Therefore, as long 
as the recycling-based society is dependent on non-renewable energy such as fossil fuels, 
environmental conservation is limited. Large-scale use of renewable energy and recycling- 
based society is inseparable for the construction of a sustainable society. 
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はじめに
わが国は 2000 年に循環型社会形成推進基本法を制定し、21 世紀のあるべき社会の一つと

して循環型社会を選択し、その形成に向けて大きく舵を切った。同時に、容器包装リサイク
ル法をはじめ多数のリサイクル法を制定し、循環型社会の形成は着実に進展しているものと
考えられる。リサイクルは天然資源の消費量と廃棄物の排出量を削減して、環境と資源を保
全する最も有効な政策である。しかし、リサイクルもエネルギーを必要とする。過度なリサ
イクルはエネルギーを大量に消費し、温室効果ガスの増加など新たな環境負荷を高める可能
性がある。本稿では、リサイクルとエネルギーとの関係を考察し、循環型社会におけるエネ
ルギーのあるべき方向性を展望する。

１．リサイクルとエネルギー
１－１　カスケードリサイクル

循環型社会形成推進基本法は、循環型社会を形成するための対策の基本的な優先順位を①
発生抑制、②循環資源の循環的利用、③適正処分とし、さらに、循環資源の循環的利用の優
先順位として①再使用 (Reuse)、②再生利用 (Material Recycle)、③熱回収 (Thermal Recycle)
と定めている１）。本稿はリサイクルとエネルギーとの関係を考察することから、リサイクル
過程で外部からのエネルギー投入量が最も大きい「再生利用」を対象とする。すなわち、廃
製品を一度原料に戻し、新たな製品の原料として利用する、狭義のリサイクルである。

リサイクルは、その再生資源の利用の仕方によって、クローズドリサイクル (closed 
recycling) とオープンリサイクル (open recycling ) に大別できる。クローズドリサイクルは、
ある廃製品から抽出した再生資源をもう一度同じ製品の原料として利用するリサイクルで、
水平リサイクルともいう。例えば、使用済み空き缶から新缶 (CAN to CAN) を、使用済みペッ
トボトルから新たなペットボトル (Bottle to Bottle) を再生する場合がこれに当たる。オープ
ンリサイクルは、ある廃製品から抽出した再生資源を別の種類の製品の原料として利用する
リサイクルで、例えば、使用済み空き缶を電炉で再精錬して得られた鉄をフライパンの鋼材
に利用するような場合である。

ところで、原材料を繰り返し再生利用すると、次第にその品質が低下してくる。その低
下した品質レベルに応じて多段的に繰り返し再生利用することをカスケードリサイクル
(cascade recycling) という。ダウンサイクル (down cycle) ともいう。例えば、上質紙から新
聞紙、さらにダンボール紙へ、自動車の鋼板から道路のガードレールの鋼板へ、ペットボト
ルから衣料繊維、天井吸音材へ再生利用していく場合がこれに当たる。品質水準は低下する
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１）循環型社会形成推進基本法、第７条、2000 年 6 月 2 日制定、法
律第 110 号。
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が、元の製品から別の製品に再生利用しているという点で、カスケードリサイクルはオープ
ンリサイクルの一種である。リサイクルの実態としては、このカスケードリサイクルが最も
多い。
１－２　カスケードリサイクルの背景

カスケードリサイクルが行われる背景として、①排出時の異物の混入問題、②リサイクル
による不純物の濃縮問題、③リサイクルによる物理的劣化問題、④リサイクルのエネルギー
効率問題がある。

まず、排出時の異物の混入問題とは、空き缶中のタバコの吸い殻、空き瓶に付着した汚れ、
古紙中のホチキス針、分別袋に混在する異なる資源ごみなど、排出時にさまざまな異物が混
入し、それらを除去するための労力やエネルギー投入によって再生コストを上昇させるだけ
でなく、再生資源の品質を低下させ、場合によって再資源化自体を困難にしている問題であ
る。多くの場合は環境マインドの欠如から無意識に行われているが、排出効率を優先するた
めに意識的に行われている場合もある。平たく言えば、汚れを洗浄したり、異物を除去した
り、分別保管する手間を省く結果として起こっている。異物の混入は何らか人為的な結果で
あり、その防止は環境マインドの向上に比例している。「分ければ資源、混ぜればゴミ」と
いう古くからの標語は循環型社会形成の基本原則と言えよう。

次に、リサイクルによる不純物の濃縮問題とは、リサイクルを繰り返すたびに再生資源に
汚れ、合金の副素材、プラスチックの添加剤などの不純物が濃縮し、その品質が低下する問
題である。再生資源が再生資源として利用されるのはその組成純度が廃棄物と比較して格段
に高いためである。高濃度の不純物は再生利用にとって致命的であり、利用されずに廃棄物
に転化する可能性が高まる。排出時の異物の混入も不純物の濃縮を高める大きな要因である
が、より根本的な要因は生産段階にある。製品の原材料は単体元素のままで使われることは
少なく、その大半が諸元素の化合物であり合成物質である。金属であれば大半が合金であり、
プラスチックであれば添加剤が加えられ、液体であれば混合液である。例えば、錆びや酸に
強いステンレス鋼は、クロム (Cr) とニッケル (Ni) を副素材とする合金である。メッキやは
んだ等によって鉄くずに銅 (Cu)、クロム (Cr)、ニッケル (Ni)、錫 (Sn) 等の不純物が蓄積する
問題を鉄くずのトランプエレメント (Tramp element) 問題という。プラスチックは硬軟・耐
熱等の多様な特性を持たせるために添加物が加えられる。これらはさまざまな機能や特性を
引き出すために生産段階で合成・添加されるのであるが、それらが廃棄物となって再生資源
として利用しようとすると、合成・添加された諸物質は不純物として作用するようになる。
再生資源に不純物が蓄積すると、その品質に見合ったカスケードリサイクルが行われるが、
それに伴って不純物はさらに蓄積する。そしてカスケードリサイクルの用途さえなくなると、
廃棄するか、再精錬や化学・電気分解などによって不純物を除去することになるが、不純物
の除去には相当の外部エネルギーの投入が必要である。

三番目の物理的劣化問題とは、リサイクルの繰り返しにともなって、素材が摩耗したり、
朽ちたりして利用できなくなる問題である。例えば、金属は金属疲労を起こし、石材はすり
減り、木材はひび割れ、古紙のパルプ繊維は切れて短くなる。特に、石材や有機物の物理的
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劣化は外部エネルギーを投入しても再生利用することが困難である場合が多い。カスケード
リサイクルの用途がなくなれば、有機物の場合は直接焼却かバイオ燃料化などによって熱回
収することが妥当である。

四番目のリサイクルのエネルギー効率問題であるが、まず、リサイクルのエネルギー効率
(RE) とは、廃製品の収集運搬・再資源化の投入エネルギー総量を、天然資源の採掘・運搬・
精錬のエネルギー総量で割った商である。RE ＜１であればリサイクルのエネルギー効率は
良く、RE ＞１であればエネルギー効率は悪い。したがって、リサイクルのエネルギー効率
問題とは、リサイクルがしばしば RE ＞１となってしまい、リサイクルをするとかえってエ
ネルギー消費量を増加させてしまうという問題である。エネルギー投入が少ないカスケード
リサイクルを選択する要因の一つでもある。しかし、リサイクルは必ずエネルギー効率を悪
化させるものだと一般化することは誤りである。これまで公表されているＬＣＡでは、多く
の廃製品がリサイクルによってエネルギー効率を改善している。どのような廃製品がリサイ
クルによってエネルギー効率を悪化させてしまうのかは、廃製品の組成によって、分別やリ
サイクル技術の水準によって、さらに異物の混入状態などによって異なり、厳密なＬＣＡに
よる評価が必要である。エネルギー効率からリサイクルの是非を判断する場合でも、リサイ
クルとエネルギーの重みづけの仕方によって、また、前提となるエネルギーが枯渇性エネル
ギーか、再生可能エネルギーかによってもその評価が異なってくる。
１－３　リサイクルのエネルギー効率

リサイクルのエネルギー消費量、エネルギー効率を具体的に述べることは難しい。いろい
ろな研究機関や業界がＬＣＡの結果を公表しているが、どれとして同じ数値のものはなく、
エネルギー効率に基づくリサイクルの是非の評価が逆のものさえある。何故、エネルギー消
費量が異なるのか。それは、ＬＣＡの範囲の取り方、リサイクルの種類、すなわち、クロー
ズドリサイクル、オープンリサイクルのいずれを前提とするか、さらには前提とするリサイ
クル技術の種類や水準などによっても異なってくる。したがって、ここでの数値はあくまで
も目安程度の意味しかもたない。

スチール缶リサイクル協会によれば、使用済みスチール缶からスチール缶を製造する、い
わゆる「CAN to CAN」のエネルギー消費量は、鉄鉱石からスチール缶を製造するエネルギー
消費量の約 25％で、約 75％のエネルギーを節約することができるとしている２）。つまり、
使用済みスチール缶のクローズドリサイクルのエネルギー効率は0.25と良好である。ただし、
くず鉄の発生量は膨大で供給源も多様であり、再生スチールの需要分野も広いことから、使
用済みスチール缶は他の鉄くずと混じって、オープンリサイクルとカスケードリサイクルの
比率が高い。

アルミ缶の「CAN to CAN」のエネルギー消費量は、アルミ缶リサイクル協会によれば、
原料のボーキサイトからアルミ缶をつくるエネルギー消費量の 3％程度であり、97％のエネ

２）スチール缶リサイクル協会ホームページ http://www.steelcan.
jp/steelcanage/vol16/handinhand-2.html　（2012 年 5 月 28 日取
得）　



『循環型社会のエネルギー

25

３）アルミ缶リサイクル協会ホームページ http://www.alumi-can.
or.jp/html/alumi_05.html　（2012 年 5 月 28 日取得）

４）山口幸夫（2001）「エントロピーと地球環境」、七つ森書館、
pp.130-132、

５）ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ホームページ　　　　
http://www.petbottle-rec.gr.jp/nenji/2005/p08.html　（2012 年
5 月 28 日取得）

ルギーが節約できるとしている３）。つまり、使用済みアルミ缶のクローズドリサイクルのエ
ネルギー効率は 0.03 と優秀である。アルミくずは鉄くずと比べて発生量が少なく、再生ア
ルミは再生スチールと比べて需要分野が限られていることから、CAN to CAN のクローズ
ドリサイクルの比率は 68.3％（2010 年度）と非常に高い。

リサイクルのエネルギー効率だけを比べると、スチール缶よりアルミ缶の方が優れており、
缶類はアルミ缶に切り替えていくことが望ましいように見えるが、必ずしもそうとは言えな
い。ボーキサイトからアルミ缶をつくるエネルギー消費量は 1 トン当たり 33.96 ギガカロ
リー、鉄鉱石からスチール缶をつくるエネルギー消費量は 1 トン当たり 4.84 ギガカロリーで、
そこからリサイクルのエネルギー消費の絶対量を比較すると、1 トン当たりのエネルギー消
費量はスチール缶よりアルミ缶の方がやや高い（この場合のリサイクルのエネルギー効率は
スチール缶が 0.27、アルミ缶が 0.05）という報告がある４）。

ペットボトルについては、ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会によれば、使用済みペット
ボトルからその原料である DMT（テレフタル酸ジメチル）を作るエネルギー消費量は、石
油から DMT を作るエネルギー消費量の約 20％で、二酸化炭素の排出量も 50％削減できる
という。また、2004 年度に帝人ファイバー（株）が開発したペットボトルからペットボト
ル（Bottle to Bottle）をつくるエネルギー消費量は、石油からペットボトルをつくるエネル
ギー消費量の 50％程度で、約 50％のエネルギーが節約できるとしている５）。つまり、使用
済みペットボトルのクローズドリサイクルのエネルギー効率は 0.5 である。しかし、実際に
はコスト効率が悪く、カスケードリサイクルの比率が非常に高い。
１－４　リサイクルとエネルギーに関する課題

上述のとおり、使用済み製品のリサイクルは、その再生資源の利用の仕方によってクロー
ズドリサイクル、オープンリサイクル、カスケードリサイクルに分類できる。製品素材の組
成や排出時の異物混入などによって、廃製品から単体元素もしくは高純度の再生資源を取り
出そうとすると必ず外部エネルギーの投入を必要とし、再生コストも増加する。一般に、エ
ネルギーと再生コストの制約から再生資源の品質に応じたカスケードリサイクルが優先され
るが、その繰り返しによって再生資源の不純物は濃縮され、品質はスパイラルに低下してい
く。そして、カスケードリサイクルの用途がなくなると、再生資源の寿命はつき、焼却等に
よる熱回収を経て適正処分の領域へ入っていくことになる。上述の事例では、いずれの品目
もリサイクルのエネルギー効率が高いが、これはワンサイクルの再生資源でその品質が比較
的高いからである。カスケードリサイクルを経て劣化した再生資源の場合には、エネルギー
効率もコスト効率も悪化し、カスケードリサイクルから抜け出すことは容易ではない。

循環型社会の本質は 20 世紀に蓄積した地上資源を効率的・永続的に循環利用することで
ある。それは地下資源利用量と廃棄物発生量を減らして、資源と環境を保全する持続可能な
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社会の実現の可能性を高める。しかし、エネルギーやコスト制約の下での循環型社会の進展
は、その時間的経過とともにカスケードリサイクルが優勢となり、再生資源の全般的な劣化
は避けられない。リサイクルの進展は、短期的には地下資源利用量と廃棄物発生量を削減す
るが、長期的には、劣化した再生資源によって廃棄物量が再び増加し、それを補填する地下
資源量が必要となる。つまり、単純再生産を前提とした場合でも、長期的には地上資源量と
地下資源利用量と廃棄物発生量は一致する。循環型社会は地上資源量に等しい地下資源利用
量と廃棄物発生量をただ先延ばししているだけで、従来の資源の一方通行型社会と本質的に
変わらないのではないか、という疑問が生じてくる。

リサイクルとエネルギーとの関係をさらに深く考察し、この問題の解決の方向性を展望す
るためには、熱力学から生まれたエントロピー理論の導入が必要である。

２．リサイクルとエントロピー
２－１　エントロピー

エントロピー (entropy) は、物質やエネルギーの拡散の度合いを示す物理的な状態量をい
う６）。平たく言えば原子や分子の「乱雑さの尺度」を表す。拡散度合いが小さい状態を低エ
ントロピー、大きい状態を高エントロピーという。

ある物体の熱エネルギーの拡散状態を熱エントロピーという。熱エントロピーは、熱量 ( カ
ロリー ) が一定であるならば、高温の方が低く、低温の方が高い。熱量が同じで温度が高い
ということはそれだけ熱エネルギーが集中しており、低温であるということは熱エネルギー
が拡散していることを意味しているからである。熱の実体は原子や分子の振動・運動である
から、温度が一定であるならば、固体よりも液体、液体よりも気体の方が熱エントロピーが
高い。気体分子は内部エネルギーが大きく、分子運動の乱雑度が高いからである。

ある物体の組成物質の混合状態を物エントロピーという。混合エントロピーともいう。混
合は複数の物質の拡散の一形態と考えられる７）。したがって、ある単体元素からなる物体よ
りも、複数の元素からなる混合物体の方が物エントロピーが高い。

人間にとってある物体の利用可能性はエントロピーが低いほど大きい。熱エネルギーが集
中し高温な物体ほど、あるいは単体元素もしくは純度の高い物体ほど生産活動における利用
可能性は大きい８）。
２－２　閉鎖系とエントロピー

外部環境との間で物質・エネルギーの代謝がない閉鎖系の下で、温度の異なる２つの物体
を接触させると、熱は高温部から低温部へ熱平衡状態になるまで流れる。一度、熱平衡状態
に達すると熱は自発的に高温部と低温部に分離することはない。これは、高温部のエネルギー
の大きい分子運動が、次第に低温部の分子運動に伝導もしくは衝突等によって拡散していく
からである。同様に、温度が等しい２種類の気体（又は液体）を接触させると構成分子は拡
散して混合し合う。混合物体は自然状態では元に戻らない。これは、熱平衡状態にあっても

６）槌田 敦（1982）「資源物理学入門」、ＮＨＫブックス、pp.29
７）細野敏夫（1991）「エントロピーの科学」、コロナ社、pp.16

８）室田 武（1979）「エネルギーとエントロピーの経済学」、東洋経済、
pp.46-51
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２種類の気体（又は液体）分子は内部エネルギーによって激しく運動しており、時間経過と
ともに分子の空間的位置配置はその確率の高い方向へ、すなわち均質方向へと進行するため
である。このように閉鎖系ではエントロピーは不可逆的に進行し増大する。人工物（製品）
は壊れ、腐食し、解体して廃棄物となる。廃棄物が自然に元の製品に戻ることはない。リサ
イクルは物質的には閉鎖系であって、リサイクルを繰り返すと再生資源どうしの物質が混合・
拡散して物エントロピーが増大し、含有不純物が増加する。
２－３　定常開放系とエントロピー

外部環境との間で物質・エネルギーの代謝があるときにだけ、その構造を維持し続けてい
るような系を定常開放系という。散逸構造とも言う。定常開放系は、内部のエントロピーを
一定に維持又は減少させるために、外部環境から低エントロピーの物質・エネルギーを取り
入れ、外部環境へ高エントロピーの物質・エネルギーを捨てている。人間も含めて生物体は
定常開放系で、低エントロピーの食糧・水・酸素等を取り入れ、高エントロピーの排泄物・
熱等を排出して体内のエントロピーを一定に維持している。生態系も定常開放系である。植
物（独立栄養生物：生産者）の光合成によって低エントロピーの太陽エネルギーを化学エネ
ルギーとして有機物に固定（生産）し、有機物は食物連鎖を通じて従属栄養生物（消費者）
の間を循環し、高エントロピーの死骸や排泄物等は菌類等（分解者）によって無機物に戻っ
て、物質循環が維持されている。光合成によって変換された化学エネルギーはさまざまな生
物活動を通じて熱エネルギーに転換され、水循環に乗って最終的に宇宙へ発散している。人
間社会も定常開放系で、外部から低エントロピーの資源・エネルギーを取り入れ、環境へ高
エントロピーの廃棄物と排熱を放出して内部のエントロピーを一定水準に保っている。そし
て、地球も定常開放系である。低エントロピーの太陽エネルギーを受け取り、地球上の様々
な諸現象を支える多様なエネルギー形態を経て、最終的に高エントロピーの赤外線となって
宇宙へ放出することによって地球表面のエントロピーを一定に維持している９）。

このようにして見ると、ある定常開放系は上位の定常開放系の要素系であり、下位の定常
開放系の外部環境というホロン的構造を形成していることがわかる。地球上のある定常開放
系はその外部環境である上位の定常開放系から低エントロピーのエネルギーを取得し、それ
はさらに下位の要素系に次々と浸透し、逆に要素系が排出した高エントロピーのエネルギー
は次々と上位の外部環境へ排出され、最終的に赤外線となって宇宙へ発散している10）。この
過程で物質は重力によって地球にとどまり循環を繰り返している。
２－４　物エントロピーとエネルギー

エネルギー的には開放系で、物質的には閉鎖系という定常半開放系を考える。すなわち、
エネルギーだけ外部環境との間で代謝し、物質は系内で循環を繰り返しているような定常開
放系である。地球がそのような系であるが、理念上の循環型社会もそうである。循環型社会
は物質的には閉鎖系であるが、エネルギー的には開放系である。循環型社会の内部ではリサ
イクルによって物質の混合、不純物の蓄積が進行し、物エントロピーが増大する。そこで外

９）広瀬立成（2007）「地球環境の物理学」、ナツメ社、pp.174-179
10）勝木 渥（1999）「物理学に基づく環境の基礎理論」、海鳴社、

pp.42-43
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部環境から低エントロピーのエネルギーを投入し、分解・分別・精錬等によって増大した物
エントロピーを低下させ、その過程で発生する高エントロピーのエネルギーを外部環境へ排
出する。こうして循環型社会は内部の物エントロピーを一定水準に維持することが可能であ
る。地球がそうであるように、外部環境との間で低エントロピーのエネルギーと高エントロ
ピーのエネルギーを代謝することによって系内の物エントロピーを一定水準に保つことがで
きるのである。しかし、投入されるエネルギーが石油や石炭などの化石燃料の場合は、系か
ら排出される高エントロピーのエネルギーは劣化した低温の熱エネルギーだけでなく、窒素
酸化物などの大気汚染物質、二酸化炭素などの温室効果ガス等をともなう。つまり、系内の
物エントロピーを一定水準に保つために、外部環境の物エントロピーを増大させることにな
るのである。

３．文明とエントロピー
農耕社会では、主要なエネルギー源が太陽の経常エネルギーを起源とする再生可能エネル

ギー（人力・畜力・風力・水力・木材等のバイオマス）であり、主要な物的資源が再生可能
資源（植物等のバイオマス）と地表面付近の鉱物資源であった。耕地拡大や木材需要による
森林破壊、金属精錬による鉱毒や大気汚染も部分的には発生していたが11）、全体として排出
される廃棄物や廃熱のエントロピーは今日と比較すると相当低く、環境負荷は小さかった。

工業社会では、主要なエネルギー源と物的資源は再生不能な地下資源（化石燃料と鉱物資
源）である。工業社会はリサイクルのパイプが細い資源のワンウェイ型経済であり、地下資
源を地上へ大量にくみ上げ、人工物を蓄積しつつ、高濃度の汚染物質や温室効果ガスなど高
エントロピーの廃物・廃熱を外部環境へ放出して、大きな環境負荷を与えている。

循環型社会は、工業社会で蓄積した地上資源の効率的・永続的な循環的利用を特徴として
いる。したがって、外部環境から投入される物的資源量も、外部環境へ排出される廃棄物量
も工業社会と比較して相当少ないはずである。しかし、劣化する再生資源のエントロピー水
準を維持するための投入エネルギーが、引き続き化石燃料等の地下資源であるならば、大気
汚染や温暖化などの環境負荷を増大させる可能性が高い。循環型社会がエネルギー源を地下
資源に依存している限り、環境負荷の低減は限定的であり、持続可能性も低い。

４．結論
循環型社会のエネルギーの望ましいあり方は、これまでの検討から推察されるとおり、リ

サイクルのためのエネルギー資源を、化石燃料等の枯渇性エネルギーから再生可能エネル
ギーへ転換することである。そのことによって、地球表面のエントロピーを増大させること
なく地上資源のリサイクルを永続させることが可能である。つまり、循環型社会の構築と、
再生可能エネルギーの大規模利用とは、持続可能な新しい文明の創出にとって不可欠な車の
両輪の関係にある。

11）細田衛士（2010）「環境と経済の文明史」、ＮＴＴ出版、pp.33-
40、pp.134-143
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