
1 
 

ＨＨＨＨ250628250628250628250628 特別講義事前提出（自由記述）特別講義事前提出（自由記述）特別講義事前提出（自由記述）特別講義事前提出（自由記述）に対するコメントに対するコメントに対するコメントに対するコメント    

平成２５年８月６日 

日本ポリエチレン製品工業連合会 

戸上宗久 

 

    ※以下のコメントはすべて個人的見解です。 

修正すべき箇所等ございましたらご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

なお「ペットボトル」という表記は、業界用語としては、「ＰＥＴボトル」であるが、 

学生さんの記述に従い、コメントにおいても「ペットボトル」としました。 

 

１．１．１．１．プラスチックのリサイクルのしくみを詳しく知りたいです。プラスチックのリサイクルのしくみを詳しく知りたいです。プラスチックのリサイクルのしくみを詳しく知りたいです。プラスチックのリサイクルのしくみを詳しく知りたいです。    

◆ ①法制度と仕組みという意味では⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ３０～３１ 

②マテリアルリサイクルの方法 ⇒  同 Ｐ１８ 

 プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミカ 

ルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

２．①コンビニのゴミ捨て場にプラスチックが完全に分別されているのを見て、再認識しました。２．①コンビニのゴミ捨て場にプラスチックが完全に分別されているのを見て、再認識しました。２．①コンビニのゴミ捨て場にプラスチックが完全に分別されているのを見て、再認識しました。２．①コンビニのゴミ捨て場にプラスチックが完全に分別されているのを見て、再認識しました。    

            ◆何事も「気づき」が大切で、そこからがスタートですね。    

②プラスチックが本当にちゃんとリサイクルされているのかが、不透明なのでわからない。②プラスチックが本当にちゃんとリサイクルされているのかが、不透明なのでわからない。②プラスチックが本当にちゃんとリサイクルされているのかが、不透明なのでわからない。②プラスチックが本当にちゃんとリサイクルされているのかが、不透明なのでわからない。 

◆マテリアルリサイクルされた主な製品 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１７ 

    土木建築資材等に主に使われているので皆様の目に直接触れることが少ないため、「本当にちゃ

んとリサイクルされているのか」「わからない」のです。 

３．３．３．３．バイオプラスチックを普及させた方がいバイオプラスチックを普及させた方がいバイオプラスチックを普及させた方がいバイオプラスチックを普及させた方がいいいいい    

         ◆例えば、トウモロコシ由来ですから環境に良さそうですが、食品用途のトウモロコシとの棲み

分けといった問題もありますね。 

４．４．４．４．①プラスチックの種類とその特性①プラスチックの種類とその特性①プラスチックの種類とその特性①プラスチックの種類とその特性    

   ◆主なプラスチックの特性と用途 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/hello.htm 

②②②②プラスチックを非晶質化するために使われる共通の化学物質ってなんでしょうか？プラスチックを非晶質化するために使われる共通の化学物質ってなんでしょうか？プラスチックを非晶質化するために使われる共通の化学物質ってなんでしょうか？プラスチックを非晶質化するために使われる共通の化学物質ってなんでしょうか？    

   ◆知りません。教えてください。 

◆プラスチックは高分子が規則正しく配列する状態と、高分子が糸だま状になったり絡み合った 

状態に大別できます。前者が結晶状態、後者が非結晶状態（無定形または非晶状態）と呼ば 

れます。プラスチックは、すべての部分が結晶状態にあるというわけではなく、結晶部分と非 

結晶部分が混在している。結晶部分の割合を結晶化度と言います。 

結晶性樹脂には、エンジニアリングプラスチックと呼ばれるものや、ポリエチレンテレフタレ 

ート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどがあります。非晶性樹脂には、メタクリル樹脂、塩 

化ビニル樹脂、ポリスチレンなどがあります。 

③プラスチックを燃やすとどのような健康被害がありますか③プラスチックを燃やすとどのような健康被害がありますか③プラスチックを燃やすとどのような健康被害がありますか③プラスチックを燃やすとどのような健康被害がありますか????    

 ◆ポリエチレンはエチレンを重合させて作ります。エチレンの分子式はＣＨ２＝ＣＨ２ですから、 
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燃やす（酸素と結合）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生します。水も飲みすぎれば 

健康に害を及ぼしますね。プラスチックを燃やすとダイオキシンが発生するとよく言われます 

が、ポリエチレンやポリプロピレンでは発生しません。またダイオキシンも１９９７年に抑制 

基準が実施され、２０００年１月にはダイオキシン類対策措置法が施行されて、新設施設だけ 

でなく、既存の施設についても規制が厳しくなりました。この結果全く問題がないレベルにあ 

るといえます。 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  Ｐ２７ 

④④④④プラスチック消しゴムってプラスチックですか？ゴムですか？プラスチック消しゴムってプラスチックですか？ゴムですか？プラスチック消しゴムってプラスチックですか？ゴムですか？プラスチック消しゴムってプラスチックですか？ゴムですか？    

 ◆プラスチックです。ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製です。昔はゴムが使われていたようです。名前 

として残っているようです。良く「ビニール袋」といいますが実はポリエチレン製やポリプロピ 

レン製が主流です。消しゴムがポリ塩化ビニル製なのに消しゴムといわれ、ポリ袋がビニール袋 

と呼ばれたり、面白いですね。 

⑤プラスチック容器が人体にどのような悪影響を与えるんですか？⑤プラスチック容器が人体にどのような悪影響を与えるんですか？⑤プラスチック容器が人体にどのような悪影響を与えるんですか？⑤プラスチック容器が人体にどのような悪影響を与えるんですか？    

 ◆おそらく容器に入れた食品等への影響からの心配と思いますが、ポリオレフィン等衛生協議会と 

いう団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

  ガラスでも割れた破片でケガをするのと同じように、プラ製品でも破片でケガをすることがあり 

ますので注意してください。 

⑥プラスチックを加工する際どのように加工してるのでしょか？⑥プラスチックを加工する際どのように加工してるのでしょか？⑥プラスチックを加工する際どのように加工してるのでしょか？⑥プラスチックを加工する際どのように加工してるのでしょか？    火で温めて加工するのはわかり火で温めて加工するのはわかり火で温めて加工するのはわかり火で温めて加工するのはわかり    

    ますが、原料のビーズのような物を温めるとドロドロになるのでしょうかますが、原料のビーズのような物を温めるとドロドロになるのでしょうかますが、原料のビーズのような物を温めるとドロドロになるのでしょうかますが、原料のビーズのような物を温めるとドロドロになるのでしょうか????    

だとすると日常にあるプラも熱すると溶けてドロドロになって継ぎ足して大きくなるのでしょうだとすると日常にあるプラも熱すると溶けてドロドロになって継ぎ足して大きくなるのでしょうだとすると日常にあるプラも熱すると溶けてドロドロになって継ぎ足して大きくなるのでしょうだとすると日常にあるプラも熱すると溶けてドロドロになって継ぎ足して大きくなるのでしょう    

か？か？か？か？    自分で火であぶって（直火じゃなしで）やってみたのですがどうも溶けるまでに燃えてしま自分で火であぶって（直火じゃなしで）やってみたのですがどうも溶けるまでに燃えてしま自分で火であぶって（直火じゃなしで）やってみたのですがどうも溶けるまでに燃えてしま自分で火であぶって（直火じゃなしで）やってみたのですがどうも溶けるまでに燃えてしま    

います。います。います。います。    

◆たとえば「高密度ポリエチレン」で成形する場合（プラスチックによって溶ける温度が異なり 

 ます）、成形機のシリンダー温度（加温し溶融状態にする部分の温度）は２００～３００℃です。 

例えば、ライターの火の温度は１０００～１２００℃ですから直火でなくても燃えることがあ 

ります。ローソクで炎の下の部分で滴り落ちている温度領域をイメージしてください。 

（くれぐれも、火傷とか直接ガスを吸い込まないように注意して下さい）    

⑦⑦⑦⑦プラスチック製の便器はなぜ無いのですか？プラスチック製の便器はなぜ無いのですか？プラスチック製の便器はなぜ無いのですか？プラスチック製の便器はなぜ無いのですか？    

◆洋式の便座やふたの部分はＡＢＳ樹脂とかポリプロピレンといった樹脂製が使われていますが、 

排せつ物が直接当たる部分などはその影響を受けやすいことや、清掃の関係で比較的強い酸性

のものを使ったり、トイレ用ブラシなどで強くこすり落としたりする（一般的に樹脂製の場合

傷つきやす）ことから陶器製が一般的と考えられます。 

５．５．５．５．プラスチックのリサイクル率は年間でどの程度にのぼるのか？またプラスチックに代わるより環境プラスチックのリサイクル率は年間でどの程度にのぼるのか？またプラスチックに代わるより環境プラスチックのリサイクル率は年間でどの程度にのぼるのか？またプラスチックに代わるより環境プラスチックのリサイクル率は年間でどの程度にのぼるのか？またプラスチックに代わるより環境    

にやさしい新たな素材は無いのだろうか？にやさしい新たな素材は無いのだろうか？にやさしい新たな素材は無いのだろうか？にやさしい新たな素材は無いのだろうか？    

 ◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

  プラスチックが急速に普及した背景を考えますとプラスチックに代わるものはプラスチックし 

かないと考えます。 
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６．タッパーは生活に必要不可欠だと思う。そのタッパーがエコにつながることもあるし、無駄に使う６．タッパーは生活に必要不可欠だと思う。そのタッパーがエコにつながることもあるし、無駄に使う６．タッパーは生活に必要不可欠だと思う。そのタッパーがエコにつながることもあるし、無駄に使う６．タッパーは生活に必要不可欠だと思う。そのタッパーがエコにつながることもあるし、無駄に使う    

と環境に悪い影響を与えることもあるから、気を付けないといけないなあ。と環境に悪い影響を与えることもあるから、気を付けないといけないなあ。と環境に悪い影響を与えることもあるから、気を付けないといけないなあ。と環境に悪い影響を与えることもあるから、気を付けないといけないなあ。    

    ◆「マイバッグ」もそうですね。それを作るのにエネルギーを使っています。イメージだけで環

境にやさしいことをしていると思いこまないでね。 

     ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku3.pdf Ｐ２６ 

７．なぜペットボトルは皆透明なのでしょうか。７．なぜペットボトルは皆透明なのでしょうか。７．なぜペットボトルは皆透明なのでしょうか。７．なぜペットボトルは皆透明なのでしょうか。    

   ◆良い質問ですね。日本の清涼飲料用のボトルは良質なマテリアルリサイクルを想定して透明と 

自主ガイドラインを決めているからです。⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec9.html 

輸入品には白などに着色されたもののあります。材質はＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート） 

ですが、中身によっては「その他プラ」と表示されるものもあります。 

     

８．①プラスチックは多少なり濁っているように見えますが、意図的に濁らせているのでしょうか？そ８．①プラスチックは多少なり濁っているように見えますが、意図的に濁らせているのでしょうか？そ８．①プラスチックは多少なり濁っているように見えますが、意図的に濁らせているのでしょうか？そ８．①プラスチックは多少なり濁っているように見えますが、意図的に濁らせているのでしょうか？そ    

れとも濁った白が透明に近づけさせる現在の限れとも濁った白が透明に近づけさせる現在の限れとも濁った白が透明に近づけさせる現在の限れとも濁った白が透明に近づけさせる現在の限界なのでしょうか？界なのでしょうか？界なのでしょうか？界なのでしょうか？    

◆おそらく、ここでいうプラスチックとはポリエチレンをさしていると思います。 

 ポリエチレンには大きく分けて、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンがあり、その両方

の特性をもったリニアローデンシティがあります。多少濁っていて、一般的に「半透明」とい

われ、レジ袋などに使われている（シャカシャカといった音がします）のは高密度ポリエチレ

ンで、一方、家電製品などの取扱い説明書などが入っている袋はかなり透明ですが、少し濁っ

た感じ（触れた感じはねちっこい）がするのが低密度ポリエチレンです。分子の構造による差

です。木の枝を分子のつながりと見立てて、イメージしてください。（下図参照） 
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プラスチックの中には眼鏡のレンズに使われたり、水族館の水槽に使われるメタクリル樹脂等「透 

明性」を誇るプラスチックもあります。 

②あらゆる日用品にプラスチックが使用されていますが、木製や鉄製とは異なり硬度が低いのがプ②あらゆる日用品にプラスチックが使用されていますが、木製や鉄製とは異なり硬度が低いのがプ②あらゆる日用品にプラスチックが使用されていますが、木製や鉄製とは異なり硬度が低いのがプ②あらゆる日用品にプラスチックが使用されていますが、木製や鉄製とは異なり硬度が低いのがプ    

ラスチックという印象があります。なので粉砕した時など、これはプラスチックだったなあと感じラスチックという印象があります。なので粉砕した時など、これはプラスチックだったなあと感じラスチックという印象があります。なので粉砕した時など、これはプラスチックだったなあと感じラスチックという印象があります。なので粉砕した時など、これはプラスチックだったなあと感じ

ることが多いです。特に脆かったと感じやすいです。ることが多いです。特に脆かったと感じやすいです。ることが多いです。特に脆かったと感じやすいです。ることが多いです。特に脆かったと感じやすいです。    

    ◆日用品関係で使われる樹脂はポリプロピレンが多いのですが、ポリプロピレンの中でも割れや 

すい（耐衝撃性が低い）「ホモポリマー」が使われています。これは光沢があることから選ば 

れています。またポリスチレンも多く使われており、こちらも割れやすいものが多いのでこの 

ような印象になっていると思います。同じポリプロピレンでも「ブロックコーポリマー」と呼 

ばれるものは、耐衝撃性が強いても工業部品で使われています。自動車のバンパー材などにも 

使われていますよ。 

９．一般的にはプラスチックは燃やすと有毒と言われているが、小学生の時にごみの焼却施設を見学し９．一般的にはプラスチックは燃やすと有毒と言われているが、小学生の時にごみの焼却施設を見学し９．一般的にはプラスチックは燃やすと有毒と言われているが、小学生の時にごみの焼却施設を見学し９．一般的にはプラスチックは燃やすと有毒と言われているが、小学生の時にごみの焼却施設を見学し    

たときに低温で燃やせばたときに低温で燃やせばたときに低温で燃やせばたときに低温で燃やせば有毒物質であるダイオキシンが発生してしまうが、高温で燃やせばダイオ有毒物質であるダイオキシンが発生してしまうが、高温で燃やせばダイオ有毒物質であるダイオキシンが発生してしまうが、高温で燃やせばダイオ有毒物質であるダイオキシンが発生してしまうが、高温で燃やせばダイオ    

キシンは発生しないと聞いたことがある。そして、自治体によってはプラスチックのリサイクル率キシンは発生しないと聞いたことがある。そして、自治体によってはプラスチックのリサイクル率キシンは発生しないと聞いたことがある。そして、自治体によってはプラスチックのリサイクル率キシンは発生しないと聞いたことがある。そして、自治体によってはプラスチックのリサイクル率    

が９０パーセントのところもあるし全くリサイクルができていない地域もあるらしい焼却施設などが９０パーセントのところもあるし全くリサイクルができていない地域もあるらしい焼却施設などが９０パーセントのところもあるし全くリサイクルができていない地域もあるらしい焼却施設などが９０パーセントのところもあるし全くリサイクルができていない地域もあるらしい焼却施設など    

の差であると考えられるが、詳しくはよく知らないので興味がある。その問題に関連して各自治体の差であると考えられるが、詳しくはよく知らないので興味がある。その問題に関連して各自治体の差であると考えられるが、詳しくはよく知らないので興味がある。その問題に関連して各自治体の差であると考えられるが、詳しくはよく知らないので興味がある。その問題に関連して各自治体    

でのごみの出し方があまりにも違いがあることにびっくりした。（私が住んでいる地域は細かく分でのごみの出し方があまりにも違いがあることにびっくりした。（私が住んでいる地域は細かく分でのごみの出し方があまりにも違いがあることにびっくりした。（私が住んでいる地域は細かく分でのごみの出し方があまりにも違いがあることにびっくりした。（私が住んでいる地域は細かく分    

別するが、バイト先はまとめて出してもよいなど）現在自然資源の枯渇化が叫ばれている中で別するが、バイト先はまとめて出してもよいなど）現在自然資源の枯渇化が叫ばれている中で別するが、バイト先はまとめて出してもよいなど）現在自然資源の枯渇化が叫ばれている中で別するが、バイト先はまとめて出してもよいなど）現在自然資源の枯渇化が叫ばれている中で今後今後今後今後    

どうやって自然資源を使用することなくプラスチックを製造するのか、または自然資源の使用量をどうやって自然資源を使用することなくプラスチックを製造するのか、または自然資源の使用量をどうやって自然資源を使用することなくプラスチックを製造するのか、または自然資源の使用量をどうやって自然資源を使用することなくプラスチックを製造するのか、または自然資源の使用量を    

劇的に減らしていくのかを知りたい。劇的に減らしていくのかを知りたい。劇的に減らしていくのかを知りたい。劇的に減らしていくのかを知りたい。    

◆「プラスチックを燃やすと有毒」ではなく、ごみの焼却施設を見学したときに聞いた話が事実 

で、これについては、下記のような記述が「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

◆ 焼却施設についても詳しく書かれていますので、目を通してください。 

◆ 自然資源枯渇化のなか開発されているものとして、Ｈ２５年４月１９日に行いましたゼミでのＱ

＆Ａの⑥にミドリムシを主原料とするバイオプラ、二酸化炭素から作るプラスチック、人工光合

成プロジェクトの話を記載しています。見てください。 

⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 
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１０．プラスチックでも電気を通すものができている。１０．プラスチックでも電気を通すものができている。１０．プラスチックでも電気を通すものができている。１０．プラスチックでも電気を通すものができている。    

    ◆導電性プラスチックと呼ばれるものがそれですね。 

１１．①原油からどのようにできているのか１１．①原油からどのようにできているのか１１．①原油からどのようにできているのか１１．①原油からどのようにできているのか    

    ◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

詳しくは ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf 

②さまざまな色が付いているのはなぜなのか②さまざまな色が付いているのはなぜなのか②さまざまな色が付いているのはなぜなのか②さまざまな色が付いているのはなぜなのか    

 ◆顔料（色のもと）を使って色付けしています。お菓子の包装などカラフルな方が楽しいです 

ね。包装容器は「アイキャッチ」性を高めるためにカラフルになっています。工事現場のカ 

ラーコーン、危険を知らせる「赤」や「黄」が多いですね。 

③耐久性をあげるにはどのようにしたらよいのか③耐久性をあげるにはどのようにしたらよいのか③耐久性をあげるにはどのようにしたらよいのか③耐久性をあげるにはどのようにしたらよいのか    

 ◆プラスチックなどの高分子は紫外線などに弱く「劣化」しますので、例えば耐候性を上げる 

ために対候剤を追加したり、紫外線吸収剤を入れたりしています。お肌の手当と同じように 

ビタミンＥが使われることもありますよ。ビタミンといえば、お茶などの酸化防止剤として 

ビタミンＣが使われていますね。 

１２．プラスチックは軽くて、耐久性もよく、丈夫なので今の現代では非常に役立っていると思います。１２．プラスチックは軽くて、耐久性もよく、丈夫なので今の現代では非常に役立っていると思います。１２．プラスチックは軽くて、耐久性もよく、丈夫なので今の現代では非常に役立っていると思います。１２．プラスチックは軽くて、耐久性もよく、丈夫なので今の現代では非常に役立っていると思います。    

しかし、その弊害として、ダイしかし、その弊害として、ダイしかし、その弊害として、ダイしかし、その弊害として、ダイオキシンの発生が挙げられると思います。なので、これからもプオキシンの発生が挙げられると思います。なので、これからもプオキシンの発生が挙げられると思います。なので、これからもプオキシンの発生が挙げられると思います。なので、これからもプ

ラスチックは使っていくと思うので、この弊害などを世界全体でどのような対策をとっているのラスチックは使っていくと思うので、この弊害などを世界全体でどのような対策をとっているのラスチックは使っていくと思うので、この弊害などを世界全体でどのような対策をとっているのラスチックは使っていくと思うので、この弊害などを世界全体でどのような対策をとっているの

かが疑問というか気になりました。かが疑問というか気になりました。かが疑問というか気になりました。かが疑問というか気になりました。    

◆（４．③と同じ）プラスチックを燃やすとダイオキシンが発生するとよく言われますが、ポリ 

エチレンやポリプロピレンでは発生しません。またダイオキシンも１９９７年に抑制基準が実 

施され、２０００年１月にはダイオキシン類対策措置法が施行されて、新設施設だけでなく、 

既存の施設についても規制が厳しくなりました。この結果全く問題がないレベルにあ 

るといえます。 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  Ｐ２７ 

１３．①ペットボトルが一番印象強い１３．①ペットボトルが一番印象強い１３．①ペットボトルが一番印象強い１３．①ペットボトルが一番印象強い    

◆２０１２年ペットボトルは過去最高。３年連続で記録更新。 

⇒ http://j-sda.or.jp/statistically-information/stati06.html    

②日用品でも多く使われているので原油がなくなった場合私たちの生活はどのように変化するの②日用品でも多く使われているので原油がなくなった場合私たちの生活はどのように変化するの②日用品でも多く使われているので原油がなくなった場合私たちの生活はどのように変化するの②日用品でも多く使われているので原油がなくなった場合私たちの生活はどのように変化するの    

    かかかか    

 ◆もしもプラスチックが無かったらと想像してみてください。そしてプラスチックの良さを、 

環境を、資源を考えてみてください。 

１４．ペットボトルやスーパーのプラスチック容器など、身近にあるものという印象が強いです。また、１４．ペットボトルやスーパーのプラスチック容器など、身近にあるものという印象が強いです。また、１４．ペットボトルやスーパーのプラスチック容器など、身近にあるものという印象が強いです。また、１４．ペットボトルやスーパーのプラスチック容器など、身近にあるものという印象が強いです。また、    

再利用や再使用ができるので環境にいいと考えています。再利用や再使用ができるので環境にいいと考えています。再利用や再使用ができるので環境にいいと考えています。再利用や再使用ができるので環境にいいと考えています。    

    ◆再利用や再使用は責任をもって、とんでもないものを入れたりしないように。例えば、マテ 

リアルリサイクルへの影響（不純物となる可能性があります）なども考えましょう。 

１５．プラスチックはもともとかなり身近なものであるのであまり興味を持ったことがないのですが、１５．プラスチックはもともとかなり身近なものであるのであまり興味を持ったことがないのですが、１５．プラスチックはもともとかなり身近なものであるのであまり興味を持ったことがないのですが、１５．プラスチックはもともとかなり身近なものであるのであまり興味を持ったことがないのですが、

意外と知らないことが多くてびっくりしました。意外と知らないことが多くてびっくりしました。意外と知らないことが多くてびっくりしました。意外と知らないことが多くてびっくりしました。    

                ◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 
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てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１６．環境にあま１６．環境にあま１６．環境にあま１６．環境にあまりよくないのは分かっていますが、やはりとても便利だし、ついペットボトルなど便りよくないのは分かっていますが、やはりとても便利だし、ついペットボトルなど便りよくないのは分かっていますが、やはりとても便利だし、ついペットボトルなど便りよくないのは分かっていますが、やはりとても便利だし、ついペットボトルなど便

利なプラスチック用品を購入してしまいます。最近のプラスチック用品の再利用の例をもっと知利なプラスチック用品を購入してしまいます。最近のプラスチック用品の再利用の例をもっと知利なプラスチック用品を購入してしまいます。最近のプラスチック用品の再利用の例をもっと知利なプラスチック用品を購入してしまいます。最近のプラスチック用品の再利用の例をもっと知

りたいです。りたいです。りたいです。りたいです。    

    ◆イメージだけで、環境によくないと思わないで、原油の使用比率なども調べてみてください。 

        ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１７．原油からできていることを考えると、口に入れることに１７．原油からできていることを考えると、口に入れることに１７．原油からできていることを考えると、口に入れることに１７．原油からできていることを考えると、口に入れることには抵抗が生まれます。なので食器はなるは抵抗が生まれます。なので食器はなるは抵抗が生まれます。なので食器はなるは抵抗が生まれます。なので食器はなる

べく木などを使いたい。べく木などを使いたい。べく木などを使いたい。べく木などを使いたい。    

    ◆プラスチックに生まれ変わっていると考えてください。陶器も石や粘土からできているので 

抵抗があるのでしょうか？ 

１８．ほんとにリサイクルされているのか？１８．ほんとにリサイクルされているのか？１８．ほんとにリサイクルされているのか？１８．ほんとにリサイクルされているのか？    

◆ マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１９．私の住んでいる地域ではゴミの分別が厳しく、燃えるゴミとプラスチック類を注意して分別して１９．私の住んでいる地域ではゴミの分別が厳しく、燃えるゴミとプラスチック類を注意して分別して１９．私の住んでいる地域ではゴミの分別が厳しく、燃えるゴミとプラスチック類を注意して分別して１９．私の住んでいる地域ではゴミの分別が厳しく、燃えるゴミとプラスチック類を注意して分別して

いますが、燃えるゴミよりもプラスチック類のゴミの方が多いです。食べ物の容器や袋は紙製のいますが、燃えるゴミよりもプラスチック類のゴミの方が多いです。食べ物の容器や袋は紙製のいますが、燃えるゴミよりもプラスチック類のゴミの方が多いです。食べ物の容器や袋は紙製のいますが、燃えるゴミよりもプラスチック類のゴミの方が多いです。食べ物の容器や袋は紙製の

ものへと移り変わるでしょうか。ものへと移り変わるでしょうか。ものへと移り変わるでしょうか。ものへと移り変わるでしょうか。    

◆「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」 

の中間報告を読んでみてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

２０．ペットボトルの設計が飲んだ後に小さくできる便利なものもあるので、もっとそのようなものが２０．ペットボトルの設計が飲んだ後に小さくできる便利なものもあるので、もっとそのようなものが２０．ペットボトルの設計が飲んだ後に小さくできる便利なものもあるので、もっとそのようなものが２０．ペットボトルの設計が飲んだ後に小さくできる便利なものもあるので、もっとそのようなものが

出てきてほしい。出てきてほしい。出てきてほしい。出てきてほしい。    

    ◆プラスチック製容器包装３Ｒ事例集 ⇒  

http://www.pprc.gr.jp/3r/2010033015420268.html 

２１．①今後プラスチックを代替するような素材は登場するのでしょうか？２１．①今後プラスチックを代替するような素材は登場するのでしょうか？２１．①今後プラスチックを代替するような素材は登場するのでしょうか？２１．①今後プラスチックを代替するような素材は登場するのでしょうか？    

                ◆ Ｑ＆Ａ③ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

②最近は「いろはす」に使われているような、潰せるプラスチックが台頭していますが②最近は「いろはす」に使われているような、潰せるプラスチックが台頭していますが②最近は「いろはす」に使われているような、潰せるプラスチックが台頭していますが②最近は「いろはす」に使われているような、潰せるプラスチックが台頭していますが、従来の、従来の、従来の、従来の

プラスチックとどう異なるのでしょうか？プラスチックとどう異なるのでしょうか？プラスチックとどう異なるのでしょうか？プラスチックとどう異なるのでしょうか？    

 ◆「いろはす」に使われているプラスチックはポリエチレンテレフタレートです。あのように 

薄い形状が作れるような材質のものが使われています。 

２２．プラスチックについて、深く考えたことが無いので質問が新鮮でした。どのくらい私たちの生活２２．プラスチックについて、深く考えたことが無いので質問が新鮮でした。どのくらい私たちの生活２２．プラスチックについて、深く考えたことが無いので質問が新鮮でした。どのくらい私たちの生活２２．プラスチックについて、深く考えたことが無いので質問が新鮮でした。どのくらい私たちの生活

にどれだけ役立っているのか興味がわきました。にどれだけ役立っているのか興味がわきました。にどれだけ役立っているのか興味がわきました。にどれだけ役立っているのか興味がわきました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２３．日常生活において目立たないものでも、よく確認すればプラのマークがあるので、私たちの日常２３．日常生活において目立たないものでも、よく確認すればプラのマークがあるので、私たちの日常２３．日常生活において目立たないものでも、よく確認すればプラのマークがあるので、私たちの日常２３．日常生活において目立たないものでも、よく確認すればプラのマークがあるので、私たちの日常

生活と切り離せないものであると実感している生活と切り離せないものであると実感している生活と切り離せないものであると実感している生活と切り離せないものであると実感している    

◆「プラマーク」以外にもいろいろなマークがプラスチック製品についていますよ。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/hello.htm 
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     材質表示に関する「プラマーク」に関する情報です。 

http://www.jpif.gr.jp/9kankyo/kankyo.htm 

２４．プラスチックをリサイクルするにあたっての問題点はどういったものがあるのか。２４．プラスチックをリサイクルするにあたっての問題点はどういったものがあるのか。２４．プラスチックをリサイクルするにあたっての問題点はどういったものがあるのか。２４．プラスチックをリサイクルするにあたっての問題点はどういったものがあるのか。    

    ◆ペットボトルの回収から新しい製品に生まれ変わるまでを参照して、各段階での問題点を考 

えてみてください。⇒ マテリアルリサイクルの方法  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

２５．あの黒い石油からどういう過程で透明なプラスチック製品ができるのか不思議である。２５．あの黒い石油からどういう過程で透明なプラスチック製品ができるのか不思議である。２５．あの黒い石油からどういう過程で透明なプラスチック製品ができるのか不思議である。２５．あの黒い石油からどういう過程で透明なプラスチック製品ができるのか不思議である。    

    ◆あの黒さは炭素（Ｃ）、その炭素が水素や酸素と結合して物質が生まれ変わっていきます。 

２６．プラスチックはリサイクルできるが、リサイクルを心がけている人は少ないと思うので結局有害２６．プラスチックはリサイクルできるが、リサイクルを心がけている人は少ないと思うので結局有害２６．プラスチックはリサイクルできるが、リサイクルを心がけている人は少ないと思うので結局有害２６．プラスチックはリサイクルできるが、リサイクルを心がけている人は少ないと思うので結局有害

物質を発生するものであると考えてしまう。物質を発生するものであると考えてしまう。物質を発生するものであると考えてしまう。物質を発生するものであると考えてしまう。    

    ◆マテリアルリサイクルを心掛けている人は少ないので、燃やしてしますから有害という意味 

でしょうか。 ⇒ マテリアルリサイクルよりも燃やす（エネルギーとして回収）方が実は 

環境にはやさしいのです。 

「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」 

の中間報告を読んでみてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

２７．プラスチックを燃やすと本当に有害物質が出るのか２７．プラスチックを燃やすと本当に有害物質が出るのか２７．プラスチックを燃やすと本当に有害物質が出るのか２７．プラスチックを燃やすと本当に有害物質が出るのか    

    ◆出ません。 

「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」 

の中間報告を読んでみてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

２２２２８．８．８．８．①①①①ププププラスチック（ペットボトルなど）をリサイクルすることで、実際原油の使用量は減ってラスチック（ペットボトルなど）をリサイクルすることで、実際原油の使用量は減ってラスチック（ペットボトルなど）をリサイクルすることで、実際原油の使用量は減ってラスチック（ペットボトルなど）をリサイクルすることで、実際原油の使用量は減って

いるのか？いるのか？いるのか？いるのか？        

    ◆リサイクル（マテリアルリサイクル）の工程でエネルギーを使います。またその製品が置き 

換えられる製品によってもエネルギーの使用量（≒原油消費量）が変わります。 

②②②②リサイクルすることで新たに作るよりお金はかからないのか？リサイクルすることで新たに作るよりお金はかからないのか？リサイクルすることで新たに作るよりお金はかからないのか？リサイクルすることで新たに作るよりお金はかからないのか？        

  ◆リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチックには戻りません。よくリサイ 

クルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、この場合のポリエチレンは顔 

料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかにかけ離れたものになって 

います。したがってお金はうんーとかかります。上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、 

下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 
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③③③③プラスチックをつくるのには、お金や手間はどれくらいかかるのか？プラスチックをつくるのには、お金や手間はどれくらいかかるのか？プラスチックをつくるのには、お金や手間はどれくらいかかるのか？プラスチックをつくるのには、お金や手間はどれくらいかかるのか？        

  ◆⑥を参考に考えてください。 

④④④④日本のプラスチックの使用量は、他の国と比べると多いのか？日本のプラスチックの使用量は、他の国と比べると多いのか？日本のプラスチックの使用量は、他の国と比べると多いのか？日本のプラスチックの使用量は、他の国と比べると多いのか？        

  ◆世界と各国の生産量、一人当たり消費量等が載っています。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world3_c.htm 

⑤⑤⑤⑤原油からプラスチックになるまでの工程とは？原油からプラスチックになるまでの工程とは？原油からプラスチックになるまでの工程とは？原油からプラスチックになるまでの工程とは？    

 ◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

詳しくは ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf 

⑥⑥⑥⑥プラスチックはどのようか会社、または工場でつくられているのか？プラスチックはどのようか会社、または工場でつくられているのか？プラスチックはどのようか会社、または工場でつくられているのか？プラスチックはどのようか会社、または工場でつくられているのか？    

 ◆こちらを見てください。 ⇒ http://www.jpca.or.jp/62ability/2p_olefin.htm 

   まプラスチック原料を加工してプラスチック製品を作っている主な会社は日本ポリエチレン 

製品工業連合会の会員企業です。⇒ http://www.jpe.gr.jp/members.html 

２９．プラスチックが作られなくなった場合、代替できるようなものは存在するのでしょうか。また、２９．プラスチックが作られなくなった場合、代替できるようなものは存在するのでしょうか。また、２９．プラスチックが作られなくなった場合、代替できるようなものは存在するのでしょうか。また、２９．プラスチックが作られなくなった場合、代替できるようなものは存在するのでしょうか。また、    

いつごろから利用されていたのでしょうか。いつごろから利用されていたのでしょうか。いつごろから利用されていたのでしょうか。いつごろから利用されていたのでしょうか。    

 ◆Ｑ＆Ａ③⑥⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３３３３０．リサイクルが行われているのは知っているが、実際にリサイクルされ違うものとして利用されて０．リサイクルが行われているのは知っているが、実際にリサイクルされ違うものとして利用されて０．リサイクルが行われているのは知っているが、実際にリサイクルされ違うものとして利用されて０．リサイクルが行われているのは知っているが、実際にリサイクルされ違うものとして利用されて

いるプラスチックがどのくらいあるのかを実感しにくいから、リサイクルへの積極的な気持ちをいるプラスチックがどのくらいあるのかを実感しにくいから、リサイクルへの積極的な気持ちをいるプラスチックがどのくらいあるのかを実感しにくいから、リサイクルへの積極的な気持ちをいるプラスチックがどのくらいあるのかを実感しにくいから、リサイクルへの積極的な気持ちを

見出しにくい気がする。見出しにくい気がする。見出しにくい気がする。見出しにくい気がする。    

    ◆「見えない」からですね。 

仕組みという意味では⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ３０～３１ 

マテリアルリサイクルの方法 ⇒  同 Ｐ１８ 

 プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３１．プラスチック製品のリサイクル方法と、その後の使い道３１．プラスチック製品のリサイクル方法と、その後の使い道３１．プラスチック製品のリサイクル方法と、その後の使い道３１．プラスチック製品のリサイクル方法と、その後の使い道    

◆仕組みという意味では⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ３０～３１ 
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マテリアルリサイクルの方法 ⇒  同 Ｐ１８ 

 プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３２．小学生の時にペットボトルをストーブの前に置いていたら変形してしまい、疑問に感じ興味本位３２．小学生の時にペットボトルをストーブの前に置いていたら変形してしまい、疑問に感じ興味本位３２．小学生の時にペットボトルをストーブの前に置いていたら変形してしまい、疑問に感じ興味本位３２．小学生の時にペットボトルをストーブの前に置いていたら変形してしまい、疑問に感じ興味本位    

で触れてみたら親指と人差し指を火傷してしまった経験がある。で触れてみたら親指と人差し指を火傷してしまった経験がある。で触れてみたら親指と人差し指を火傷してしまった経験がある。で触れてみたら親指と人差し指を火傷してしまった経験がある。    

 ◆気を付けてくださいね。熱い思いをプラスチックの理解に！ 

３３．３３．３３．３３．プラスチックがどれくらいリサイクルに使われているのかが疑プラスチックがどれくらいリサイクルに使われているのかが疑プラスチックがどれくらいリサイクルに使われているのかが疑プラスチックがどれくらいリサイクルに使われているのかが疑問に思いました。問に思いました。問に思いました。問に思いました。    

  ◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

３４３４３４３４．知り合いにプラスチックを扱う企業に就職した方がおり、身近なものがどんな性質のプラスチッ．知り合いにプラスチックを扱う企業に就職した方がおり、身近なものがどんな性質のプラスチッ．知り合いにプラスチックを扱う企業に就職した方がおり、身近なものがどんな性質のプラスチッ．知り合いにプラスチックを扱う企業に就職した方がおり、身近なものがどんな性質のプラスチッ    

クでできているかを聞き、おなじプラスチックでもいろいろな種類が混ざったりしてできているクでできているかを聞き、おなじプラスチックでもいろいろな種類が混ざったりしてできているクでできているかを聞き、おなじプラスチックでもいろいろな種類が混ざったりしてできているクでできているかを聞き、おなじプラスチックでもいろいろな種類が混ざったりしてできている

ということを知ってとても驚いた。ということを知ってとても驚いた。ということを知ってとても驚いた。ということを知ってとても驚いた。    

◆ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/133 

◆ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/~jpe-gr-jp/sites/default/files/070202lamitannitu.pdf 

３３３３５５５５．プラスチックがどのように開発．プラスチックがどのように開発．プラスチックがどのように開発．プラスチックがどのように開発され、またなぜここまで多くの製品に使用されるようになったのされ、またなぜここまで多くの製品に使用されるようになったのされ、またなぜここまで多くの製品に使用されるようになったのされ、またなぜここまで多くの製品に使用されるようになったの

かを詳しく知りたいと思いました。かを詳しく知りたいと思いました。かを詳しく知りたいと思いました。かを詳しく知りたいと思いました。    

◆ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３３３３６６６６．①一概にプラスティックといってもいくつかの種類があると聞いたことがあります。具体的には．①一概にプラスティックといってもいくつかの種類があると聞いたことがあります。具体的には．①一概にプラスティックといってもいくつかの種類があると聞いたことがあります。具体的には．①一概にプラスティックといってもいくつかの種類があると聞いたことがあります。具体的には    

どのような種類があり、それぞれどのような種類があり、それぞれどのような種類があり、それぞれどのような種類があり、それぞれがどのような用途で用いられているのでしょうか。がどのような用途で用いられているのでしょうか。がどのような用途で用いられているのでしょうか。がどのような用途で用いられているのでしょうか。    

◆ ⇒ http://www.jpif.gr.jp/00plastics/plastics.htm 

②最近では分別しているゴミ箱が多くみられますが、まだ完全に分別できているところはないと②最近では分別しているゴミ箱が多くみられますが、まだ完全に分別できているところはないと②最近では分別しているゴミ箱が多くみられますが、まだ完全に分別できているところはないと②最近では分別しているゴミ箱が多くみられますが、まだ完全に分別できているところはないと    

思います。そのようなゴミはほかのゴミと同じように燃やされていると思いますが、環境問題思います。そのようなゴミはほかのゴミと同じように燃やされていると思いますが、環境問題思います。そのようなゴミはほかのゴミと同じように燃やされていると思いますが、環境問題思います。そのようなゴミはほかのゴミと同じように燃やされていると思いますが、環境問題    

的には大丈夫なのでしょうか。的には大丈夫なのでしょうか。的には大丈夫なのでしょうか。的には大丈夫なのでしょうか。    

   ◆大丈夫ですよ。 

「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」 

の中間報告を読んでみてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

３７３７３７３７．我が家では、お惣菜やお弁当、冷凍食品などのパックや袋のプラスチックゴミが多く、洗って分．我が家では、お惣菜やお弁当、冷凍食品などのパックや袋のプラスチックゴミが多く、洗って分．我が家では、お惣菜やお弁当、冷凍食品などのパックや袋のプラスチックゴミが多く、洗って分．我が家では、お惣菜やお弁当、冷凍食品などのパックや袋のプラスチックゴミが多く、洗って分    

別するのは大変。別するのは大変。別するのは大変。別するのは大変。    

プラスチックはプラスチックはプラスチックはプラスチックは食べ物の包装によく使われていると思う。食べ物の包装によく使われていると思う。食べ物の包装によく使われていると思う。食べ物の包装によく使われていると思う。    

◆世界でもプラスチックの用途は包装関係が多いですよ。 
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３８３８３８３８．ダイオキシンとか有害物質の事件．ダイオキシンとか有害物質の事件．ダイオキシンとか有害物質の事件．ダイオキシンとか有害物質の事件    

  ◆ダイオキシンは過去の問題です。 

「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

３９３９３９３９．．．．①①①①ペットボトルはプラスチックだと思いますが、分別しているのはなぜですか？ペットボトルはプラスチックだと思いますが、分別しているのはなぜですか？ペットボトルはプラスチックだと思いますが、分別しているのはなぜですか？ペットボトルはプラスチックだと思いますが、分別しているのはなぜですか？    

    ◆ペットボトルは下記の条件を満たしているのでそれだけで区分しているのです。 

         

②②②②プラスチックをリサイクルにするとどう環境によくなるのか詳しくしりたい。プラスチックをリサイクルにするとどう環境によくなるのか詳しくしりたい。プラスチックをリサイクルにするとどう環境によくなるのか詳しくしりたい。プラスチックをリサイクルにするとどう環境によくなるのか詳しくしりたい。    

 ◆レアメタルのリサイクルなどは資源循環により、資源保護に役立ちますが、プラスチックの 

リサイクルが直接環境によくなるとは考えにくく、３Ｒ等の活動を通して、意識することに 

よって考えることが環境に良い方へ結びつくと思います。 

４４４４００００．．．．今のままのペースでプラスチックが作られたとしたら、今後何年間作り続けることが出来るのか。今のままのペースでプラスチックが作られたとしたら、今後何年間作り続けることが出来るのか。今のままのペースでプラスチックが作られたとしたら、今後何年間作り続けることが出来るのか。今のままのペースでプラスチックが作られたとしたら、今後何年間作り続けることが出来るのか。    

    ◆資源枯渇といわれながら、シェールガス革命と呼ばれるようにまだまだ資源開発の可能性は 

     あると考えて良いでしょう。 

Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

４４４４１１１１．私の兄はプラスチックの開発に携わっている。最近の兄の主要な仕事としては、日本の開発技術．私の兄はプラスチックの開発に携わっている。最近の兄の主要な仕事としては、日本の開発技術．私の兄はプラスチックの開発に携わっている。最近の兄の主要な仕事としては、日本の開発技術．私の兄はプラスチックの開発に携わっている。最近の兄の主要な仕事としては、日本の開発技術

をアジアに広げることらしい。つい先日も東南アジアや韓国へ出張へ行っていた。をアジアに広げることらしい。つい先日も東南アジアや韓国へ出張へ行っていた。をアジアに広げることらしい。つい先日も東南アジアや韓国へ出張へ行っていた。をアジアに広げることらしい。つい先日も東南アジアや韓国へ出張へ行っていた。    

そのような話を聞くと、日本はプラスチックの開発については世界でも最先端を歩んでいるのでそのような話を聞くと、日本はプラスチックの開発については世界でも最先端を歩んでいるのでそのような話を聞くと、日本はプラスチックの開発については世界でも最先端を歩んでいるのでそのような話を聞くと、日本はプラスチックの開発については世界でも最先端を歩んでいるので

はないかと思う。はないかと思う。はないかと思う。はないかと思う。    

話は変わるが、私の中学校の頃の制服はペットボトルを再利用したものであった。学校で回収し話は変わるが、私の中学校の頃の制服はペットボトルを再利用したものであった。学校で回収し話は変わるが、私の中学校の頃の制服はペットボトルを再利用したものであった。学校で回収し話は変わるが、私の中学校の頃の制服はペットボトルを再利用したものであった。学校で回収し
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たペットボトルを専門の業者に頼み回収してもらい、制服となって返ってきていたようであるたペットボトルを専門の業者に頼み回収してもらい、制服となって返ってきていたようであるたペットボトルを専門の業者に頼み回収してもらい、制服となって返ってきていたようであるたペットボトルを専門の業者に頼み回収してもらい、制服となって返ってきていたようである。。。。    

いずれにしろ、プラスチックについては私たちの生活と切っても切れない関係であることは確かいずれにしろ、プラスチックについては私たちの生活と切っても切れない関係であることは確かいずれにしろ、プラスチックについては私たちの生活と切っても切れない関係であることは確かいずれにしろ、プラスチックについては私たちの生活と切っても切れない関係であることは確か    

である。である。である。である。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

４４４４２２２２．プラスチックは私たちの生活に欠かせないものであるが、原料の関係で代替品が必要だと感じる。．プラスチックは私たちの生活に欠かせないものであるが、原料の関係で代替品が必要だと感じる。．プラスチックは私たちの生活に欠かせないものであるが、原料の関係で代替品が必要だと感じる。．プラスチックは私たちの生活に欠かせないものであるが、原料の関係で代替品が必要だと感じる。    

   ◆Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

４４４４３３３３．プラスチックは私たちの生活に欠かせないモノだと思う。もっとリサイクルして環境に対する負．プラスチックは私たちの生活に欠かせないモノだと思う。もっとリサイクルして環境に対する負．プラスチックは私たちの生活に欠かせないモノだと思う。もっとリサイクルして環境に対する負．プラスチックは私たちの生活に欠かせないモノだと思う。もっとリサイクルして環境に対する負    

荷を減らすべき。荷を減らすべき。荷を減らすべき。荷を減らすべき。    

◆リサイクルしても必ずしも環境に対する負荷は減りません。 

     

４４４４４４４４．私のアルバイト先は．私のアルバイト先は．私のアルバイト先は．私のアルバイト先は 100100100100 円ショップで、ゴミを捨てるときなど円ショップで、ゴミを捨てるときなど円ショップで、ゴミを捨てるときなど円ショップで、ゴミを捨てるときなどにプラスチックのゴミ（主にビにプラスチックのゴミ（主にビにプラスチックのゴミ（主にビにプラスチックのゴミ（主にビ    

ニールなど）を分別して捨てていますが、いっぱいになったゴミ袋を見るとこの店だけでこんなニールなど）を分別して捨てていますが、いっぱいになったゴミ袋を見るとこの店だけでこんなニールなど）を分別して捨てていますが、いっぱいになったゴミ袋を見るとこの店だけでこんなニールなど）を分別して捨てていますが、いっぱいになったゴミ袋を見るとこの店だけでこんな    

にプラスチックを消費しているんだと実感します。商品にもプラスチックの商品はかなり多いでにプラスチックを消費しているんだと実感します。商品にもプラスチックの商品はかなり多いでにプラスチックを消費しているんだと実感します。商品にもプラスチックの商品はかなり多いでにプラスチックを消費しているんだと実感します。商品にもプラスチックの商品はかなり多いで    

す。す。す。す。100100100100 円ショップというだけあって、安いものを多く扱っているため余計にプラスチックの商円ショップというだけあって、安いものを多く扱っているため余計にプラスチックの商円ショップというだけあって、安いものを多く扱っているため余計にプラスチックの商円ショップというだけあって、安いものを多く扱っているため余計にプラスチックの商    

品が多いのだと思います。品が多いのだと思います。品が多いのだと思います。品が多いのだと思います。    

◆ミクロな部分で判断せずに大きく全体像を見て判断しましょう。 

 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

４５．ペットボトルのリサイクルは本当に意味があるのか。４５．ペットボトルのリサイクルは本当に意味があるのか。４５．ペットボトルのリサイクルは本当に意味があるのか。４５．ペットボトルのリサイクルは本当に意味があるのか。    

   ◆ 参考にしてください。 ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html#qa1_1 

４６４６４６４６．ペットボトルはリサイクルするよりも新たに作ってしまう方がコストがかからないということを．ペットボトルはリサイクルするよりも新たに作ってしまう方がコストがかからないということを．ペットボトルはリサイクルするよりも新たに作ってしまう方がコストがかからないということを．ペットボトルはリサイクルするよりも新たに作ってしまう方がコストがかからないということを    

よく耳にする。これに対し、リサイクルしない方がいいという旨の意見もよく聞くが、私はそうよく耳にする。これに対し、リサイクルしない方がいいという旨の意見もよく聞くが、私はそうよく耳にする。これに対し、リサイクルしない方がいいという旨の意見もよく聞くが、私はそうよく耳にする。これに対し、リサイクルしない方がいいという旨の意見もよく聞くが、私はそう    

は思わない。リサイクルしなければ地球は汚れていく一方である。長い年月かけて汚した地球は、は思わない。リサイクルしなければ地球は汚れていく一方である。長い年月かけて汚した地球は、は思わない。リサイクルしなければ地球は汚れていく一方である。長い年月かけて汚した地球は、は思わない。リサイクルしなければ地球は汚れていく一方である。長い年月かけて汚した地球は、

いくら時間がかかろうときれいにしなければならないと感じている。いくら時間がかかろうときれいにしなければならないと感じている。いくら時間がかかろうときれいにしなければならないと感じている。いくら時間がかかろうときれいにしなければならないと感じている。    

 ◆リサイクルしても４３４３４３４３．同様ＣＯ２の排出量が減るとはいえません。 
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４７４７４７４７．プラスチックを燃やすと環境に悪いというのは漠然と知っていますが、具体的にはどのような害．プラスチックを燃やすと環境に悪いというのは漠然と知っていますが、具体的にはどのような害．プラスチックを燃やすと環境に悪いというのは漠然と知っていますが、具体的にはどのような害．プラスチックを燃やすと環境に悪いというのは漠然と知っていますが、具体的にはどのような害    

があるのですか。ダイオキシンは、環境や人体どのような害をもたらしますか。があるのですか。ダイオキシンは、環境や人体どのような害をもたらしますか。があるのですか。ダイオキシンは、環境や人体どのような害をもたらしますか。があるのですか。ダイオキシンは、環境や人体どのような害をもたらしますか。    

◆ポリエチレンやポリプロピレンは燃やすと二酸化炭素と水が発生します。二酸化炭素は地球温 

 暖化の原因といわれています。 

 プラスチックを燃やしてもダイオキシンは発生しません。 

 「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

４８．４８．４８．４８．プラプラプラプラスチックは燃やすと有害なガスを発するため、環境には悪いものだと認識していますが、実スチックは燃やすと有害なガスを発するため、環境には悪いものだと認識していますが、実スチックは燃やすと有害なガスを発するため、環境には悪いものだと認識していますが、実スチックは燃やすと有害なガスを発するため、環境には悪いものだと認識していますが、実    

際には大変軽く、使いやすいため、よく利用してしまいます。際には大変軽く、使いやすいため、よく利用してしまいます。際には大変軽く、使いやすいため、よく利用してしまいます。際には大変軽く、使いやすいため、よく利用してしまいます。    

しかし、分別が面倒であったり、使い捨てのものがほとんどなので、きちんと分別せず捨ててししかし、分別が面倒であったり、使い捨てのものがほとんどなので、きちんと分別せず捨ててししかし、分別が面倒であったり、使い捨てのものがほとんどなので、きちんと分別せず捨ててししかし、分別が面倒であったり、使い捨てのものがほとんどなので、きちんと分別せず捨ててし

まったり、再利用しないため、ただゴミを増やしているといったような自覚があるまったり、再利用しないため、ただゴミを増やしているといったような自覚があるまったり、再利用しないため、ただゴミを増やしているといったような自覚があるまったり、再利用しないため、ただゴミを増やしているといったような自覚がある    

◆ポリエチレンやポリプロピレンは燃やす二酸化炭素と水が発生します。二酸化炭素は地球温暖 

化の原因ともいわれています。 
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 プラスチックを燃やしてもダイオキシンは発生しません。 

 「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

４９４９４９４９．燃やす以外の処理方法はないのか。また、プラスチックを再．燃やす以外の処理方法はないのか。また、プラスチックを再．燃やす以外の処理方法はないのか。また、プラスチックを再．燃やす以外の処理方法はないのか。また、プラスチックを再利用することで生まれる製品にはど利用することで生まれる製品にはど利用することで生まれる製品にはど利用することで生まれる製品にはど    

んなものがあるのか。んなものがあるのか。んなものがあるのか。んなものがあるのか。    

◆仕組みという意味では⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ３０～３１ 

マテリアルリサイクルの方法 ⇒  同 Ｐ１８ 

 プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミカ

ルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

５０．５０．５０．５０．どのぐらい再利用されているか。どのぐらい再利用されているか。どのぐらい再利用されているか。どのぐらい再利用されているか。 

◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

５１５１５１５１．ペットボトルをはじめとして、様々なプラスチックの加工製品に囲まれて生活してきた。当初は．ペットボトルをはじめとして、様々なプラスチックの加工製品に囲まれて生活してきた。当初は．ペットボトルをはじめとして、様々なプラスチックの加工製品に囲まれて生活してきた。当初は．ペットボトルをはじめとして、様々なプラスチックの加工製品に囲まれて生活してきた。当初は    

破棄されると自然には分解されず、環境に悪影響を及ぼすとされていたが、今日では微生物に分破棄されると自然には分解されず、環境に悪影響を及ぼすとされていたが、今日では微生物に分破棄されると自然には分解されず、環境に悪影響を及ぼすとされていたが、今日では微生物に分破棄されると自然には分解されず、環境に悪影響を及ぼすとされていたが、今日では微生物に分    

解されるプラスチックも開発されるなど一般的にも常に進化している。解されるプラスチックも開発されるなど一般的にも常に進化している。解されるプラスチックも開発されるなど一般的にも常に進化している。解されるプラスチックも開発されるなど一般的にも常に進化している。    

ただ、同じ原油を原料ただ、同じ原油を原料ただ、同じ原油を原料ただ、同じ原油を原料とするガソリン等は、原油の枯渇を見越して新エネルギー開発が行われてとするガソリン等は、原油の枯渇を見越して新エネルギー開発が行われてとするガソリン等は、原油の枯渇を見越して新エネルギー開発が行われてとするガソリン等は、原油の枯渇を見越して新エネルギー開発が行われて    

いる。プラスチックもガソリンなどと比べると、再利用がしやすい点があるので新エネルギーをいる。プラスチックもガソリンなどと比べると、再利用がしやすい点があるので新エネルギーをいる。プラスチックもガソリンなどと比べると、再利用がしやすい点があるので新エネルギーをいる。プラスチックもガソリンなどと比べると、再利用がしやすい点があるので新エネルギーを    

用いた開発等はどうなっているのか疑問に感じられる。用いた開発等はどうなっているのか疑問に感じられる。用いた開発等はどうなっているのか疑問に感じられる。用いた開発等はどうなっているのか疑問に感じられる。    

また、様々な製品へと加工するためにその材質等を進化させているプラスチックのこれからの可また、様々な製品へと加工するためにその材質等を進化させているプラスチックのこれからの可また、様々な製品へと加工するためにその材質等を進化させているプラスチックのこれからの可また、様々な製品へと加工するためにその材質等を進化させているプラスチックのこれからの可    

能性能性能性能性((((成熟化してしまう等のマイナス面についても）と最新の利用法も注意してみていきたい。成熟化してしまう等のマイナス面についても）と最新の利用法も注意してみていきたい。成熟化してしまう等のマイナス面についても）と最新の利用法も注意してみていきたい。成熟化してしまう等のマイナス面についても）と最新の利用法も注意してみていきたい。    

  ◆Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

５２５２５２５２．プラスチックは便利である反面、下手に処理すると有害物質を発したり動物が食べて生態系に影．プラスチックは便利である反面、下手に処理すると有害物質を発したり動物が食べて生態系に影．プラスチックは便利である反面、下手に処理すると有害物質を発したり動物が食べて生態系に影．プラスチックは便利である反面、下手に処理すると有害物質を発したり動物が食べて生態系に影    

響を与えたりと、危険なものでもある。商品にプラスチックを利用する企業は、企業努力の一環と響を与えたりと、危険なものでもある。商品にプラスチックを利用する企業は、企業努力の一環と響を与えたりと、危険なものでもある。商品にプラスチックを利用する企業は、企業努力の一環と響を与えたりと、危険なものでもある。商品にプラスチックを利用する企業は、企業努力の一環と    

してリサイクルに協力、そして消費者がリサイクルしやすい商品をつくるなどすべきだ。してリサイクルに協力、そして消費者がリサイクルしやすい商品をつくるなどすべきだ。してリサイクルに協力、そして消費者がリサイクルしやすい商品をつくるなどすべきだ。してリサイクルに協力、そして消費者がリサイクルしやすい商品をつくるなどすべきだ。    

それはプラスチックを回収して再利用するだけでなく、消費者受けのいそれはプラスチックを回収して再利用するだけでなく、消費者受けのいそれはプラスチックを回収して再利用するだけでなく、消費者受けのいそれはプラスチックを回収して再利用するだけでなく、消費者受けのいいデザインにし、小物入れいデザインにし、小物入れいデザインにし、小物入れいデザインにし、小物入れ    

など別の用途で手元に残したいと思わせるのでも構わない。など別の用途で手元に残したいと思わせるのでも構わない。など別の用途で手元に残したいと思わせるのでも構わない。など別の用途で手元に残したいと思わせるのでも構わない。    

◆プラスチック容器包装を製造するメーカーならびに利用するメーカーは容リ法上特定事業者と呼 

ばれ再商品化義務を負っています。  
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⇒ http://www.jcpra.or.jp/manufacture/duty/duty01/index.html 

   プラスチック製容器包装の３Ｒの事例集です。企業の努力も見てください。 

    ⇒ http://www.pprc.gr.jp/3r/2010033015420268.html 

５３５３５３５３．．．．    最近のプラスチックには、以前のものと比べるとかなり薄いものが出ていますが、プラスチッ最近のプラスチックには、以前のものと比べるとかなり薄いものが出ていますが、プラスチッ最近のプラスチックには、以前のものと比べるとかなり薄いものが出ていますが、プラスチッ最近のプラスチックには、以前のものと比べるとかなり薄いものが出ていますが、プラスチッ    

クに取って代わるものは今後出てこないのでしょうか。また、もし注目されている素材があれば教クに取って代わるものは今後出てこないのでしょうか。また、もし注目されている素材があれば教クに取って代わるものは今後出てこないのでしょうか。また、もし注目されている素材があれば教クに取って代わるものは今後出てこないのでしょうか。また、もし注目されている素材があれば教    

えていただきたいです。えていただきたいです。えていただきたいです。えていただきたいです。    

◆ ⇒ Ｑ＆Ａ③ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

５４５４５４５４．プラスチックは私たちの身のまわりで非常に良く使われでおりとても便利な素材であると思いま．プラスチックは私たちの身のまわりで非常に良く使われでおりとても便利な素材であると思いま．プラスチックは私たちの身のまわりで非常に良く使われでおりとても便利な素材であると思いま．プラスチックは私たちの身のまわりで非常に良く使われでおりとても便利な素材であると思いま    

す。す。す。す。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

５５５５５５５５．①プラスチックは私たちの生活において非常に身近なものだがどのようにつくられていて、現在．①プラスチックは私たちの生活において非常に身近なものだがどのようにつくられていて、現在．①プラスチックは私たちの生活において非常に身近なものだがどのようにつくられていて、現在．①プラスチックは私たちの生活において非常に身近なものだがどのようにつくられていて、現在    

どのくらいの割合で再利用されているのか。どのくらいの割合で再利用されているのか。どのくらいの割合で再利用されているのか。どのくらいの割合で再利用されているのか。    

◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

②プラスチックは環境に悪いイメージがあるが具体的にはどのような事例があるのか。②プラスチックは環境に悪いイメージがあるが具体的にはどのような事例があるのか。②プラスチックは環境に悪いイメージがあるが具体的にはどのような事例があるのか。②プラスチックは環境に悪いイメージがあるが具体的にはどのような事例があるのか。    

◆燃やすと有害物質が出るとか、燃やすともったいないとか、といったことがよく言われますが、 

燃やしてもダイオキシンは出ません。 

しかし、燃やす二酸化炭素が発生します。こちらは地球温暖化の原因ともいわれています。 

 「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

５６５６５６５６．よくブランドのバッグなどで特殊なビニール加工をしてあるときくのですが、あれはどんな加工．よくブランドのバッグなどで特殊なビニール加工をしてあるときくのですが、あれはどんな加工．よくブランドのバッグなどで特殊なビニール加工をしてあるときくのですが、あれはどんな加工．よくブランドのバッグなどで特殊なビニール加工をしてあるときくのですが、あれはどんな加工    

をしてるのでしょうかをしてるのでしょうかをしてるのでしょうかをしてるのでしょうか    

たしかに、とても丈夫だと思います。たしかに、とても丈夫だと思います。たしかに、とても丈夫だと思います。たしかに、とても丈夫だと思います。    

◆塩ビレザーの事です。⇒ http://www.achilles.jp/product/05/02/01/ 

５７５７５７５７．プラスチックの再利用で服ができるの知って驚きました。もはやプラスチックの原型をとどめ．プラスチックの再利用で服ができるの知って驚きました。もはやプラスチックの原型をとどめ．プラスチックの再利用で服ができるの知って驚きました。もはやプラスチックの原型をとどめ．プラスチックの再利用で服ができるの知って驚きました。もはやプラスチックの原型をとどめ    

ていないものにまで変身し、質まで違うもののように変わり、プラスチックの再利用による多様性ていないものにまで変身し、質まで違うもののように変わり、プラスチックの再利用による多様性ていないものにまで変身し、質まで違うもののように変わり、プラスチックの再利用による多様性ていないものにまで変身し、質まで違うもののように変わり、プラスチックの再利用による多様性    

はまだまだあると思います。はまだまだあると思います。はまだまだあると思います。はまだまだあると思います。    
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    身近身近身近身近 4444 で大切なものだからこそ、環境にも配慮して大切に使っていく必要があるので、もっと再利で大切なものだからこそ、環境にも配慮して大切に使っていく必要があるので、もっと再利で大切なものだからこそ、環境にも配慮して大切に使っていく必要があるので、もっと再利で大切なものだからこそ、環境にも配慮して大切に使っていく必要があるので、もっと再利    

用すべきだと思います。用すべきだと思います。用すべきだと思います。用すべきだと思います。    

◆ マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

５５５５８８８８．プラスチックは便利だが、環境に悪いイメージ。リサイクルするにしても原油が必要だと聞いた．プラスチックは便利だが、環境に悪いイメージ。リサイクルするにしても原油が必要だと聞いた．プラスチックは便利だが、環境に悪いイメージ。リサイクルするにしても原油が必要だと聞いた．プラスチックは便利だが、環境に悪いイメージ。リサイクルするにしても原油が必要だと聞いた    

ようなようなようなような    

◆イメージだけで判断せずに大きく全体像を見て判断しましょう。 

 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

５９５９５９５９．．．．    飲料水のいろはすに用いられているペットボトルは薄く、軽い形状だけれど、実際今の技術で飲料水のいろはすに用いられているペットボトルは薄く、軽い形状だけれど、実際今の技術で飲料水のいろはすに用いられているペットボトルは薄く、軽い形状だけれど、実際今の技術で飲料水のいろはすに用いられているペットボトルは薄く、軽い形状だけれど、実際今の技術で    

どのくらいまで薄く、軽く作れるのか。どのくらいまで薄く、軽く作れるのか。どのくらいまで薄く、軽く作れるのか。どのくらいまで薄く、軽く作れるのか。    

 ◆ほぼほぼ限界に近いと思います。使用上からも。内容物によって厚みが異なることも考えてく 

ださい。ビタミンウォーターなどは広口で厚手の容器になっています。内容物に応じた容器包 

装が設計されています。 

   ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

６６６６００００．プラスチックを廃棄する際にどの程度環境に影響を与えるのか疑問に思った。．プラスチックを廃棄する際にどの程度環境に影響を与えるのか疑問に思った。．プラスチックを廃棄する際にどの程度環境に影響を与えるのか疑問に思った。．プラスチックを廃棄する際にどの程度環境に影響を与えるのか疑問に思った。    

◆リサイクルした場合のエネルギー削減効果を参照してください。 

     

 

６６６６１１１１．．．．①①①①プラスチックが生成されるまでの過程、どのように原油からプラスチックができるのかが以前プラスチックが生成されるまでの過程、どのように原油からプラスチックができるのかが以前プラスチックが生成されるまでの過程、どのように原油からプラスチックができるのかが以前プラスチックが生成されるまでの過程、どのように原油からプラスチックができるのかが以前    

                から疑問でした。から疑問でした。から疑問でした。から疑問でした。        

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

詳しくは ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf 

②②②②また、プラスチックをリサイクルといいますが、あの再生出来なさそうな素材をどのようにしまた、プラスチックをリサイクルといいますが、あの再生出来なさそうな素材をどのようにしまた、プラスチックをリサイクルといいますが、あの再生出来なさそうな素材をどのようにしまた、プラスチックをリサイクルといいますが、あの再生出来なさそうな素材をどのようにし    
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てリサイクルするのか。てリサイクルするのか。てリサイクルするのか。てリサイクルするのか。    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

③③③③ペットボトルを分別する際に、キャップと本体を別にする理由はなぜなのか？ペットボトルを分別する際に、キャップと本体を別にする理由はなぜなのか？ペットボトルを分別する際に、キャップと本体を別にする理由はなぜなのか？ペットボトルを分別する際に、キャップと本体を別にする理由はなぜなのか？    

 ◆ボトル本体とキャップの材質が異なり、キャップの材質のものが混じると、マテリアルリサ 

イクルの際に品質が落ちるからです。 

⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html#qa1_5  

なお、キャップには高密度ポリエチレン製のものもあります。 

④④④④ペットボトルにも、冷たい飲み物用と暖かいもの用があるが、どのような違いがあるのか？ペットボトルにも、冷たい飲み物用と暖かいもの用があるが、どのような違いがあるのか？ペットボトルにも、冷たい飲み物用と暖かいもの用があるが、どのような違いがあるのか？ペットボトルにも、冷たい飲み物用と暖かいもの用があるが、どのような違いがあるのか？    

◆⇒http://www.petbottle-rec.gr.jp/basic/use_kind.html 

 ホット販売の場合は昼夜かまわず６０℃ぐらいになっているので、常温・コールド販売より 

お茶の酸化劣化が早く進みます。このためＰＥＴ／酸素バリア層（ナイロン樹脂など）／Ｐ 

ＥＴの３層構造になっています。区別がつきやすいようにキャップもオレンジ色になってい 

ます。 

⑤⑤⑤⑤近年出てきているぐしゃぐしゃにできるペットボトル、あれは薄く作っているだけなのか？近年出てきているぐしゃぐしゃにできるペットボトル、あれは薄く作っているだけなのか？近年出てきているぐしゃぐしゃにできるペットボトル、あれは薄く作っているだけなのか？近年出てきているぐしゃぐしゃにできるペットボトル、あれは薄く作っているだけなのか？    

  ◆「いろはす」に使われているプラスチックはポリエチレンテレフタレートです。あのよう 

  に薄い形状が作れるような材質のものが使われています。 

⑥⑥⑥⑥プラスチックとアクリルの違いについてプラスチックとアクリルの違いについてプラスチックとアクリルの違いについてプラスチックとアクリルの違いについて    

 ◆アクリルという場合は繊維の呼び方で、プラスチックの場合はメタクリル樹脂とよばれます。 

ちなみに、ポリエステルは繊維の呼び方で、ＰＥＴボトルの材料になるポリエチレンテレフ 

タレートはプラスチックの一種です。（同じ分子構造です） 

６６６６２２２２．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ    

て驚きました。て驚きました。て驚きました。て驚きました。    

◆それはそれとして、これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 

です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

６６６６３３３３．改めて身近なものの中にプラスチックが使用させていることに気が付いた。．改めて身近なものの中にプラスチックが使用させていることに気が付いた。．改めて身近なものの中にプラスチックが使用させていることに気が付いた。．改めて身近なものの中にプラスチックが使用させていることに気が付いた。    

原油がなくなった時に他の材料でプラスチックと同様なものを作ることができるのか疑問に思った。原油がなくなった時に他の材料でプラスチックと同様なものを作ることができるのか疑問に思った。原油がなくなった時に他の材料でプラスチックと同様なものを作ることができるのか疑問に思った。原油がなくなった時に他の材料でプラスチックと同様なものを作ることができるのか疑問に思った。    

  ◆Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

６６６６４４４４．液体である原油をどのようにプラスチックに加工するのか疑問に思いました。．液体である原油をどのようにプラスチックに加工するのか疑問に思いました。．液体である原油をどのようにプラスチックに加工するのか疑問に思いました。．液体である原油をどのようにプラスチックに加工するのか疑問に思いました。    

種類も豊富なので、加工の違いも気になります。種類も豊富なので、加工の違いも気になります。種類も豊富なので、加工の違いも気になります。種類も豊富なので、加工の違いも気になります。    

色も黒から透明に変わるのが不思議に思います。色も黒から透明に変わるのが不思議に思います。色も黒から透明に変わるのが不思議に思います。色も黒から透明に変わるのが不思議に思います。    

  ◆黒は炭素（Ｃ）の色です。水素（Ｈ）や酸素（Ｏ）などと結合し姿を変えていきます。 

ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

詳しくは ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf 

６６６６５５５５．．．．改めて考えると、身の回りには思った以上にプラスチックが使われていた。改めて考えると、身の回りには思った以上にプラスチックが使われていた。改めて考えると、身の回りには思った以上にプラスチックが使われていた。改めて考えると、身の回りには思った以上にプラスチックが使われていた。    

原油価格の高騰が今後考えられるが、プラスチックの代替品になるものはないのか疑問原油価格の高騰が今後考えられるが、プラスチックの代替品になるものはないのか疑問原油価格の高騰が今後考えられるが、プラスチックの代替品になるものはないのか疑問原油価格の高騰が今後考えられるが、プラスチックの代替品になるものはないのか疑問に思った。に思った。に思った。に思った。    
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◆ Ｑ＆Ａ③ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

６６６６６６６６．プラスチックというと．プラスチックというと．プラスチックというと．プラスチックというと 500ml500ml500ml500ml のペットボトルが頭に浮かんできます。のペットボトルが頭に浮かんできます。のペットボトルが頭に浮かんできます。のペットボトルが頭に浮かんできます。    

また、手で押すと形は変わりますが押すのをやめると形がもとに戻るので頑丈なイメージが強いでまた、手で押すと形は変わりますが押すのをやめると形がもとに戻るので頑丈なイメージが強いでまた、手で押すと形は変わりますが押すのをやめると形がもとに戻るので頑丈なイメージが強いでまた、手で押すと形は変わりますが押すのをやめると形がもとに戻るので頑丈なイメージが強いで    

す。意外なところに使われているす。意外なところに使われているす。意外なところに使われているす。意外なところに使われているプラスチックを知りたいと考えます。プラスチックを知りたいと考えます。プラスチックを知りたいと考えます。プラスチックを知りたいと考えます。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 

です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

６６６６７７７７．プラスチックの生産に限りはあるのか？．プラスチックの生産に限りはあるのか？．プラスチックの生産に限りはあるのか？．プラスチックの生産に限りはあるのか？    

        ◆Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

６６６６８８８８．プラスチックというものに対して今まで真剣に考えたことがなかったので、そもそもどのような．プラスチックというものに対して今まで真剣に考えたことがなかったので、そもそもどのような．プラスチックというものに対して今まで真剣に考えたことがなかったので、そもそもどのような．プラスチックというものに対して今まで真剣に考えたことがなかったので、そもそもどのような    

工程や原料で作られているのかほとんどわかりません。工程や原料で作られているのかほとんどわかりません。工程や原料で作られているのかほとんどわかりません。工程や原料で作られているのかほとんどわかりません。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 

です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

６９６９６９６９．燃やすとくさい。．燃やすとくさい。．燃やすとくさい。．燃やすとくさい。    

少し重いものを載せたりすると、意外とすぐ破れたり、強度に難があるように思われる少し重いものを載せたりすると、意外とすぐ破れたり、強度に難があるように思われる少し重いものを載せたりすると、意外とすぐ破れたり、強度に難があるように思われる少し重いものを載せたりすると、意外とすぐ破れたり、強度に難があるように思われる    

  ◆プラスチックにはいろいろな種類があり燃やすとそれぞれ特徴のある臭いがします。（絶対に直

接嗅ぐようなことはしないように！）ポリエチレンはローソクを燃やした時と同じ臭いがします。 

   レジ袋などは避けやすい傾向がありますが、例えばレトルトカレーの容器などはそう簡単に破れ

たりしませんよ。 

７０７０７０７０．プラスチックを燃やしては本当にいけないのか、疑問である。多少、．プラスチックを燃やしては本当にいけないのか、疑問である。多少、．プラスチックを燃やしては本当にいけないのか、疑問である。多少、．プラスチックを燃やしては本当にいけないのか、疑問である。多少、油があった方が燃えやすい油があった方が燃えやすい油があった方が燃えやすい油があった方が燃えやすい    

という意見も聞いたことがあるため。という意見も聞いたことがあるため。という意見も聞いたことがあるため。という意見も聞いたことがあるため。    

◆「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４６～Ｐ４８ 
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７７７７１１１１．プラスチックは私たち．プラスチックは私たち．プラスチックは私たち．プラスチックは私たちの生活に身近なものですが、人体に有害であるとかないとか様々な話を耳の生活に身近なものですが、人体に有害であるとかないとか様々な話を耳の生活に身近なものですが、人体に有害であるとかないとか様々な話を耳の生活に身近なものですが、人体に有害であるとかないとか様々な話を耳    

にします。しかし実際にはどうなのか分かりません。また、私の地元にある企業で渋谷工業というにします。しかし実際にはどうなのか分かりません。また、私の地元にある企業で渋谷工業というにします。しかし実際にはどうなのか分かりません。また、私の地元にある企業で渋谷工業というにします。しかし実際にはどうなのか分かりません。また、私の地元にある企業で渋谷工業という    

ボトリングで有名な会社があるのでボトリングで有名な会社があるのでボトリングで有名な会社があるのでボトリングで有名な会社があるので実際はどうなのか気になります。実際はどうなのか気になります。実際はどうなのか気になります。実際はどうなのか気になります。    

  ◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器包装 

の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

  

７７７７２２２２．現在、世界中でどれくらいの量のプラスチックが利用されているのか知りたい．現在、世界中でどれくらいの量のプラスチックが利用されているのか知りたい．現在、世界中でどれくらいの量のプラスチックが利用されているのか知りたい．現在、世界中でどれくらいの量のプラスチックが利用されているのか知りたい    

◆ 世界と各国の生産量、一人当たり消費量等が載っています。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world3_c.htm 

７７７７３３３３．私の住んでいる市ではプラスチックは燃えるごみなのに、ほかの市では燃えないごみだったりし．私の住んでいる市ではプラスチックは燃えるごみなのに、ほかの市では燃えないごみだったりし．私の住んでいる市ではプラスチックは燃えるごみなのに、ほかの市では燃えないごみだったりし．私の住んでいる市ではプラスチックは燃えるごみなのに、ほかの市では燃えないごみだったりし    

てとっても戸惑います。てとっても戸惑います。てとっても戸惑います。てとっても戸惑います。    

◆自治体によって焼却施設の能力とか、処理方法等の考え方が異なるためです。 

７７７７４４４４．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ．第二次世界大戦のことを調べていたとき、アメリカ軍が開発した爆弾にプラスチック爆弾があっ    

て驚きました。て驚きました。て驚きました。て驚きました。    

◆それはそれとして、これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 
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です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

７７７７５５５５．プラスチックは私たちにとても身近なものである。．プラスチックは私たちにとても身近なものである。．プラスチックは私たちにとても身近なものである。．プラスチックは私たちにとても身近なものである。    

軽軽軽軽くて強く、さびたり腐ったりもしない、色や形も自由に加工ができるすぐれた材質である。くて強く、さびたり腐ったりもしない、色や形も自由に加工ができるすぐれた材質である。くて強く、さびたり腐ったりもしない、色や形も自由に加工ができるすぐれた材質である。くて強く、さびたり腐ったりもしない、色や形も自由に加工ができるすぐれた材質である。    

プラスチックはさまざまなところで利用されており、プラスチックのない暮らしは考えられないほプラスチックはさまざまなところで利用されており、プラスチックのない暮らしは考えられないほプラスチックはさまざまなところで利用されており、プラスチックのない暮らしは考えられないほプラスチックはさまざまなところで利用されており、プラスチックのない暮らしは考えられないほ    

どだ。しかし、沢山使われるようになると、使用後にごみとして捨てられる量も多くなり、問題とどだ。しかし、沢山使われるようになると、使用後にごみとして捨てられる量も多くなり、問題とどだ。しかし、沢山使われるようになると、使用後にごみとして捨てられる量も多くなり、問題とどだ。しかし、沢山使われるようになると、使用後にごみとして捨てられる量も多くなり、問題と    

なっている。東京都では燃やせないごみのうちプラスチックはなっている。東京都では燃やせないごみのうちプラスチックはなっている。東京都では燃やせないごみのうちプラスチックはなっている。東京都では燃やせないごみのうちプラスチックは 45454545％にも及ぶといわれている。％にも及ぶといわれている。％にも及ぶといわれている。％にも及ぶといわれている。    

プラスチックを燃やせるように加工するか、リサイクルをすることでこの問題を解決しなければなプラスチックを燃やせるように加工するか、リサイクルをすることでこの問題を解決しなければなプラスチックを燃やせるように加工するか、リサイクルをすることでこの問題を解決しなければなプラスチックを燃やせるように加工するか、リサイクルをすることでこの問題を解決しなければな    

らない。らない。らない。らない。    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

７７７７６６６６．ペットボトルののリサイクルについてなのですが、服のほかにも原料が原油ならほかの用途に使．ペットボトルののリサイクルについてなのですが、服のほかにも原料が原油ならほかの用途に使．ペットボトルののリサイクルについてなのですが、服のほかにも原料が原油ならほかの用途に使．ペットボトルののリサイクルについてなのですが、服のほかにも原料が原油ならほかの用途に使    

えることもでき、コスト面を大幅に削減し経済を良い方向に向けられることができるのではないえることもでき、コスト面を大幅に削減し経済を良い方向に向けられることができるのではないえることもでき、コスト面を大幅に削減し経済を良い方向に向けられることができるのではないえることもでき、コスト面を大幅に削減し経済を良い方向に向けられることができるのではない    

のでしょうか？そうのでしょうか？そうのでしょうか？そうのでしょうか？そういった取り組みをあまり聞かないもので疑問に思いました。いった取り組みをあまり聞かないもので疑問に思いました。いった取り組みをあまり聞かないもので疑問に思いました。いった取り組みをあまり聞かないもので疑問に思いました。    

  ◆プラスチック循環利用協会では下記の報告書で、廃プラスチックから石油化学原料化（原油のよ 

うなモノ）の研究がなされており、九州では実際に稼働している事例があります。 

        

７７７７７７７７．ごみの分別．ごみの分別．ごみの分別．ごみの分別    

  ◆地方自治体によってさまざまな分別方法があります。調べてみるのも面白いですよ。 

７７７７８８８８．．．．①①①①ペットボトルの再利用はどのように行われているのかペットボトルの再利用はどのように行われているのかペットボトルの再利用はどのように行われているのかペットボトルの再利用はどのように行われているのか    

  ◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

②プラスチックには種類があるのか、またそれは何か 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/00plastics/plastics.htm  

７９７９７９７９．リサイクルされたプラスチックペットボトルなどが．リサイクルされたプラスチックペットボトルなどが．リサイクルされたプラスチックペットボトルなどが．リサイクルされたプラスチックペットボトルなどが YYYY シャツなどになるというのは本当なのか。シャツなどになるというのは本当なのか。シャツなどになるというのは本当なのか。シャツなどになるというのは本当なのか。    

  ◆本当です。マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

８８８８００００．リサイクルが必ずしも環境にやさしいというわけではないという話を聴いたときは、驚きました。．リサイクルが必ずしも環境にやさしいというわけではないという話を聴いたときは、驚きました。．リサイクルが必ずしも環境にやさしいというわけではないという話を聴いたときは、驚きました。．リサイクルが必ずしも環境にやさしいというわけではないという話を聴いたときは、驚きました。    

リサイクルをするためにエネルギーを大量に消費してしまうので、リサイクルをした方が逆に環境リサイクルをするためにエネルギーを大量に消費してしまうので、リサイクルをした方が逆に環境リサイクルをするためにエネルギーを大量に消費してしまうので、リサイクルをした方が逆に環境リサイクルをするためにエネルギーを大量に消費してしまうので、リサイクルをした方が逆に環境    

に悪いみたいなことを言っている文章でした。に悪いみたいなことを言っている文章でした。に悪いみたいなことを言っている文章でした。に悪いみたいなことを言っている文章でした。 

◆「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」を参考にしてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf  

８８８８１１１１．プラスチックは再利用しようと考えられていますが、再利用するためにも費用がかるはずです。．プラスチックは再利用しようと考えられていますが、再利用するためにも費用がかるはずです。．プラスチックは再利用しようと考えられていますが、再利用するためにも費用がかるはずです。．プラスチックは再利用しようと考えられていますが、再利用するためにも費用がかるはずです。    

再利用は環境に優しく大事なことだとは思いますが、費用がかかりすぎていてはどうなのかなと感再利用は環境に優しく大事なことだとは思いますが、費用がかかりすぎていてはどうなのかなと感再利用は環境に優しく大事なことだとは思いますが、費用がかかりすぎていてはどうなのかなと感再利用は環境に優しく大事なことだとは思いますが、費用がかかりすぎていてはどうなのかなと感    

じます。リサイクルにじます。リサイクルにじます。リサイクルにじます。リサイクルにかかる費用はどれくらいなのか、また、割に合うものなのか疑問ですかかる費用はどれくらいなのか、また、割に合うものなのか疑問ですかかる費用はどれくらいなのか、また、割に合うものなのか疑問ですかかる費用はどれくらいなのか、また、割に合うものなのか疑問です    
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 ◆割にあいません。 

リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチックには戻りません。よくリサイク

ルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、この場合のポリエチレンは顔料や

ら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかにかけ離れたものになっています。

したがってお金はうんーとかかります。上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリ

アルリサイクルされたペレットです。 

 

 

８８８８２２２２．精製過程や種類など現在の市場において注目．精製過程や種類など現在の市場において注目．精製過程や種類など現在の市場において注目．精製過程や種類など現在の市場において注目されている製品や技術について知りたい。されている製品や技術について知りたい。されている製品や技術について知りたい。されている製品や技術について知りたい。    

廃棄問題や環境問題に関して企業はどのようにとらえているのか。廃棄問題や環境問題に関して企業はどのようにとらえているのか。廃棄問題や環境問題に関して企業はどのようにとらえているのか。廃棄問題や環境問題に関して企業はどのようにとらえているのか。    

また、日本のプラスティックのリサイクル基準は世界基準からして相対的に環境に配慮できていまた、日本のプラスティックのリサイクル基準は世界基準からして相対的に環境に配慮できていまた、日本のプラスティックのリサイクル基準は世界基準からして相対的に環境に配慮できていまた、日本のプラスティックのリサイクル基準は世界基準からして相対的に環境に配慮できてい    

るのか。るのか。るのか。るのか。    

⇒Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

         http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

８８８８３３３３．プラスチックが多くですぎることでごみが増えると感じる。普段はその場で捨てられるという点．プラスチックが多くですぎることでごみが増えると感じる。普段はその場で捨てられるという点．プラスチックが多くですぎることでごみが増えると感じる。普段はその場で捨てられるという点．プラスチックが多くですぎることでごみが増えると感じる。普段はその場で捨てられるという点    

などから便利に感じるが、実際はペットボトルだったら水筒を使った方がごみはでず繰り返し使えなどから便利に感じるが、実際はペットボトルだったら水筒を使った方がごみはでず繰り返し使えなどから便利に感じるが、実際はペットボトルだったら水筒を使った方がごみはでず繰り返し使えなどから便利に感じるが、実際はペットボトルだったら水筒を使った方がごみはでず繰り返し使え    

ると感じる。ると感じる。ると感じる。ると感じる。    

 ◆マイボトル、マイバッグなどいろいろ考えてみてください。 

  これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にして

ください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

８８８８４４４４．①プラスチックは実際にどのくらい環境に影響をあたえているのか．①プラスチックは実際にどのくらい環境に影響をあたえているのか．①プラスチックは実際にどのくらい環境に影響をあたえているのか．①プラスチックは実際にどのくらい環境に影響をあたえているのか    

   ◆プラスチックの生産に伴うＣＯ２原単位が載っています。 

⇒ http://www.cms-cfp-japan.jp/common/pdf/co2_database.pdf Ｐ３、４ 

②②②② プラスチックを作る際にどのくらい原油をしようしているのかプラスチックを作る際にどのくらい原油をしようしているのかプラスチックを作る際にどのくらい原油をしようしているのかプラスチックを作る際にどのくらい原油をしようしているのか    

⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf Ｐ３ 
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③プラスチック消しゴムの「プラスチック」ってなんなのか③プラスチック消しゴムの「プラスチック」ってなんなのか③プラスチック消しゴムの「プラスチック」ってなんなのか③プラスチック消しゴムの「プラスチック」ってなんなのか    

 ◆ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製です。昔はゴムが使われていたようです。名前として残っているよ 

うです。良く「ビニール袋」といいますが実はポリエチレン製やポリプロピレン製が主流です。 

消しゴムがポリ塩化ビニル製なのに消しゴムといわれ、ポリ袋がビニール袋と呼ばれたり、面白 

いですね。 

④④④④ププププラスチックにかわる代替品はこれから出でくるのかラスチックにかわる代替品はこれから出でくるのかラスチックにかわる代替品はこれから出でくるのかラスチックにかわる代替品はこれから出でくるのか    

◆◆◆◆Ｑ＆Ａ③ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf    

８８８８５５５５．小さいころ、プラスチックバットで野球していたのを思い出します。プラスチックは、軽くて、．小さいころ、プラスチックバットで野球していたのを思い出します。プラスチックは、軽くて、．小さいころ、プラスチックバットで野球していたのを思い出します。プラスチックは、軽くて、．小さいころ、プラスチックバットで野球していたのを思い出します。プラスチックは、軽くて、    

それなのに丈夫だし、子供の遊び道具やその他さまざまな場面でも使用されていて、大変便利な材それなのに丈夫だし、子供の遊び道具やその他さまざまな場面でも使用されていて、大変便利な材それなのに丈夫だし、子供の遊び道具やその他さまざまな場面でも使用されていて、大変便利な材それなのに丈夫だし、子供の遊び道具やその他さまざまな場面でも使用されていて、大変便利な材    

料だと思われます。料だと思われます。料だと思われます。料だと思われます。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 

です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

８８８８６６６６．プラスチックを再び原油として再利用はできるのか？．プラスチックを再び原油として再利用はできるのか？．プラスチックを再び原油として再利用はできるのか？．プラスチックを再び原油として再利用はできるのか？    

  ◆油化技術 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ２３ 

８８８８７７７７．．．．プラスチックはいつごろからあるのか疑問に思いました。何と取って代わってプラスチックが使プラスチックはいつごろからあるのか疑問に思いました。何と取って代わってプラスチックが使プラスチックはいつごろからあるのか疑問に思いました。何と取って代わってプラスチックが使プラスチックはいつごろからあるのか疑問に思いました。何と取って代わってプラスチックが使    

われるようになったのか知りたいです。われるようになったのか知りたいです。われるようになったのか知りたいです。われるようになったのか知りたいです。    

◆Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

８８８８８８８８．ゴミはどのようにして処理されているのか．ゴミはどのようにして処理されているのか．ゴミはどのようにして処理されているのか．ゴミはどのようにして処理されているのか。。。。ふたはリサイクルしてなにに生まれ変わるのかふたはリサイクルしてなにに生まれ変わるのかふたはリサイクルしてなにに生まれ変わるのかふたはリサイクルしてなにに生まれ変わるのか    

  ◆ ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１６～２５ ふた（キャップ）は、再ペレット化

されて、Ｐ１７にあるような用途の成形材料の一部に使われていると思います。 

８９８９８９８９．ペットボトルのごみを出すとき、ラベルをはがさずに出してしまうことがあるが、どのような悪．ペットボトルのごみを出すとき、ラベルをはがさずに出してしまうことがあるが、どのような悪．ペットボトルのごみを出すとき、ラベルをはがさずに出してしまうことがあるが、どのような悪．ペットボトルのごみを出すとき、ラベルをはがさずに出してしまうことがあるが、どのような悪    

影響があるのか。影響があるのか。影響があるのか。影響があるのか。    

  ◆混ざるとリサイクル材の品質が低下します。 ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/more/rule.html 

９９９９００００．プラスチックをリサイクルするのにかかるコスト．プラスチックをリサイクルするのにかかるコスト．プラスチックをリサイクルするのにかかるコスト．プラスチックをリサイクルするのにかかるコスト    
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◆プラスチック容器包装を製造するメーカーならびに利用するメーカーは容リ法上特定事業者と呼 

ばれ再商品化義務を負っています。 この費用もコストの一部です。 

⇒ http://www.jcpra.or.jp/manufacture/duty/duty01/index.html 

９９９９１１１１．．．．    プラスチップラスチップラスチップラスチックといえば、主に飲料水を購入した際に手にする時が、私にとっては一番身近であクといえば、主に飲料水を購入した際に手にする時が、私にとっては一番身近であクといえば、主に飲料水を購入した際に手にする時が、私にとっては一番身近であクといえば、主に飲料水を購入した際に手にする時が、私にとっては一番身近であ    

る。しかし、日々大量に消費されているであろうペットボトルは、すべてリサイクルされて環境にる。しかし、日々大量に消費されているであろうペットボトルは、すべてリサイクルされて環境にる。しかし、日々大量に消費されているであろうペットボトルは、すべてリサイクルされて環境にる。しかし、日々大量に消費されているであろうペットボトルは、すべてリサイクルされて環境に    

優しい処理が行われているのか。それとも、可燃物質として有害なものを排出しながら、次のもの優しい処理が行われているのか。それとも、可燃物質として有害なものを排出しながら、次のもの優しい処理が行われているのか。それとも、可燃物質として有害なものを排出しながら、次のもの優しい処理が行われているのか。それとも、可燃物質として有害なものを排出しながら、次のもの    

を製品として作っているのか、現時点ではあまり正確に把握していないので知りたいことである。を製品として作っているのか、現時点ではあまり正確に把握していないので知りたいことである。を製品として作っているのか、現時点ではあまり正確に把握していないので知りたいことである。を製品として作っているのか、現時点ではあまり正確に把握していないので知りたいことである。    

    プラスチックの容器を使う際、とても使用勝手がよく重宝しているが、プラスチックの強度や材質プラスチックの容器を使う際、とても使用勝手がよく重宝しているが、プラスチックの強度や材質プラスチックの容器を使う際、とても使用勝手がよく重宝しているが、プラスチックの強度や材質プラスチックの容器を使う際、とても使用勝手がよく重宝しているが、プラスチックの強度や材質    

の変化など、近代の工業発展とともに昔とは違ったプラスチックが生み出されていの変化など、近代の工業発展とともに昔とは違ったプラスチックが生み出されていの変化など、近代の工業発展とともに昔とは違ったプラスチックが生み出されていの変化など、近代の工業発展とともに昔とは違ったプラスチックが生み出されているのかなど、私るのかなど、私るのかなど、私るのかなど、私    

の中では気になる疑問の一つである、。の中では気になる疑問の一つである、。の中では気になる疑問の一つである、。の中では気になる疑問の一つである、。    

◆ペットボトルのリサイクル ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

◆ペットボトルを燃やしてもダイオキシンは発生しません。 

    ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html 

    

◆ポリプロピレンの用途開発に応じた樹脂の開発過程です。 

⇒ http://www.pochem.co.jp/jpp/reference/pdf/20090410-1.pdf Ｐ３ 

９９９９２２２２．プラスチックは、ごみという認識があるので、リサイクルに活用できるようにもっとしたほうが．プラスチックは、ごみという認識があるので、リサイクルに活用できるようにもっとしたほうが．プラスチックは、ごみという認識があるので、リサイクルに活用できるようにもっとしたほうが．プラスチックは、ごみという認識があるので、リサイクルに活用できるようにもっとしたほうが    

よい。よい。よい。よい。    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミカル 

リサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

９９９９３３３３．３．３．３．３R R R R をこのまま続けていけたらいいと思います。をこのまま続けていけたらいいと思います。をこのまま続けていけたらいいと思います。をこのまま続けていけたらいいと思います。    

ペットボトルの蓋の分別などを全国のコンビニなどで設けていければよいと思います。ペットボトルの蓋の分別などを全国のコンビニなどで設けていければよいと思います。ペットボトルの蓋の分別などを全国のコンビニなどで設けていければよいと思います。ペットボトルの蓋の分別などを全国のコンビニなどで設けていければよいと思います。    

◆プラスチック製容器包装３Ｒ事例集 ⇒  

http://www.pprc.gr.jp/3r/2010033015420268.html 

９９９９４４４４．プラスチックの原料が原油というのは知らなかった。次回のリクエスト講義が興味深い物となっ．プラスチックの原料が原油というのは知らなかった。次回のリクエスト講義が興味深い物となっ．プラスチックの原料が原油というのは知らなかった。次回のリクエスト講義が興味深い物となっ．プラスチックの原料が原油というのは知らなかった。次回のリクエスト講義が興味深い物となっ    

た。た。た。た。    
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◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキスト 

です。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

９９９９５５５５．プラスチック製のコップや食器を使用している飲食店も多くあるが、プラスチック製のものは．プラスチック製のコップや食器を使用している飲食店も多くあるが、プラスチック製のものは．プラスチック製のコップや食器を使用している飲食店も多くあるが、プラスチック製のものは．プラスチック製のコップや食器を使用している飲食店も多くあるが、プラスチック製のものは    

ガラス製のものに比べてなぜかチープに見えてしまうのはなぜだろう。ガラス製のものに比べてなぜかチープに見えてしまうのはなぜだろう。ガラス製のものに比べてなぜかチープに見えてしまうのはなぜだろう。ガラス製のものに比べてなぜかチープに見えてしまうのはなぜだろう。    

◆ガラスや陶器、金属などに比べると比重が軽く、それだけ質感を伴わないからではないでしょう 

か。 

９９９９６６６６．①身の回りにプラスチック製品があふれているが、一体、いつ、どこで、誰が、どのような目的①身の回りにプラスチック製品があふれているが、一体、いつ、どこで、誰が、どのような目的①身の回りにプラスチック製品があふれているが、一体、いつ、どこで、誰が、どのような目的①身の回りにプラスチック製品があふれているが、一体、いつ、どこで、誰が、どのような目的    

でこの素材を開発したのかということ。でこの素材を開発したのかということ。でこの素材を開発したのかということ。でこの素材を開発したのかということ。    

    ◆約１００年前です。詳しくは、⇒ http://www.jpif.gr.jp/p100year/conts/p_history0707.pdf 

②土に還るプラスチックがあるそうだが、従来型のプラスチックも石油から作られている。②土に還るプラスチックがあるそうだが、従来型のプラスチックも石油から作られている。②土に還るプラスチックがあるそうだが、従来型のプラスチックも石油から作られている。②土に還るプラスチックがあるそうだが、従来型のプラスチックも石油から作られている。    

つまり有機物であるのになぜ分解されないのだろうか？つまり有機物であるのになぜ分解されないのだろうか？つまり有機物であるのになぜ分解されないのだろうか？つまり有機物であるのになぜ分解されないのだろうか？    

◆微生物の力を借りて分解することがないのでその分、分解に時間がかかります。 

③リサイクルの対象のひとつとして、プラスチックが③リサイクルの対象のひとつとして、プラスチックが③リサイクルの対象のひとつとして、プラスチックが③リサイクルの対象のひとつとして、プラスチックが挙げられるが挙げられるが挙げられるが挙げられるが。。。。    

  ◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

④コンビニに売られているホット飲料のペットボトルにも当然、プラスチックが使用されている④コンビニに売られているホット飲料のペットボトルにも当然、プラスチックが使用されている④コンビニに売られているホット飲料のペットボトルにも当然、プラスチックが使用されている④コンビニに売られているホット飲料のペットボトルにも当然、プラスチックが使用されている    

が、熱によって有害物質が溶け出しが、熱によって有害物質が溶け出しが、熱によって有害物質が溶け出しが、熱によって有害物質が溶け出していそうで不安を覚えることが多々ある。ていそうで不安を覚えることが多々ある。ていそうで不安を覚えることが多々ある。ていそうで不安を覚えることが多々ある。    

◆ＰＥＴボトルの安全性 ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/basic/safe.html 

⑤海岸や海中で死亡している動物などを解剖すると内臓からプラスチックが出てくるといった事⑤海岸や海中で死亡している動物などを解剖すると内臓からプラスチックが出てくるといった事⑤海岸や海中で死亡している動物などを解剖すると内臓からプラスチックが出てくるといった事⑤海岸や海中で死亡している動物などを解剖すると内臓からプラスチックが出てくるといった事    

例があるが、今後、例があるが、今後、例があるが、今後、例があるが、今後、が今後「食べられるプラスチック」なるものの開発の展望はあるのだろうが今後「食べられるプラスチック」なるものの開発の展望はあるのだろうが今後「食べられるプラスチック」なるものの開発の展望はあるのだろうが今後「食べられるプラスチック」なるものの開発の展望はあるのだろう    

か？が今後「食べられるプラスチック」なるものの開発か？が今後「食べられるプラスチック」なるものの開発か？が今後「食べられるプラスチック」なるものの開発か？が今後「食べられるプラスチック」なるものの開発の展望はあるのだろうか？の展望はあるのだろうか？の展望はあるのだろうか？の展望はあるのだろうか？    

◆でんぷん由来のプラスチック ⇒ http://www.alic.go.jp/joho-d/joho08_000076.html 

９９９９７７７７．プラスチックは特にペットボトルなどの容器として身近でほぼ毎日使われていると思う。私は、．プラスチックは特にペットボトルなどの容器として身近でほぼ毎日使われていると思う。私は、．プラスチックは特にペットボトルなどの容器として身近でほぼ毎日使われていると思う。私は、．プラスチックは特にペットボトルなどの容器として身近でほぼ毎日使われていると思う。私は、    

ペットボトルのエコキャップボランティアに参加しているのだが、容器事態とキャップ、さらにペットボトルのエコキャップボランティアに参加しているのだが、容器事態とキャップ、さらにペットボトルのエコキャップボランティアに参加しているのだが、容器事態とキャップ、さらにペットボトルのエコキャップボランティアに参加しているのだが、容器事態とキャップ、さらに    

はラベルといったようにすべてプラスチックが用いはラベルといったようにすべてプラスチックが用いはラベルといったようにすべてプラスチックが用いはラベルといったようにすべてプラスチックが用いられつつも、その複雑性と分別の重要性を考られつつも、その複雑性と分別の重要性を考られつつも、その複雑性と分別の重要性を考られつつも、その複雑性と分別の重要性を考    

えるときに、プラスチックを再認識した。プラスチックとの付き合い方を熟考することはこのよえるときに、プラスチックを再認識した。プラスチックとの付き合い方を熟考することはこのよえるときに、プラスチックを再認識した。プラスチックとの付き合い方を熟考することはこのよえるときに、プラスチックを再認識した。プラスチックとの付き合い方を熟考することはこのよ    

うにエコの観点からも重要だと思う。うにエコの観点からも重要だと思う。うにエコの観点からも重要だと思う。うにエコの観点からも重要だと思う。    

 ◆キャップとラベルのプラスチック http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html#qa1_5 
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◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

９９９９８８８８．今回、簡単に調べてみてわかったことは、ペットボトルはプラスチックからできていないという．今回、簡単に調べてみてわかったことは、ペットボトルはプラスチックからできていないという．今回、簡単に調べてみてわかったことは、ペットボトルはプラスチックからできていないという．今回、簡単に調べてみてわかったことは、ペットボトルはプラスチックからできていないという    

こと。こと。こと。こと。    

 ◆ペットボトルの材質はポリエチレンテレフタレートでプラスチックの一つの種類です。 

  ⇒ http://www.jpif.gr.jp/00plastics/plastics.htm 

９９９９９９９９．ペットボトルをリサイクルするとき、どのくらい二酸化炭素を出すか、など、リサイクル時に．ペットボトルをリサイクルするとき、どのくらい二酸化炭素を出すか、など、リサイクル時に．ペットボトルをリサイクルするとき、どのくらい二酸化炭素を出すか、など、リサイクル時に．ペットボトルをリサイクルするとき、どのくらい二酸化炭素を出すか、など、リサイクル時に    

環境に与えるデメリットな部分が気になっています環境に与えるデメリットな部分が気になっています環境に与えるデメリットな部分が気になっています環境に与えるデメリットな部分が気になっています    

    ◆プラスチックの生産に伴うＣＯ２原単位が載っています。 

⇒ http://www.cms-cfp-japan.jp/common/pdf/co2_database.pdf Ｐ３、４ 

１０１０１０１０００００．．．．①①①①例えば、毎日大量にごみとして捨てられるペットボトルは、何に再利用されているのか。例えば、毎日大量にごみとして捨てられるペットボトルは、何に再利用されているのか。例えば、毎日大量にごみとして捨てられるペットボトルは、何に再利用されているのか。例えば、毎日大量にごみとして捨てられるペットボトルは、何に再利用されているのか。    

            ◆ペットボトルのリサイクル ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

②②②②原油の消費を減らすために、再利用だけではなくその他に行っている活動はあるのか。原油の消費を減らすために、再利用だけではなくその他に行っている活動はあるのか。原油の消費を減らすために、再利用だけではなくその他に行っている活動はあるのか。原油の消費を減らすために、再利用だけではなくその他に行っている活動はあるのか。        

            ◆◆◆◆Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

        ミドリムシを主原料とするバイオプラスチックの開発とか二酸化炭素から作るプラスチッ 

クの技術開発なども行われています。 

③③③③プラスチックの代替品として新たに考えられている物はあるのか。プラスチックの代替品として新たに考えられている物はあるのか。プラスチックの代替品として新たに考えられている物はあるのか。プラスチックの代替品として新たに考えられている物はあるのか。    

            ◆◆◆◆Ｑ＆Ａ③ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf    

④④④④プラスチックはどのくらいの割合で再利用することができるのか。プラスチックはどのくらいの割合で再利用することができるのか。プラスチックはどのくらいの割合で再利用することができるのか。プラスチックはどのくらいの割合で再利用することができるのか。    

            ◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

    ◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

        

出展 ⇒ http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/outline.html 

    よく「衣服のリサイクルショップ」などと言われますが、正しくは「リユース」なんですよ。 

１０１０１０１０１１１１．①．①．①．①プラスチック自体手にすることはたくさんあるのですが、どのように作られているか、何でプラスチック自体手にすることはたくさんあるのですが、どのように作られているか、何でプラスチック自体手にすることはたくさんあるのですが、どのように作られているか、何でプラスチック自体手にすることはたくさんあるのですが、どのように作られているか、何で    

                    作られるか知りたいです。作られるか知りたいです。作られるか知りたいです。作られるか知りたいです。    

     ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf Ｐ３ 

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 
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②②②②そして、プラスチックのリサイクルの原理についてもしりたいです。そして、プラスチックのリサイクルの原理についてもしりたいです。そして、プラスチックのリサイクルの原理についてもしりたいです。そして、プラスチックのリサイクルの原理についてもしりたいです。    

   ◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１０１０１０１０２２２２．現代のあらゆる商品の基盤となっているプラスチックですが、プラスチックという素材が他の．現代のあらゆる商品の基盤となっているプラスチックですが、プラスチックという素材が他の．現代のあらゆる商品の基盤となっているプラスチックですが、プラスチックという素材が他の．現代のあらゆる商品の基盤となっているプラスチックですが、プラスチックという素材が他の    

素材と比較して優れている点、また劣っている点は何でしょうか？素材と比較して優れている点、また劣っている点は何でしょうか？素材と比較して優れている点、また劣っている点は何でしょうか？素材と比較して優れている点、また劣っている点は何でしょうか？    

◆◆◆◆自動車部品等では金属からの置き換えは「軽い」からです。ジェット機にカーボン繊維が使 

われるのもおなじ理由ですね。プラスチックは生まれて１００年、本当の意味での実用化は 

ここ５０年くらいです。その間他の素材の置き換えで発展してきたといっても過言ではあり 

ません。下記の主なプラスチックの特性と用途から考えてみてください。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

１０１０１０１０３３３３．．．．プラスチックが、加工されて様々な場所で使われていることを再認識しました。プラスチックが、加工されて様々な場所で使われていることを再認識しました。プラスチックが、加工されて様々な場所で使われていることを再認識しました。プラスチックが、加工されて様々な場所で使われていることを再認識しました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１０１０１０１０４４４４．おもちゃによくプラスチックが使用されており、幼児が使ってモノに当ててしまっても比較的．おもちゃによくプラスチックが使用されており、幼児が使ってモノに当ててしまっても比較的．おもちゃによくプラスチックが使用されており、幼児が使ってモノに当ててしまっても比較的．おもちゃによくプラスチックが使用されており、幼児が使ってモノに当ててしまっても比較的    

耐久性に優れていると思います。コンタクトレンズもプラスチックなのかなと疑問に思ってい耐久性に優れていると思います。コンタクトレンズもプラスチックなのかなと疑問に思ってい耐久性に優れていると思います。コンタクトレンズもプラスチックなのかなと疑問に思ってい耐久性に優れていると思います。コンタクトレンズもプラスチックなのかなと疑問に思ってい    

ます。ます。ます。ます。  

◆コンタクトレンズはメタクリル樹脂が使われています。 

これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１０１０１０１０５５５５．どんな製品にもプラスチックが使われているが、プラスチック以上に環境に配慮できてコスト．どんな製品にもプラスチックが使われているが、プラスチック以上に環境に配慮できてコスト．どんな製品にもプラスチックが使われているが、プラスチック以上に環境に配慮できてコスト．どんな製品にもプラスチックが使われているが、プラスチック以上に環境に配慮できてコスト    

もかからないそれに代わるものというのは何かあるのか。もかからないそれに代わるものというのは何かあるのか。もかからないそれに代わるものというのは何かあるのか。もかからないそれに代わるものというのは何かあるのか。    

◆◆◆◆Ｑ＆Ａ③ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 
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１０１０１０１０６６６６．プラスチック製品のリサイクル率は何％ぐらいか。プラスチックと燃やせるごみを区別する必．プラスチック製品のリサイクル率は何％ぐらいか。プラスチックと燃やせるごみを区別する必．プラスチック製品のリサイクル率は何％ぐらいか。プラスチックと燃やせるごみを区別する必．プラスチック製品のリサイクル率は何％ぐらいか。プラスチックと燃やせるごみを区別する必    

要は本当にあるのか。要は本当にあるのか。要は本当にあるのか。要は本当にあるのか。    

◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

     分別基準は、自治体の考え方によります。 

１０１０１０１０７７７７．日常生活の中でプラスチック製品が占めている割合は大．日常生活の中でプラスチック製品が占めている割合は大．日常生活の中でプラスチック製品が占めている割合は大．日常生活の中でプラスチック製品が占めている割合は大体どのくらいか。体どのくらいか。体どのくらいか。体どのくらいか。    

プラスチックを再利用するのにもコストがかかると思うが、再利用するのと新たにつくるのとプラスチックを再利用するのにもコストがかかると思うが、再利用するのと新たにつくるのとプラスチックを再利用するのにもコストがかかると思うが、再利用するのと新たにつくるのとプラスチックを再利用するのにもコストがかかると思うが、再利用するのと新たにつくるのと    

コストの違いはどれくらいか。コストの違いはどれくらいか。コストの違いはどれくらいか。コストの違いはどれくらいか。((((例えばペットボトル例えばペットボトル例えばペットボトル例えばペットボトル 1111 本の場合本の場合本の場合本の場合))))    

プラスチックのリサイクル率はどれくらいか。プラスチックのリサイクル率はどれくらいか。プラスチックのリサイクル率はどれくらいか。プラスチックのリサイクル率はどれくらいか。⇒⇒⇒⇒１０７を参照してください 

プラスチックの代わりとなるような物質はないのか。プラスチックの代わりとなるような物質はないのか。プラスチックの代わりとなるような物質はないのか。プラスチックの代わりとなるような物質はないのか。⇒１０６を参照してください    

プラスチックはどのように作られているのか。プラスチックはどのように作られているのか。プラスチックはどのように作られているのか。プラスチックはどのように作られているのか。⇒１０２を参照してください 

など身近にプラスチックは溢れていると思うが意外と知らないことが多いと感じた。など身近にプラスチックは溢れていると思うが意外と知らないことが多いと感じた。など身近にプラスチックは溢れていると思うが意外と知らないことが多いと感じた。など身近にプラスチックは溢れていると思うが意外と知らないことが多いと感じた。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１０１０１０１０８８８８．プラスチックは生活に不可欠なものであるので、環境に害を与えないように利用するべきだと．プラスチックは生活に不可欠なものであるので、環境に害を与えないように利用するべきだと．プラスチックは生活に不可欠なものであるので、環境に害を与えないように利用するべきだと．プラスチックは生活に不可欠なものであるので、環境に害を与えないように利用するべきだと    

思う。思う。思う。思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１０９０９０９０９．我々の生活からでているゴミの中でプラスチックの占める割合は、重量的には１０％、質量的．我々の生活からでているゴミの中でプラスチックの占める割合は、重量的には１０％、質量的．我々の生活からでているゴミの中でプラスチックの占める割合は、重量的には１０％、質量的．我々の生活からでているゴミの中でプラスチックの占める割合は、重量的には１０％、質量的    

には４０％また、には４０％また、には４０％また、には４０％また、1995199519951995 年には「容器包装リサイクル法」を公布した。年には「容器包装リサイクル法」を公布した。年には「容器包装リサイクル法」を公布した。年には「容器包装リサイクル法」を公布した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１００００．．．．プラスチックは私たちの身近でリサイクルなどが行われており、環境に優しいものなのではなプラスチックは私たちの身近でリサイクルなどが行われており、環境に優しいものなのではなプラスチックは私たちの身近でリサイクルなどが行われており、環境に優しいものなのではなプラスチックは私たちの身近でリサイクルなどが行われており、環境に優しいものなのではな    

いかと考えがちです。しかし、実際はどうなのでしょうか？現代の私たちの社会においてプラいかと考えがちです。しかし、実際はどうなのでしょうか？現代の私たちの社会においてプラいかと考えがちです。しかし、実際はどうなのでしょうか？現代の私たちの社会においてプラいかと考えがちです。しかし、実際はどうなのでしょうか？現代の私たちの社会においてプラ    

スチックに関わらずに一日を生活することはないと思います。スチックに関わらずに一日を生活することはないと思います。スチックに関わらずに一日を生活することはないと思います。スチックに関わらずに一日を生活することはないと思います。    

だから必要不可欠と思ってしまいますが、私たちの世代はこれまでよりももっと深く環境につだから必要不可欠と思ってしまいますが、私たちの世代はこれまでよりももっと深く環境につだから必要不可欠と思ってしまいますが、私たちの世代はこれまでよりももっと深く環境につだから必要不可欠と思ってしまいますが、私たちの世代はこれまでよりももっと深く環境につ    

いて考えなければいけないと思います。いて考えなければいけないと思います。いて考えなければいけないと思います。いて考えなければいけないと思います。    

だからこそ、プラスチックの実態を知ることが必要であると思います。またプラスチックだけだからこそ、プラスチックの実態を知ることが必要であると思います。またプラスチックだけだからこそ、プラスチックの実態を知ることが必要であると思います。またプラスチックだけだからこそ、プラスチックの実態を知ることが必要であると思います。またプラスチックだけ    

でなく、私たちの生活において何が本当に必要で何が不必要かを一人一人がよくでなく、私たちの生活において何が本当に必要で何が不必要かを一人一人がよくでなく、私たちの生活において何が本当に必要で何が不必要かを一人一人がよくでなく、私たちの生活において何が本当に必要で何が不必要かを一人一人がよく考えることが考えることが考えることが考えることが    

今後に環境問題の為に重要ではないかと思います。今後に環境問題の為に重要ではないかと思います。今後に環境問題の為に重要ではないかと思います。今後に環境問題の為に重要ではないかと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１１１１１．原油を原材料にしているのは知っているが、どのように固形かされるのか、その後の再利用の．原油を原材料にしているのは知っているが、どのように固形かされるのか、その後の再利用の．原油を原材料にしているのは知っているが、どのように固形かされるのか、その後の再利用の．原油を原材料にしているのは知っているが、どのように固形かされるのか、その後の再利用の    

方法や、プラスチックの名前の由来など気になることはたくさんあります。方法や、プラスチックの名前の由来など気になることはたくさんあります。方法や、プラスチックの名前の由来など気になることはたくさんあります。方法や、プラスチックの名前の由来など気になることはたくさんあります。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１２２２２．ゴミの分別で、プラスチックのゴミは、洗い流してから捨てるようになっている地域がありま．ゴミの分別で、プラスチックのゴミは、洗い流してから捨てるようになっている地域がありま．ゴミの分別で、プラスチックのゴミは、洗い流してから捨てるようになっている地域がありま．ゴミの分別で、プラスチックのゴミは、洗い流してから捨てるようになっている地域がありま    

すが、結局はその分の水の使用が無駄遣いになるのではないか？と感じました。すが、結局はその分の水の使用が無駄遣いになるのではないか？と感じました。すが、結局はその分の水の使用が無駄遣いになるのではないか？と感じました。すが、結局はその分の水の使用が無駄遣いになるのではないか？と感じました。    
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１１１１１１１１３３３３．自分が考えているプラスチックのイメージはだいぶ悪い意味であるので本当はど．自分が考えているプラスチックのイメージはだいぶ悪い意味であるので本当はど．自分が考えているプラスチックのイメージはだいぶ悪い意味であるので本当はど．自分が考えているプラスチックのイメージはだいぶ悪い意味であるので本当はどうかという疑うかという疑うかという疑うかという疑    

問があり、今回の特別授業で答えを探したい問があり、今回の特別授業で答えを探したい問があり、今回の特別授業で答えを探したい問があり、今回の特別授業で答えを探したい    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１４４４４．バイト先ではプラスチックと紙類と一緒に捨てているが、これは環境負荷的にはどうなのか．バイト先ではプラスチックと紙類と一緒に捨てているが、これは環境負荷的にはどうなのか．バイト先ではプラスチックと紙類と一緒に捨てているが、これは環境負荷的にはどうなのか．バイト先ではプラスチックと紙類と一緒に捨てているが、これは環境負荷的にはどうなのか    

   ◆おそらく「燃やして」エネルギー回収をしていると思います。 

環境負荷的にも問題はなく、また、プラスチックを燃やしてもダイオキシンは発生しない 

等については、「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 中間報告 代表 稲葉 敦 

（工学院大学工学部 教授）」を参考にしてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf  

１１１１１１１１５５５５．私は、プラスチックについてあまり深く考え．私は、プラスチックについてあまり深く考え．私は、プラスチックについてあまり深く考え．私は、プラスチックについてあまり深く考えたことがないのですが、プラスチックを再認識したことがないのですが、プラスチックを再認識したことがないのですが、プラスチックを再認識したことがないのですが、プラスチックを再認識し    

たのは、ゴミを捨てる時に分別するようになった時だと思います。１０年前くらいは分別せずたのは、ゴミを捨てる時に分別するようになった時だと思います。１０年前くらいは分別せずたのは、ゴミを捨てる時に分別するようになった時だと思います。１０年前くらいは分別せずたのは、ゴミを捨てる時に分別するようになった時だと思います。１０年前くらいは分別せず    

捨てていたのですが、ある時から家でペットボトルを分けて捨てるようになりました。その時捨てていたのですが、ある時から家でペットボトルを分けて捨てるようになりました。その時捨てていたのですが、ある時から家でペットボトルを分けて捨てるようになりました。その時捨てていたのですが、ある時から家でペットボトルを分けて捨てるようになりました。その時    

からその時はペットボトルを特別扱いのような感覚で認識していたと思います。また、リサイからその時はペットボトルを特別扱いのような感覚で認識していたと思います。また、リサイからその時はペットボトルを特別扱いのような感覚で認識していたと思います。また、リサイからその時はペットボトルを特別扱いのような感覚で認識していたと思います。また、リサイ    

クルという言葉を聞くことが多かった時もペットボトルを意識し始めていたような気がします。クルという言葉を聞くことが多かった時もペットボトルを意識し始めていたような気がします。クルという言葉を聞くことが多かった時もペットボトルを意識し始めていたような気がします。クルという言葉を聞くことが多かった時もペットボトルを意識し始めていたような気がします。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。参考にし 

てください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１６６６６．プラスチックは確かに身の周り、生活に不可欠なものでありますが、もっと環境に優しく、低．プラスチックは確かに身の周り、生活に不可欠なものでありますが、もっと環境に優しく、低．プラスチックは確かに身の周り、生活に不可欠なものでありますが、もっと環境に優しく、低．プラスチックは確かに身の周り、生活に不可欠なものでありますが、もっと環境に優しく、低    

コストなものは、今の人の科学では作れないのですか？コストなものは、今の人の科学では作れないのですか？コストなものは、今の人の科学では作れないのですか？コストなものは、今の人の科学では作れないのですか？    

◆◆◆◆Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

１１１１１１１１７７７７．洗えば何度でも使えるので便利。．洗えば何度でも使えるので便利。．洗えば何度でも使えるので便利。．洗えば何度でも使えるので便利。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１１１１１１１１８８８８．レンジなどで温めたときに有害な物質が発生しないのか。．レンジなどで温めたときに有害な物質が発生しないのか。．レンジなどで温めたときに有害な物質が発生しないのか。．レンジなどで温めたときに有害な物質が発生しないのか。    
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◆指示通りであれば問題はありません。 

１１１１１９１９１９１９．．．．リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１２１２１２１２００００．リサイクルができるもの．リサイクルができるもの．リサイクルができるもの．リサイクルができるもの    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１２１２１２１２１１１１．本当にプラスチックの材料が飲料水のパッケージングに適しているのか？高度に発達した現代．本当にプラスチックの材料が飲料水のパッケージングに適しているのか？高度に発達した現代．本当にプラスチックの材料が飲料水のパッケージングに適しているのか？高度に発達した現代．本当にプラスチックの材料が飲料水のパッケージングに適しているのか？高度に発達した現代

社会において、新たな代替パッケージではなく、プラスチックの利用が本当に正しいのか知り社会において、新たな代替パッケージではなく、プラスチックの利用が本当に正しいのか知り社会において、新たな代替パッケージではなく、プラスチックの利用が本当に正しいのか知り社会において、新たな代替パッケージではなく、プラスチックの利用が本当に正しいのか知り

たい。たい。たい。たい。    

◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器 

包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

１２１２１２１２２２２２．再利用の工程．再利用の工程．再利用の工程．再利用の工程    

◆プラスチック容器では、ほとんど「再利用（リユース）」はありません。「リサイクル」 

であれば、マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

  ◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

        

出展 ⇒ http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/outline.html 

    よく「衣服のリサイクルショップ」などと言われますが、正しくは「リユースショップ」なん 

ですよ。 

１２１２１２１２３３３３．様々なものにプラスチックが使われているのは、ただ単にコストの面を重視してのことか、．様々なものにプラスチックが使われているのは、ただ単にコストの面を重視してのことか、．様々なものにプラスチックが使われているのは、ただ単にコストの面を重視してのことか、．様々なものにプラスチックが使われているのは、ただ単にコストの面を重視してのことか、    

それともほかの利点があるのか。それともほかの利点があるのか。それともほかの利点があるのか。それともほかの利点があるのか。    

◆主なプラスチックの特性と用途から考えてみてください。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

１２１２１２１２４４４４．プラスチック製容器包装とはどんな物のことなのか分からなくて調べたら、カップ麺の容器や．プラスチック製容器包装とはどんな物のことなのか分からなくて調べたら、カップ麺の容器や．プラスチック製容器包装とはどんな物のことなのか分からなくて調べたら、カップ麺の容器や．プラスチック製容器包装とはどんな物のことなのか分からなくて調べたら、カップ麺の容器や    
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スナック菓子の袋が出てきて驚いた。まだまだ知らないプラスチック製の物がたくさんあるんスナック菓子の袋が出てきて驚いた。まだまだ知らないプラスチック製の物がたくさんあるんスナック菓子の袋が出てきて驚いた。まだまだ知らないプラスチック製の物がたくさんあるんスナック菓子の袋が出てきて驚いた。まだまだ知らないプラスチック製の物がたくさんあるん    

だろうなと思った。だろうなと思った。だろうなと思った。だろうなと思った。    

◆コンビニの店内を見渡してください。プラスチック製容器包装以外を探す方が大変ですよ。 

これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１２１２１２１２５５５５．今、このアンケートを書きながら目に入っただけでもプラスチック製品と思われるものが．今、このアンケートを書きながら目に入っただけでもプラスチック製品と思われるものが．今、このアンケートを書きながら目に入っただけでもプラスチック製品と思われるものが．今、このアンケートを書きながら目に入っただけでもプラスチック製品と思われるものが 20202020 個個個個    

以上もあったのでプラスチック製品は必需品だと思いました。以上もあったのでプラスチック製品は必需品だと思いました。以上もあったのでプラスチック製品は必需品だと思いました。以上もあったのでプラスチック製品は必需品だと思いました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１２１２１２１２６６６６．文化祭などでエコトレーなどが使われているが、あれはプラスチックをどのように加工するこ．文化祭などでエコトレーなどが使われているが、あれはプラスチックをどのように加工するこ．文化祭などでエコトレーなどが使われているが、あれはプラスチックをどのように加工するこ．文化祭などでエコトレーなどが使われているが、あれはプラスチックをどのように加工するこ    

とによってエコにしているのか知りたい。とによってエコにしているのか知りたい。とによってエコにしているのか知りたい。とによってエコにしているのか知りたい。    

   ◆「エコトレー」は㈱エフピコの商品です。工程図がありました、参考にしてください。 

⇒ http://www.fpco.jp/environment/fpco_recycle.html 

１２１２１２１２７７７７．．．．①①①①いろはすで用いられている絞ることのできるペットボトルは環境の面で本当に機能を果たしいろはすで用いられている絞ることのできるペットボトルは環境の面で本当に機能を果たしいろはすで用いられている絞ることのできるペットボトルは環境の面で本当に機能を果たしいろはすで用いられている絞ることのできるペットボトルは環境の面で本当に機能を果たし    

                ているのか。ているのか。ているのか。ているのか。    

   ◆中身が「水」であることを前提にする場合３Ｒのリデュース、リサイクル面では機能している 

と考えられます。 

②②②②プラスチックは今後どのような役割・機能が必要とされるのかプラスチックは今後どのような役割・機能が必要とされるのかプラスチックは今後どのような役割・機能が必要とされるのかプラスチックは今後どのような役割・機能が必要とされるのか    

主なプラスチックの特性と用途から考えてみてください。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

１２１２１２１２８８８８．．．．①①①①最先端のプラスティックの利用方法があるのか最先端のプラスティックの利用方法があるのか最先端のプラスティックの利用方法があるのか最先端のプラスティックの利用方法があるのか    

   ◆「シーズ」「ニーズ」の連鎖で展開していきます。 

②②②②プラスティックのリサイクルはより簡単にはならないのかプラスティックのリサイクルはより簡単にはならないのかプラスティックのリサイクルはより簡単にはならないのかプラスティックのリサイクルはより簡単にはならないのか    

   ◆「簡単」は相対的なものですので、リサイクル全体像をみて考えてください。 

マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１１１１２９２９２９２９．プラスチックのリサイクルの仕組みが知りたいです．プラスチックのリサイクルの仕組みが知りたいです．プラスチックのリサイクルの仕組みが知りたいです．プラスチックのリサイクルの仕組みが知りたいです    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１３１３１３１３００００．身の回りのプラスチックというと「ペットボトル」がまず始めに思い浮かびました。．身の回りのプラスチックというと「ペットボトル」がまず始めに思い浮かびました。．身の回りのプラスチックというと「ペットボトル」がまず始めに思い浮かびました。．身の回りのプラスチックというと「ペットボトル」がまず始めに思い浮かびました。    

中でも最近は「いろはす」のような簡単につぶせることができ、エコにもつながるようなデザ中でも最近は「いろはす」のような簡単につぶせることができ、エコにもつながるようなデザ中でも最近は「いろはす」のような簡単につぶせることができ、エコにもつながるようなデザ中でも最近は「いろはす」のような簡単につぶせることができ、エコにもつながるようなデザ    

インのペットボトルが増えています。インのペットボトルが増えています。インのペットボトルが増えています。インのペットボトルが増えています。    

このことは、環境のことをこれからは、私たち中心の考え方（使いやすさ・便利さ）ではなくこのことは、環境のことをこれからは、私たち中心の考え方（使いやすさ・便利さ）ではなくこのことは、環境のことをこれからは、私たち中心の考え方（使いやすさ・便利さ）ではなくこのことは、環境のことをこれからは、私たち中心の考え方（使いやすさ・便利さ）ではなく    

「環境」のことを第一に考えた生産方法や商品開発を行っていくべきだと思います。「環境」のことを第一に考えた生産方法や商品開発を行っていくべきだと思います。「環境」のことを第一に考えた生産方法や商品開発を行っていくべきだと思います。「環境」のことを第一に考えた生産方法や商品開発を行っていくべきだと思います。    

しかし、「プラスチック」という発明によって私たちの生しかし、「プラスチック」という発明によって私たちの生しかし、「プラスチック」という発明によって私たちの生しかし、「プラスチック」という発明によって私たちの生活は大変便利になっているのも現実で活は大変便利になっているのも現実で活は大変便利になっているのも現実で活は大変便利になっているのも現実で    

あり、今後も決して、私たちの生活から離れることのない、云わば「生活必需品」の原料でああり、今後も決して、私たちの生活から離れることのない、云わば「生活必需品」の原料でああり、今後も決して、私たちの生活から離れることのない、云わば「生活必需品」の原料でああり、今後も決して、私たちの生活から離れることのない、云わば「生活必需品」の原料であ    
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ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１３１３１３１３１１１１．．．．①①①①プラスチックは透明なもの以外あるのですか？プラスチックは透明なもの以外あるのですか？プラスチックは透明なもの以外あるのですか？プラスチックは透明なもの以外あるのですか？    

◆主なプラスチックの特性と用途の「特長」欄を参考にしてください。「乳白色」「白色」と 

いった記述があります。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

②②②②プラスチックは海側と山側ではどちらで作っているのですか？プラスチックは海側と山側ではどちらで作っているのですか？プラスチックは海側と山側ではどちらで作っているのですか？プラスチックは海側と山側ではどちらで作っているのですか？    

◆海側です。海上輸送が大前提になっています。 

      

    石油コンビナートのなかに樹脂メーカーが入っています。 

③③③③実際プラスチックは有害なのですか？実際プラスチックは有害なのですか？実際プラスチックは有害なのですか？実際プラスチックは有害なのですか？    

◆有害であればこれほどまで発展しません。 

④④④④リサイクルする際に原油は再利用するのですか？リサイクルする際に原油は再利用するのですか？リサイクルする際に原油は再利用するのですか？リサイクルする際に原油は再利用するのですか？    

    ◆コンビナートでは、原油から分留・精製された「ナフサ」を使って、例えば、ポリエチレン 

ならその原料となるエチレンといったものを作っています。ここでいうリサイクルは、ポリ 

エチレンを使ってプラスチック容器を作り、それをマテリアルリサイクルするということだ 

と思います。この過程では原油は使っていません。 

１３１３１３１３２２２２．身近にあるものだけれど原料が何なのかも知りませんでした。身近なようでなにもしらないの．身近にあるものだけれど原料が何なのかも知りませんでした。身近なようでなにもしらないの．身近にあるものだけれど原料が何なのかも知りませんでした。身近なようでなにもしらないの．身近にあるものだけれど原料が何なのかも知りませんでした。身近なようでなにもしらないの    

でもっと詳しく知りたいです。でもっと詳しく知りたいです。でもっと詳しく知りたいです。でもっと詳しく知りたいです。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１３１３１３１３３３３３．．．．①①①①疑問疑問疑問疑問    

日本初の機械製糸工場は、政府が率先した。それでは、日本初のプラスチック工場は、政府また日本初の機械製糸工場は、政府が率先した。それでは、日本初のプラスチック工場は、政府また日本初の機械製糸工場は、政府が率先した。それでは、日本初のプラスチック工場は、政府また日本初の機械製糸工場は、政府が率先した。それでは、日本初のプラスチック工場は、政府また    

は民間のどちらが主導したのだろうか。は民間のどちらが主導したのだろうか。は民間のどちらが主導したのだろうか。は民間のどちらが主導したのだろうか。    

◆昭和 30年（1955 年）通産省（現・経済産業省）、「石油化学工業育成対策」発表、石油化学製品 

国産化への道開ける、とありますから、官主導と考えてよいと思います。 
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②②②②事例事例事例事例    

義務教育の家庭科の授業を受けていた時、石油関係の話でプラスチックが登場し、プラスチックを義務教育の家庭科の授業を受けていた時、石油関係の話でプラスチックが登場し、プラスチックを義務教育の家庭科の授業を受けていた時、石油関係の話でプラスチックが登場し、プラスチックを義務教育の家庭科の授業を受けていた時、石油関係の話でプラスチックが登場し、プラスチックを    

再認識した。再認識した。再認識した。再認識した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１３１３１３１３４４４４．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、どれを再利用していけばいいのどれを再利用していけばいいのどれを再利用していけばいいのどれを再利用していけばいいの    

か、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのような    

影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなんと影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなんと影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなんと影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなんと    

なくマイナスなイメージを持っています。なくマイナスなイメージを持っています。なくマイナスなイメージを持っています。なくマイナスなイメージを持っています。    

   ◆いろいろと調べて、実際の現場等を見て、自分で正しく判断するようにしてください。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 中間報告 代表 稲葉 敦 

（工学院大学工学部 教授）」を参考にしてください。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf  

１３１３１３１３５５５５．燃えるごみにペット．燃えるごみにペット．燃えるごみにペット．燃えるごみにペットボトルが出されたらどうなるのか。ボトルが出されたらどうなるのか。ボトルが出されたらどうなるのか。ボトルが出されたらどうなるのか。    

◆ペットボトルを燃やしてもダイオキシンは発生しません。また焼却炉を傷めることもありませ 

ん。 

    ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html 
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１３１３１３１３６６６６．飲料水のいろはすのペットボトルをはじめて触ったときに、こんなにやわらかいプラスチック．飲料水のいろはすのペットボトルをはじめて触ったときに、こんなにやわらかいプラスチック．飲料水のいろはすのペットボトルをはじめて触ったときに、こんなにやわらかいプラスチック．飲料水のいろはすのペットボトルをはじめて触ったときに、こんなにやわらかいプラスチック    

もあるんだと驚きました。もあるんだと驚きました。もあるんだと驚きました。もあるんだと驚きました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１３１３１３１３７７７７．．．．①①①①実際にプラスチックはどのようにリサイクルされ、どのように再利用されるのか気になりま実際にプラスチックはどのようにリサイクルされ、どのように再利用されるのか気になりま実際にプラスチックはどのようにリサイクルされ、どのように再利用されるのか気になりま実際にプラスチックはどのようにリサイクルされ、どのように再利用されるのか気になりま    

した。した。した。した。    

◆マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

②②②②ペットボトル・プラスチック類と表記を分けているのを目にしたのですが、ペットボトルとペットボトル・プラスチック類と表記を分けているのを目にしたのですが、ペットボトルとペットボトル・プラスチック類と表記を分けているのを目にしたのですが、ペットボトルとペットボトル・プラスチック類と表記を分けているのを目にしたのですが、ペットボトルと    

プラスチックは同じではないのでしょうか。違うものだとしたらどう違うのでしょうか。プラスチックは同じではないのでしょうか。違うものだとしたらどう違うのでしょうか。プラスチックは同じではないのでしょうか。違うものだとしたらどう違うのでしょうか。プラスチックは同じではないのでしょうか。違うものだとしたらどう違うのでしょうか。    

   ◆ペットボトルはポリエチレンテレフタレートというプラスチックの 1種です。 

    ペットボトルは下記の条件を満たしているのでそれだけで区分しているのです。 

         

     詳しくは、⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec2.html 
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１３１３１３１３８８８８．．．．①①①①埋めると土に還るプラスティックなどがありますが、基本的には土に還らずそのままです。埋めると土に還るプラスティックなどがありますが、基本的には土に還らずそのままです。埋めると土に還るプラスティックなどがありますが、基本的には土に還らずそのままです。埋めると土に還るプラスティックなどがありますが、基本的には土に還らずそのままです。    

◆生分解性プラスチックは微生物の力を借りて分解するのですが、普通のプラスチックも分解 

していきますが、微生物の力を借りない分、時間がかかります。 

②②②②今の技術でどの程度のプラスティックが再利用されているのか、今の技術でどの程度のプラスティックが再利用されているのか、今の技術でどの程度のプラスティックが再利用されているのか、今の技術でどの程度のプラスティックが再利用されているのか、    

◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

③③③③または、ごみにならないなどの環境に対するアプローチができているのかを知りたいです。または、ごみにならないなどの環境に対するアプローチができているのかを知りたいです。または、ごみにならないなどの環境に対するアプローチができているのかを知りたいです。または、ごみにならないなどの環境に対するアプローチができているのかを知りたいです。    

◆プラスチック容器包装を製造するメーカーならびに利用するメーカーは容リ法上特定事業者 

と呼ばれ再商品化義務を負っています。  

⇒ http://www.jcpra.or.jp/manufacture/duty/duty01/index.html 

１１１１３９３９３９３９．．．．①①①①レトルト食品（カレーなど）で熱湯で温める商品の場合、容器が溶けないようにどのようなレトルト食品（カレーなど）で熱湯で温める商品の場合、容器が溶けないようにどのようなレトルト食品（カレーなど）で熱湯で温める商品の場合、容器が溶けないようにどのようなレトルト食品（カレーなど）で熱湯で温める商品の場合、容器が溶けないようにどのような    

加工をしているのか。加工をしているのか。加工をしているのか。加工をしているのか。                

◆中身の品質を守るのが第 1義で、（1）中身が乾燥して風味が損なわれないように、防湿性・ 

酸素バリア性をもった包装機能、（2）微生物の侵入を遮断し、新鮮さを保つために、レトル 

ト殺菌を行いますので耐熱性をもった包装機能、（3）油の酸化防止からも酸素バリア性をも 

った包装機能が求められ、アルミ箔も使い標準的にはラミネート加工され４層構造になって 

います。最近ではレンジ対応のものもできています。だから、常温でも賞味期限は 1年もあ 

るのです。 

②②②②東京に上京してきてから、ゴミの分別にプラスチックだけの日があることに驚いた。東京に上京してきてから、ゴミの分別にプラスチックだけの日があることに驚いた。東京に上京してきてから、ゴミの分別にプラスチックだけの日があることに驚いた。東京に上京してきてから、ゴミの分別にプラスチックだけの日があることに驚いた。    

    ◆地方自治体のそれぞれの考え方によります。 

１４１４１４１４００００．プラスチックは現代の生活．プラスチックは現代の生活．プラスチックは現代の生活．プラスチックは現代の生活には必要不可欠だと思います。には必要不可欠だと思います。には必要不可欠だと思います。には必要不可欠だと思います。    

考えてみると、プラスチックの製造方法、加工方法など何も知らないことに気付きました。考えてみると、プラスチックの製造方法、加工方法など何も知らないことに気付きました。考えてみると、プラスチックの製造方法、加工方法など何も知らないことに気付きました。考えてみると、プラスチックの製造方法、加工方法など何も知らないことに気付きました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１４１４１４１４１１１１．土に還るペットボトルが開発されたと聞いたが、そういうペットボトルが現在も実用化されな．土に還るペットボトルが開発されたと聞いたが、そういうペットボトルが現在も実用化されな．土に還るペットボトルが開発されたと聞いたが、そういうペットボトルが現在も実用化されな．土に還るペットボトルが開発されたと聞いたが、そういうペットボトルが現在も実用化されな    

いのはなぜなのか。いのはなぜなのか。いのはなぜなのか。いのはなぜなのか。    
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   ◆小生は残念ながら聞いたことがありません。 

１４１４１４１４２２２２．考えてみるとプラスチックがどうやってできているのか知らない。また、発泡スチロールを．考えてみるとプラスチックがどうやってできているのか知らない。また、発泡スチロールを．考えてみるとプラスチックがどうやってできているのか知らない。また、発泡スチロールを．考えてみるとプラスチックがどうやってできているのか知らない。また、発泡スチロールを    

石油に戻すというのをテレビで見たが、その原理をぜひ知りたい石油に戻すというのをテレビで見たが、その原理をぜひ知りたい石油に戻すというのをテレビで見たが、その原理をぜひ知りたい石油に戻すというのをテレビで見たが、その原理をぜひ知りたい    

◆油化技術 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ２３ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１４１４１４１４３３３３．ペットボトルやコップなど、私たちの身の回りに溢れていて欠かせないもの。ペットボトルな．ペットボトルやコップなど、私たちの身の回りに溢れていて欠かせないもの。ペットボトルな．ペットボトルやコップなど、私たちの身の回りに溢れていて欠かせないもの。ペットボトルな．ペットボトルやコップなど、私たちの身の回りに溢れていて欠かせないもの。ペットボトルな    

どはリサイクルして再利用できるため、環境にやさしいと思いがちだが、燃やすととても有害どはリサイクルして再利用できるため、環境にやさしいと思いがちだが、燃やすととても有害どはリサイクルして再利用できるため、環境にやさしいと思いがちだが、燃やすととても有害どはリサイクルして再利用できるため、環境にやさしいと思いがちだが、燃やすととても有害    

である。である。である。である。    

◆ペットボトルを燃やしてもダイオキシンは発生しません。また焼却炉を傷めることもありませ 

ん。 

    ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec1.html 

    

１４１４１４１４４４４４．いろはすに使われているプラスチックは画期的発明だと思う。．いろはすに使われているプラスチックは画期的発明だと思う。．いろはすに使われているプラスチックは画期的発明だと思う。．いろはすに使われているプラスチックは画期的発明だと思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１４１４１４１４５５５５．．．．①①①①プラスチックは人間にとって欠かせないものだと思うのですがあまりよくないものなのでしプラスチックは人間にとって欠かせないものだと思うのですがあまりよくないものなのでしプラスチックは人間にとって欠かせないものだと思うのですがあまりよくないものなのでしプラスチックは人間にとって欠かせないものだと思うのですがあまりよくないものなのでし    

ょうか？ょうか？ょうか？ょうか？    

            ◆有害なものであれば、ここまで発展しません。 

◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器 

包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

②②②②どんな場所にもプラスチックはあるなとは生活の中で感じます。どんな場所にもプラスチックはあるなとは生活の中で感じます。どんな場所にもプラスチックはあるなとは生活の中で感じます。どんな場所にもプラスチックはあるなとは生活の中で感じます。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１４１４１４１４６６６６．よくお弁当で誤って容器に入れたままレンジで温めたりするのですがとって有害物質だなと感．よくお弁当で誤って容器に入れたままレンジで温めたりするのですがとって有害物質だなと感．よくお弁当で誤って容器に入れたままレンジで温めたりするのですがとって有害物質だなと感．よくお弁当で誤って容器に入れたままレンジで温めたりするのですがとって有害物質だなと感    

じます。しかし、ペットボトルなど、持ち運びの便利さでは私たちにとっては、とても不可欠じます。しかし、ペットボトルなど、持ち運びの便利さでは私たちにとっては、とても不可欠じます。しかし、ペットボトルなど、持ち運びの便利さでは私たちにとっては、とても不可欠じます。しかし、ペットボトルなど、持ち運びの便利さでは私たちにとっては、とても不可欠    
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なものだと思うのでプラスチックの安全性や危険性について、しっかり学びたいと思います。なものだと思うのでプラスチックの安全性や危険性について、しっかり学びたいと思います。なものだと思うのでプラスチックの安全性や危険性について、しっかり学びたいと思います。なものだと思うのでプラスチックの安全性や危険性について、しっかり学びたいと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器 

包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

１４１４１４１４７７７７．プラスチックはいつごろから実用化されているのでしょうか？．プラスチックはいつごろから実用化されているのでしょうか？．プラスチックはいつごろから実用化されているのでしょうか？．プラスチックはいつごろから実用化されているのでしょうか？    

◆◆◆◆Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

１４１４１４１４８８８８．．．．①①①①プラスチックは燃えやすいのが欠点であるが、燃えにくくさせる方法は何かあるのか。プラスチックは燃えやすいのが欠点であるが、燃えにくくさせる方法は何かあるのか。プラスチックは燃えやすいのが欠点であるが、燃えにくくさせる方法は何かあるのか。プラスチックは燃えやすいのが欠点であるが、燃えにくくさせる方法は何かあるのか。    

   ◆難燃剤を使って燃えにくくしています。主に家電部品等に使われています。 

②プラスチックは環境にどのような問題を引き起こすのか詳しく知りたい。 

   ◆比重が軽いがゆえに水に浮くため、海洋浮遊ごみの事例などもあります。 

１１１１４９４９４９４９．リサイクルした方がいいと思いますが、仕方がいまいちわかっていません。．リサイクルした方がいいと思いますが、仕方がいまいちわかっていません。．リサイクルした方がいいと思いますが、仕方がいまいちわかっていません。．リサイクルした方がいいと思いますが、仕方がいまいちわかっていません。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１５１５１５１５００００．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、どれを再利用していけばいいの．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、どれを再利用していけばいいの．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、どれを再利用していけばいいの．今や幅広いモノにプラスチックが使われていると思いますが、どれを再利用していけばいいの    

か、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのようなか、逆にどのように扱ったら環境に対して有害なのか、またそもそも環境に対してどのような    

影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなん影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなん影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなん影響があるのかなど真実に関してはよく理解できていないです。先入観が先行していてなん    

となくマイナスなイメージを持っています。となくマイナスなイメージを持っています。となくマイナスなイメージを持っています。となくマイナスなイメージを持っています。                

◆先入観いとらわれず、自分の確固たる考え方で情報を発信するようにしていきましょう。三現 

主義。これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１５１５１５１５１１１１．．．．①①①①色々な形・色にできることから、身の回りのモノのほとんどに使用されているが、生成法や加工法などは全く知ら色々な形・色にできることから、身の回りのモノのほとんどに使用されているが、生成法や加工法などは全く知ら色々な形・色にできることから、身の回りのモノのほとんどに使用されているが、生成法や加工法などは全く知ら色々な形・色にできることから、身の回りのモノのほとんどに使用されているが、生成法や加工法などは全く知ら    

ない。ない。ない。ない。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

②②②②安全性が絶対視されているであろう幼児のおもちゃにまで使用されているが、燃える時の臭い安全性が絶対視されているであろう幼児のおもちゃにまで使用されているが、燃える時の臭い安全性が絶対視されているであろう幼児のおもちゃにまで使用されているが、燃える時の臭い安全性が絶対視されているであろう幼児のおもちゃにまで使用されているが、燃える時の臭い

はとてつもなく有害なモノを感じる。本当に安全なのか！はとてつもなく有害なモノを感じる。本当に安全なのか！はとてつもなく有害なモノを感じる。本当に安全なのか！はとてつもなく有害なモノを感じる。本当に安全なのか！    

    ◆玩具は食品衛生法で守られています！ 

⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf 

    ◆「安全」に関しては下記を参照してください。 

⇒ http://www.toys.or.jp/st/stpbc/st.htm 

１５１５１５１５２２２２．ペットボトルやビニール袋など、非常に多くのプラスチック製品を日常の生活の中で目にする．ペットボトルやビニール袋など、非常に多くのプラスチック製品を日常の生活の中で目にする．ペットボトルやビニール袋など、非常に多くのプラスチック製品を日常の生活の中で目にする．ペットボトルやビニール袋など、非常に多くのプラスチック製品を日常の生活の中で目にする    

ので、現在の生活には必要不可欠なものなものではないかと思います。ただ、プラスチック製ので、現在の生活には必要不可欠なものなものではないかと思います。ただ、プラスチック製ので、現在の生活には必要不可欠なものなものではないかと思います。ただ、プラスチック製ので、現在の生活には必要不可欠なものなものではないかと思います。ただ、プラスチック製    

品は他の材料の代替に使われるイメージで、質感品は他の材料の代替に使われるイメージで、質感品は他の材料の代替に使われるイメージで、質感品は他の材料の代替に使われるイメージで、質感などがあまり良く感じないこともあり、安物などがあまり良く感じないこともあり、安物などがあまり良く感じないこともあり、安物などがあまり良く感じないこともあり、安物    

のイメージがあります。新しいプラスチックの製造技術ではそのような点を改善しているもののイメージがあります。新しいプラスチックの製造技術ではそのような点を改善しているもののイメージがあります。新しいプラスチックの製造技術ではそのような点を改善しているもののイメージがあります。新しいプラスチックの製造技術ではそのような点を改善しているもの    

はあるのか気になります。はあるのか気になります。はあるのか気になります。はあるのか気になります。    
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    ◆日用品では「価格優先」のところがありますので、「安物」のイメージが付きまといますが、 

     例えば、大理石模様を出したりとか高級感を漂わせる工夫（加工上）していることもありま 

す。ブランド品は日用品ではないですが、塩ビレザー等プラスチックでも高級感は出せます。 

化粧品の容器関係は高級感がありますがプラスチック製が多いですよ。 

参考までに 生活関連産業（日用品）の高付加価値化に向けた提言（経済産業省）⇒ 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/downloadfiles/kouhukakati_teigen.pdf 

１５１５１５１５３３３３．プラスチックとはなんなのか？．プラスチックとはなんなのか？．プラスチックとはなんなのか？．プラスチックとはなんなのか？    小さい頃に人体に無害では小さい頃に人体に無害では小さい頃に人体に無害では小さい頃に人体に無害ではないと聞いたことがあるが実際どないと聞いたことがあるが実際どないと聞いたことがあるが実際どないと聞いたことがあるが実際ど    

うなのか？うなのか？うなのか？うなのか？    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１５１５１５１５４４４４．容器包装プラスチックのリサイクルは有効なのでしょうか。回収の手間やリサイクルにかかる．容器包装プラスチックのリサイクルは有効なのでしょうか。回収の手間やリサイクルにかかる．容器包装プラスチックのリサイクルは有効なのでしょうか。回収の手間やリサイクルにかかる．容器包装プラスチックのリサイクルは有効なのでしょうか。回収の手間やリサイクルにかかる    

費用・エネルギーや、プラスチックがゴミとして出されなくなったために焼却場で重油を投入費用・エネルギーや、プラスチックがゴミとして出されなくなったために焼却場で重油を投入費用・エネルギーや、プラスチックがゴミとして出されなくなったために焼却場で重油を投入費用・エネルギーや、プラスチックがゴミとして出されなくなったために焼却場で重油を投入    

しているという話も聞しているという話も聞しているという話も聞しているという話も聞きました。きました。きました。きました。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

   ◆プラスチックの持つ高い発熱量は貴重なエネルギーなのです。 
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１５１５１５１５５５５５．父が自動車関連企業に勤めており、車の話題になっ．父が自動車関連企業に勤めており、車の話題になっ．父が自動車関連企業に勤めており、車の話題になっ．父が自動車関連企業に勤めており、車の話題になった時に部品に強化プラスチックが使われてた時に部品に強化プラスチックが使われてた時に部品に強化プラスチックが使われてた時に部品に強化プラスチックが使われて    

いると聞き、プラスチック＝弱いという認識を改めた。いると聞き、プラスチック＝弱いという認識を改めた。いると聞き、プラスチック＝弱いという認識を改めた。いると聞き、プラスチック＝弱いという認識を改めた。    

   ◆プラスチックには優に１００を超える種類があり、スーパーエンプラ（エンジニアリングプラ 

スチック）と呼ばれるものもあります。強化プラという場合は、グラスファイバーや炭素繊維 

等をブレンドして強化する場合をいいます。エンプラは、自動車部品等に使われています。新 

幹線などにも使われていますよ。 

⇒ http://www.m-ep.co.jp/product/youto/car/index.html   

１５１５１５１５６６６６．直、日常生活の中でプラスチックを意識していることは少ないです。．直、日常生活の中でプラスチックを意識していることは少ないです。．直、日常生活の中でプラスチックを意識していることは少ないです。．直、日常生活の中でプラスチックを意識していることは少ないです。    

しかし昨今の環境問題に配慮しようとする世の中でゴミの分別など、我々ができることの中でしかし昨今の環境問題に配慮しようとする世の中でゴミの分別など、我々ができることの中でしかし昨今の環境問題に配慮しようとする世の中でゴミの分別など、我々ができることの中でしかし昨今の環境問題に配慮しようとする世の中でゴミの分別など、我々ができることの中で

強く意識することがあります。それだけのことでも役に立つならば、と思ってのことです。強く意識することがあります。それだけのことでも役に立つならば、と思ってのことです。強く意識することがあります。それだけのことでも役に立つならば、と思ってのことです。強く意識することがあります。それだけのことでも役に立つならば、と思ってのことです。    

しかし結局、プラスチックの何が環境に悪くて、有害ガスを出すにしてもどれほど人体に影響しかし結局、プラスチックの何が環境に悪くて、有害ガスを出すにしてもどれほど人体に影響しかし結局、プラスチックの何が環境に悪くて、有害ガスを出すにしてもどれほど人体に影響しかし結局、プラスチックの何が環境に悪くて、有害ガスを出すにしてもどれほど人体に影響    

を及ぼすのか知らないのが現状です。詳しく知ることで、我々の対応もを及ぼすのか知らないのが現状です。詳しく知ることで、我々の対応もを及ぼすのか知らないのが現状です。詳しく知ることで、我々の対応もを及ぼすのか知らないのが現状です。詳しく知ることで、我々の対応も変わり、この先の製品変わり、この先の製品変わり、この先の製品変わり、この先の製品    

にも良い影響を与えられるのではないでしょうか。にも良い影響を与えられるのではないでしょうか。にも良い影響を与えられるのではないでしょうか。にも良い影響を与えられるのではないでしょうか。    

   ◆プラスチックを正しく理解することがまず第一歩思います。 

◆是非、これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１５７．私たちにとってプラスチックは身近なものだと思う。ペットボトルのキャップや洗剤のキャッ１５７．私たちにとってプラスチックは身近なものだと思う。ペットボトルのキャップや洗剤のキャッ１５７．私たちにとってプラスチックは身近なものだと思う。ペットボトルのキャップや洗剤のキャッ１５７．私たちにとってプラスチックは身近なものだと思う。ペットボトルのキャップや洗剤のキャッ    

プなど。ププなど。ププなど。ププなど。プラスチックはリサイクルもすることができるのでとても重要だと思う。ラスチックはリサイクルもすることができるのでとても重要だと思う。ラスチックはリサイクルもすることができるのでとても重要だと思う。ラスチックはリサイクルもすることができるのでとても重要だと思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１５８．プラスチックはここ最近で燃えるゴミとして捨てることができるようになったが、燃えるゴミ１５８．プラスチックはここ最近で燃えるゴミとして捨てることができるようになったが、燃えるゴミ１５８．プラスチックはここ最近で燃えるゴミとして捨てることができるようになったが、燃えるゴミ１５８．プラスチックはここ最近で燃えるゴミとして捨てることができるようになったが、燃えるゴミ    

として捨てられたプラスチックはリサイクルされるのですか？として捨てられたプラスチックはリサイクルされるのですか？として捨てられたプラスチックはリサイクルされるのですか？として捨てられたプラスチックはリサイクルされるのですか？    

◆インフラ設備が整った自治体等ではエネルギー回収されています。全国の多くのごみ焼却施 

設ではボイラーを備え、発生した温水や蒸気を近隣の健康施設や老人施設などに供給し、暖

房、浴場、温水プールへの活用を図っています。またごみ発電も着実に進んでいます。現在

原子力発電２基分に相当するごみ発電がおこなわれています。 

１１１１５９５９５９５９．．．．    プラスチックはコンビニのお弁当や様々な商品を包むものだったりと、消耗品のイメージしプラスチックはコンビニのお弁当や様々な商品を包むものだったりと、消耗品のイメージしプラスチックはコンビニのお弁当や様々な商品を包むものだったりと、消耗品のイメージしプラスチックはコンビニのお弁当や様々な商品を包むものだったりと、消耗品のイメージし    

かない。よくよく考えるともったいないのではないか。かない。よくよく考えるともったいないのではないか。かない。よくよく考えるともったいないのではないか。かない。よくよく考えるともったいないのではないか。    

   ◆中身の食品の保護や物流合理化等に役立っており、単に「包む」だけの機能ではないですよ。 

   「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」  

            ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

１１１１６０６０６０６０．どうやってあのちょうどいい硬さをつくるのか。ガラスのように落としても割れず、ふにゃふ．どうやってあのちょうどいい硬さをつくるのか。ガラスのように落としても割れず、ふにゃふ．どうやってあのちょうどいい硬さをつくるのか。ガラスのように落としても割れず、ふにゃふ．どうやってあのちょうどいい硬さをつくるのか。ガラスのように落としても割れず、ふにゃふ    

にゃとかでもない。にゃとかでもない。にゃとかでもない。にゃとかでもない。    

    ◆プラスチックは主なものでも優に１００種類を越えます、そのそれぞれの特性を活かしたも 

の選ばれ、さらに成型方法に見合ったものが選択され作られていきます。ペットボトルの場 

合は、ブロー成形（中空成形）で作りますので、ポリエチレンテレフタレートの中でブロー 

成形にふさわしいものが選ばれ成形され、製品化されます。 
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１６１６１６１６１１１１．プラスチックは、私だちの日常生活の色んなところで使われており、より便利な生活に役に立．プラスチックは、私だちの日常生活の色んなところで使われており、より便利な生活に役に立．プラスチックは、私だちの日常生活の色んなところで使われており、より便利な生活に役に立．プラスチックは、私だちの日常生活の色んなところで使われており、より便利な生活に役に立    

つものだと思う。しかし、韓国のニュースで見たんですが、プラスチックといるものは自然のつものだと思う。しかし、韓国のニュースで見たんですが、プラスチックといるものは自然のつものだと思う。しかし、韓国のニュースで見たんですが、プラスチックといるものは自然のつものだと思う。しかし、韓国のニュースで見たんですが、プラスチックといるものは自然の    

なかで自然分解されにくいというニュースを見た。それで、環境汚染の問題がある。また、プなかで自然分解されにくいというニュースを見た。それで、環境汚染の問題がある。また、プなかで自然分解されにくいというニュースを見た。それで、環境汚染の問題がある。また、プなかで自然分解されにくいというニュースを見た。それで、環境汚染の問題がある。また、プ    

ラスチックには環境ホルモンのラスチックには環境ホルモンのラスチックには環境ホルモンのラスチックには環境ホルモンの問題点もあり、健康にはあまり良いイメージがない。人間の生問題点もあり、健康にはあまり良いイメージがない。人間の生問題点もあり、健康にはあまり良いイメージがない。人間の生問題点もあり、健康にはあまり良いイメージがない。人間の生    

活の様々なところで役に立っているものであるが、今から、デメリットをどう解決していくの活の様々なところで役に立っているものであるが、今から、デメリットをどう解決していくの活の様々なところで役に立っているものであるが、今から、デメリットをどう解決していくの活の様々なところで役に立っているものであるが、今から、デメリットをどう解決していくの    

かが大事だと思う。かが大事だと思う。かが大事だと思う。かが大事だと思う。    

   ◆例えば「砂糖」も摂りすぎれば健康に支障をきたします。医薬でも副作用が付きまといます。 

正しく理解することで付き合っていけると思います。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１６１６１６１６２２２２．プラスチックは包装容器としてとても便利であり、それゆえ日常における消費量が多く、ごみ．プラスチックは包装容器としてとても便利であり、それゆえ日常における消費量が多く、ごみ．プラスチックは包装容器としてとても便利であり、それゆえ日常における消費量が多く、ごみ．プラスチックは包装容器としてとても便利であり、それゆえ日常における消費量が多く、ごみ    

を出しやすい。しかし、未だに燃えるごみや、他の燃えないごみとの区別がされてない地域がを出しやすい。しかし、未だに燃えるごみや、他の燃えないごみとの区別がされてない地域がを出しやすい。しかし、未だに燃えるごみや、他の燃えないごみとの区別がされてない地域がを出しやすい。しかし、未だに燃えるごみや、他の燃えないごみとの区別がされてない地域が    

あり、完全にリサイクルできる体制を整えてるとは言えないと思う。もっと区別を厳正に行い、あり、完全にリサイクルできる体制を整えてるとは言えないと思う。もっと区別を厳正に行い、あり、完全にリサイクルできる体制を整えてるとは言えないと思う。もっと区別を厳正に行い、あり、完全にリサイクルできる体制を整えてるとは言えないと思う。もっと区別を厳正に行い、    

リサイクルできる量を増やし、無駄に捨てることのない制度を作っていくべきである。リサイクルできる量を増やし、無駄に捨てることのない制度を作っていくべきである。リサイクルできる量を増やし、無駄に捨てることのない制度を作っていくべきである。リサイクルできる量を増やし、無駄に捨てることのない制度を作っていくべきである。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１６１６１６１６３３３３．プラスチックはリサイクル可能なものであると認識しているが、どのくらいの費用で再利用で．プラスチックはリサイクル可能なものであると認識しているが、どのくらいの費用で再利用で．プラスチックはリサイクル可能なものであると認識しているが、どのくらいの費用で再利用で．プラスチックはリサイクル可能なものであると認識しているが、どのくらいの費用で再利用で    

きる状態までできるのか疑問に思いました。また、プラスチックの開発が進み製品化することきる状態までできるのか疑問に思いました。また、プラスチックの開発が進み製品化することきる状態までできるのか疑問に思いました。また、プラスチックの開発が進み製品化することきる状態までできるのか疑問に思いました。また、プラスチックの開発が進み製品化すること    

になり、紙や綿などの他の材料の消費量の変化に与えた影響を知りたいと思いました。現代のになり、紙や綿などの他の材料の消費量の変化に与えた影響を知りたいと思いました。現代のになり、紙や綿などの他の材料の消費量の変化に与えた影響を知りたいと思いました。現代のになり、紙や綿などの他の材料の消費量の変化に与えた影響を知りたいと思いました。現代の    

生活にプラスチックは必要不可欠なものだと思います。生活にプラスチックは必要不可欠なものだと思います。生活にプラスチックは必要不可欠なものだと思います。生活にプラスチックは必要不可欠なものだと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 
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参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

例えば、飲料では、以前は、びんや缶が主流でしたが、ペットボトル飲料が如何に伸びたか 

は次の統計を見てください。他にも調べてみてください。 

          

 

１６４．１６４．１６４．１６４．①①①①原油からプラスチックを作る過程において環境への悪影響はないかどうか原油からプラスチックを作る過程において環境への悪影響はないかどうか原油からプラスチックを作る過程において環境への悪影響はないかどうか原油からプラスチックを作る過程において環境への悪影響はないかどうか    

◆日化協（日本化学工業協会）ＨＰにレスポンシブル・ケア協議会の活動が載っています。 

参考にしてください。⇒ http://www.nikkakyo.org/organizations/jrcc/index.html 
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②②②②収納ケースで箪笥は出し入れが大変だが、おじいちゃんおばあちゃんでもプラスチック製の収納ケースで箪笥は出し入れが大変だが、おじいちゃんおばあちゃんでもプラスチック製の収納ケースで箪笥は出し入れが大変だが、おじいちゃんおばあちゃんでもプラスチック製の収納ケースで箪笥は出し入れが大変だが、おじいちゃんおばあちゃんでもプラスチック製の    

収納ケースは扱える点で一種のバリアフリーになり得てると考える。収納ケースは扱える点で一種のバリアフリーになり得てると考える。収納ケースは扱える点で一種のバリアフリーになり得てると考える。収納ケースは扱える点で一種のバリアフリーになり得てると考える。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１６５．「何％が原油だと思うか」という質問で、自分がプラスチックについて全然知らないことに気づ１６５．「何％が原油だと思うか」という質問で、自分がプラスチックについて全然知らないことに気づ１６５．「何％が原油だと思うか」という質問で、自分がプラスチックについて全然知らないことに気づ１６５．「何％が原油だと思うか」という質問で、自分がプラスチックについて全然知らないことに気づ    

かされた。かされた。かされた。かされた。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１６６．小学生の頃にゴミ焼却場に行き、プラ１６６．小学生の頃にゴミ焼却場に行き、プラ１６６．小学生の頃にゴミ焼却場に行き、プラ１６６．小学生の頃にゴミ焼却場に行き、プラスチックのリサイクルについて学びましたスチックのリサイクルについて学びましたスチックのリサイクルについて学びましたスチックのリサイクルについて学びました。。。。    

プラスチックから紙だけではなく、Ｙシャツやネクタイが作られていたことに驚いた記憶があプラスチックから紙だけではなく、Ｙシャツやネクタイが作られていたことに驚いた記憶があプラスチックから紙だけではなく、Ｙシャツやネクタイが作られていたことに驚いた記憶があプラスチックから紙だけではなく、Ｙシャツやネクタイが作られていたことに驚いた記憶があ    

ります。ります。ります。ります。ももももっとプラスチックの積極的なリサイクルが進めばいいと思います。っとプラスチックの積極的なリサイクルが進めばいいと思います。っとプラスチックの積極的なリサイクルが進めばいいと思います。っとプラスチックの積極的なリサイクルが進めばいいと思います。  

 ◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１６７．藻から石油と同等の成分をとる研究１６７．藻から石油と同等の成分をとる研究１６７．藻から石油と同等の成分をとる研究１６７．藻から石油と同等の成分をとる研究が進んでいるように、バイオ由来のプラスチックの利用がが進んでいるように、バイオ由来のプラスチックの利用がが進んでいるように、バイオ由来のプラスチックの利用がが進んでいるように、バイオ由来のプラスチックの利用が    

広がると環境負荷が減らせると思う。広がると環境負荷が減らせると思う。広がると環境負荷が減らせると思う。広がると環境負荷が減らせると思う。    

◆よく勉強されていますね。バイオプラスチック協会のＨＰです。ご参考までに。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/ 

１６８．例えば、コンビニでもらったプラスチックのスプーンなどは捨てる人もいれば、再利用する人１６８．例えば、コンビニでもらったプラスチックのスプーンなどは捨てる人もいれば、再利用する人１６８．例えば、コンビニでもらったプラスチックのスプーンなどは捨てる人もいれば、再利用する人１６８．例えば、コンビニでもらったプラスチックのスプーンなどは捨てる人もいれば、再利用する人    

もいますが、もっとガラスなどのお皿のように利用できるくらいになるようにすることはできもいますが、もっとガラスなどのお皿のように利用できるくらいになるようにすることはできもいますが、もっとガラスなどのお皿のように利用できるくらいになるようにすることはできもいますが、もっとガラスなどのお皿のように利用できるくらいになるようにすることはでき    

ないのかなと思います。ないのかなと思います。ないのかなと思います。ないのかなと思います。    

    ◆余分なものはもらわないのも一つの考え方でしょう。エコバックいくつ持っていますか？ 

１６９．先日、プラスチック製品を石油に戻す技術とその装置の実演を小学生に行った、というニュー１６９．先日、プラスチック製品を石油に戻す技術とその装置の実演を小学生に行った、というニュー１６９．先日、プラスチック製品を石油に戻す技術とその装置の実演を小学生に行った、というニュー１６９．先日、プラスチック製品を石油に戻す技術とその装置の実演を小学生に行った、というニュー    

スをスをスをスを NHKNHKNHKNHK で見た記憶があるのですが、もし費用対効果が十分な形で実用化しているなら、最近で見た記憶があるのですが、もし費用対効果が十分な形で実用化しているなら、最近で見た記憶があるのですが、もし費用対効果が十分な形で実用化しているなら、最近で見た記憶があるのですが、もし費用対効果が十分な形で実用化しているなら、最近    

よく聞く「都市鉱山」ならぬ「都市油田」となりえるように思え、業界に変革をもたらす大発よく聞く「都市鉱山」ならぬ「都市油田」となりえるように思え、業界に変革をもたらす大発よく聞く「都市鉱山」ならぬ「都市油田」となりえるように思え、業界に変革をもたらす大発よく聞く「都市鉱山」ならぬ「都市油田」となりえるように思え、業界に変革をもたらす大発    

明のように思えたのですが、この技術はすでに一般的なものなのでしょうか？明のように思えたのですが、この技術はすでに一般的なものなのでしょうか？明のように思えたのですが、この技術はすでに一般的なものなのでしょうか？明のように思えたのですが、この技術はすでに一般的なものなのでしょうか？    

◆参考にしてください。小生もこの実験プラントならびに九州で実際に稼働している柳川商事も 

見学に行きました。期待される技術と考えております。⇒ 

http://www.win-wt.com/uploads/data/recycle/haipurayukaookimatisetumeikai.pdf 

１７０．プラスチックはリサイクルをすることが当然だとは思うがプラスチックかどうか分かりにくい１７０．プラスチックはリサイクルをすることが当然だとは思うがプラスチックかどうか分かりにくい１７０．プラスチックはリサイクルをすることが当然だとは思うがプラスチックかどうか分かりにくい１７０．プラスチックはリサイクルをすることが当然だとは思うがプラスチックかどうか分かりにくい    

ものが多くて面倒臭くなってものが多くて面倒臭くなってものが多くて面倒臭くなってものが多くて面倒臭くなってしまうことがあるから製品には必ず分かりやすく記載してほしいしまうことがあるから製品には必ず分かりやすく記載してほしいしまうことがあるから製品には必ず分かりやすく記載してほしいしまうことがあるから製品には必ず分かりやすく記載してほしい    

と思う。と思う。と思う。と思う。    

  ◆リサイクルとありますが、マテリアルリサイクルを考えておられると思いますが、リサイク 

ル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチックには戻りません。よくリサイクルして 

ポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、この場合のポリエチレンは顔料やら他 

の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかにかけ離れたものになっています。 

したがってお金はうんーとかかりますし、細かく分けても結局は十分な品質をもったものが 

得られません。上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされた 
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ペレットです。細分化すればするほど手間＝コストがかかりますよ。 

       

１７１．プラスチック製品を作っている最中にある加工をすると、廃棄になったとき、土に埋め、分解１７１．プラスチック製品を作っている最中にある加工をすると、廃棄になったとき、土に埋め、分解１７１．プラスチック製品を作っている最中にある加工をすると、廃棄になったとき、土に埋め、分解１７１．プラスチック製品を作っている最中にある加工をすると、廃棄になったとき、土に埋め、分解    

しても環境に優しく有害物質が出なくなるそうです。しても環境に優しく有害物質が出なくなるそうです。しても環境に優しく有害物質が出なくなるそうです。しても環境に優しく有害物質が出なくなるそうです。    

   ◆？？？ 逆に教えてください。 

１７１７１７１７２２２２．プラスチックといっても、性能であったり、固さであったり様々あると思います。私は、プラ．プラスチックといっても、性能であったり、固さであったり様々あると思います。私は、プラ．プラスチックといっても、性能であったり、固さであったり様々あると思います。私は、プラ．プラスチックといっても、性能であったり、固さであったり様々あると思います。私は、プラ    

スチックというとペットボトルの様な材質を思い浮かべます。スチックというとペットボトルの様な材質を思い浮かべます。スチックというとペットボトルの様な材質を思い浮かべます。スチックというとペットボトルの様な材質を思い浮かべます。    

ペットボトルは専用のゴミ箱が街ペットボトルは専用のゴミ箱が街ペットボトルは専用のゴミ箱が街ペットボトルは専用のゴミ箱が街中に設置され、リサイクルされているイメージがあり、また、中に設置され、リサイクルされているイメージがあり、また、中に設置され、リサイクルされているイメージがあり、また、中に設置され、リサイクルされているイメージがあり、また、    

材質も柔らかく環境負荷が少ないイメージです。材質も柔らかく環境負荷が少ないイメージです。材質も柔らかく環境負荷が少ないイメージです。材質も柔らかく環境負荷が少ないイメージです。    

材質によって、リサイクルや処分の方法は変わってくるのでしょうか？それに伴い、環境負荷材質によって、リサイクルや処分の方法は変わってくるのでしょうか？それに伴い、環境負荷材質によって、リサイクルや処分の方法は変わってくるのでしょうか？それに伴い、環境負荷材質によって、リサイクルや処分の方法は変わってくるのでしょうか？それに伴い、環境負荷    

に違いがあるのでしょうか？に違いがあるのでしょうか？に違いがあるのでしょうか？に違いがあるのでしょうか？    

   ◆ペットボトルは一般の方が見ても形状からすぐにわかります。識別がしやすく、一つの単位で 

まとまっているいる、またペットボトルの材料から繊維に適したものが得られるといった利点 

がありますので、単体でのマテリアルリサイクルの仕組みが成り立っています。 

             

１７１７１７１７３３３３．原材．原材．原材．原材料が原油ということは、原油価格が高騰するとプラスティックの価格も高騰するのでしょ料が原油ということは、原油価格が高騰するとプラスティックの価格も高騰するのでしょ料が原油ということは、原油価格が高騰するとプラスティックの価格も高騰するのでしょ料が原油ということは、原油価格が高騰するとプラスティックの価格も高騰するのでしょ    

うか？また、それに伴いペットボトルの容器のジュースの値段も高くなるのでしょうか？うか？また、それに伴いペットボトルの容器のジュースの値段も高くなるのでしょうか？うか？また、それに伴いペットボトルの容器のジュースの値段も高くなるのでしょうか？うか？また、それに伴いペットボトルの容器のジュースの値段も高くなるのでしょうか？    

◆その通りですが、末端価格への転嫁は簡単にいかないのが現状で、コストダウンをしたりして 

利益確保を図っていますね。もっともコストダウンはリデュースにもつながりますので環境に 
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もプラスですね。 

下の図は、ナフサ価格の変動とモノマー（ポリエチレンでは原料となるエチレン）・ポリマー（例 

えば、ポリエチレン）の市況の変動を２００４年からグラフ化したものです。 

    

 

     詳しくは、⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec2.html 

１７４．プラスチックに関する疑問点がいくつかあります。１７４．プラスチックに関する疑問点がいくつかあります。１７４．プラスチックに関する疑問点がいくつかあります。１７４．プラスチックに関する疑問点がいくつかあります。    

①①①①一つ目は、使用済みのプラスチックのうち、どれほどのプラスチックが再利用されているの一つ目は、使用済みのプラスチックのうち、どれほどのプラスチックが再利用されているの一つ目は、使用済みのプラスチックのうち、どれほどのプラスチックが再利用されているの一つ目は、使用済みのプラスチックのうち、どれほどのプラスチックが再利用されているの    

かということです。かということです。かということです。かということです。    

◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 
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    「再利用＝リユース」でなく、「再資源化＝リサイクル」ですね。 

◆廃プラの有効利用率は２０１０年で７７％です。  

     ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

②二つ目は、過去２０年におけるプラスチック利用の増加率の推移が知りたいです。②二つ目は、過去２０年におけるプラスチック利用の増加率の推移が知りたいです。②二つ目は、過去２０年におけるプラスチック利用の増加率の推移が知りたいです。②二つ目は、過去２０年におけるプラスチック利用の増加率の推移が知りたいです。    

◆「利用」とありますが、廃プラの有効利用の意味と考えます。過去２０年のデータはでなく、 

２０００年からのデータですが参考にしてください。 

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ５ 

                  

 

参考までに、日本プラスチック工業連盟「目で見るプラスチック統計」です。プラスチックや 

プラスチック製品の統計が載っています。利用＝用途別と考え、用途別を見てみました。 

http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/toukei_c.htm 
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（経済産業省では毎年、統計をとっています。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html  ） 

 

③③③③ 三つ目は、プラスチックがこれからの未来に大きな可能性を生み出すとすれば具体的にはど三つ目は、プラスチックがこれからの未来に大きな可能性を生み出すとすれば具体的にはど三つ目は、プラスチックがこれからの未来に大きな可能性を生み出すとすれば具体的にはど三つ目は、プラスチックがこれからの未来に大きな可能性を生み出すとすれば具体的にはど    

のような例がありますでしょうか？例えばプラスチックの家や車などが生まれるかどうかとのような例がありますでしょうか？例えばプラスチックの家や車などが生まれるかどうかとのような例がありますでしょうか？例えばプラスチックの家や車などが生まれるかどうかとのような例がありますでしょうか？例えばプラスチックの家や車などが生まれるかどうかと    

いった質問です。いった質問です。いった質問です。いった質問です。    

    ◆夢がありますね。車などはかなりの部分は樹脂化されています。（軽量化のため＝燃費向上） 

シャーシーとエンジン本体、ボディは鉄ですが、大部分はプラスチックですのでプラスチッ 

クの車と考えてもよいかもしれません。また、ボディもＦＲＰ（繊維強化プラスチック）、 

ポリカーボネートとかいった例もあります。スポーツカーでは実例もあります。 

          ⇒ http://www.jama.or.jp/lib/jamagazine/201002/01.html 

１７５．①１７５．①１７５．①１７５．①プラスチックは環境によくないというイメージがありますが、実際にはどれくらい環境に悪プラスチックは環境によくないというイメージがありますが、実際にはどれくらい環境に悪プラスチックは環境によくないというイメージがありますが、実際にはどれくらい環境に悪プラスチックは環境によくないというイメージがありますが、実際にはどれくらい環境に悪    

いのかいのかいのかいのか    

    ◆なぜ環境によくないイメージがあるのでしょう。 

     燃やすとダイオキシン？ プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しません。 

     原油をジャブジャブ使うから？ プラスチックの生産に使われる原油は３％です。 

     また、プラスチック製容器包材は中身の保護だけでなく、賞味期限の延長とかにも貢献して 

います。軽量化による物流にも貢献しています。 
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これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

 

②②②②コカ・コーラ（株）の飲料水「いろはす」のペットボトルはエコボトルと言われていますコカ・コーラ（株）の飲料水「いろはす」のペットボトルはエコボトルと言われていますコカ・コーラ（株）の飲料水「いろはす」のペットボトルはエコボトルと言われていますコカ・コーラ（株）の飲料水「いろはす」のペットボトルはエコボトルと言われています    

が、今後そのようなボトルが主流になっていくのかが、今後そのようなボトルが主流になっていくのかが、今後そのようなボトルが主流になっていくのかが、今後そのようなボトルが主流になっていくのか    

     ◆中身が「水」の場合は考えられますが、他の場合は中身への影響が懸念されますのでこの 

タイプは使われないと思います。ちなみに同社のビタミンウォーターのボトルと比べて考 

えてみてください。 

１７６．シェールガスを利用して新たなプラスチックがつくられると良いと思った。１７６．シェールガスを利用して新たなプラスチックがつくられると良いと思った。１７６．シェールガスを利用して新たなプラスチックがつくられると良いと思った。１７６．シェールガスを利用して新たなプラスチックがつくられると良いと思った。    

    ◆シェールガスの主成分はエタンですので、エチレン系のポリマーを主体としたプラスチック 

が中心です。価格が安いことが魅力です。 

１７７．プラスチックはペットボトルなど身近にたくさんあり、最近では「いろはす」などの環境に配１７７．プラスチックはペットボトルなど身近にたくさんあり、最近では「いろはす」などの環境に配１７７．プラスチックはペットボトルなど身近にたくさんあり、最近では「いろはす」などの環境に配１７７．プラスチックはペットボトルなど身近にたくさんあり、最近では「いろはす」などの環境に配    

慮したものなどもある。しかし、元々どのように作られているかわからないので、知りたいと慮したものなどもある。しかし、元々どのように作られているかわからないので、知りたいと慮したものなどもある。しかし、元々どのように作られているかわからないので、知りたいと慮したものなどもある。しかし、元々どのように作られているかわからないので、知りたいと    

思う。思う。思う。思う。    

 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/20120625_juku2.pdf Ｐ３ 

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      一方、ポリエチレンテレフタレートの場合は、テレフタル酸とエチレングリコールを縮合 

重合させて作ります。 

        

 

１７８．個人的にプラスチック製品とペットボトルの見分けが最近までわかりませんでした。１７８．個人的にプラスチック製品とペットボトルの見分けが最近までわかりませんでした。１７８．個人的にプラスチック製品とペットボトルの見分けが最近までわかりませんでした。１７８．個人的にプラスチック製品とペットボトルの見分けが最近までわかりませんでした。    

後、日本では地区によってプラスチックは燃えないゴミに扱われる地区があれば、燃えるごみ後、日本では地区によってプラスチックは燃えないゴミに扱われる地区があれば、燃えるごみ後、日本では地区によってプラスチックは燃えないゴミに扱われる地区があれば、燃えるごみ後、日本では地区によってプラスチックは燃えないゴミに扱われる地区があれば、燃えるごみ    

にされるところもあると聞きました。にされるところもあると聞きました。にされるところもあると聞きました。にされるところもあると聞きました。    

それによってどこに捨てればいいか、ごみ箱に入れそれによってどこに捨てればいいか、ごみ箱に入れそれによってどこに捨てればいいか、ごみ箱に入れそれによってどこに捨てればいいか、ごみ箱に入れるときに迷う時があります。るときに迷う時があります。るときに迷う時があります。るときに迷う時があります。    



46 
 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

近隣市町村のごみの分別方法を調査しても面白いですよ。 

１７９．最近では強化プラスチックなどが登場し車などに使用されているが、どのくらいまでの負荷に１７９．最近では強化プラスチックなどが登場し車などに使用されているが、どのくらいまでの負荷に１７９．最近では強化プラスチックなどが登場し車などに使用されているが、どのくらいまでの負荷に１７９．最近では強化プラスチックなどが登場し車などに使用されているが、どのくらいまでの負荷に    

まで耐えられるのかなど疑問に持つ。まで耐えられるのかなど疑問に持つ。まで耐えられるのかなど疑問に持つ。まで耐えられるのかなど疑問に持つ。    

◆プラスチックには優に１００を超える種類があり、スーパーエンプラ（エンジニアリングプラ 

スチック）と呼ばれるものもあります。強化プラという場合は、グラスファイバーや炭素繊維 

等をブレンドして強化する場合をいいます。エンプラは、自動車部品等に使われています。新 

幹線などにも使われていますよ。 

⇒ http://www.m-ep.co.jp/product/youto/car/index.html 

１８０．プラ１８０．プラ１８０．プラ１８０．プラスチックと言われて頭に浮かぶものは、ペットボトルやレジ袋といったものくらいです。スチックと言われて頭に浮かぶものは、ペットボトルやレジ袋といったものくらいです。スチックと言われて頭に浮かぶものは、ペットボトルやレジ袋といったものくらいです。スチックと言われて頭に浮かぶものは、ペットボトルやレジ袋といったものくらいです。    

生活していて気にしていないだけで、調べてみるとたくさんのプラスチック製品があることが生活していて気にしていないだけで、調べてみるとたくさんのプラスチック製品があることが生活していて気にしていないだけで、調べてみるとたくさんのプラスチック製品があることが生活していて気にしていないだけで、調べてみるとたくさんのプラスチック製品があることが    

分かりました。プラスチックで私の中にある問題意識が、スーパーなどで消費されているレジ分かりました。プラスチックで私の中にある問題意識が、スーパーなどで消費されているレジ分かりました。プラスチックで私の中にある問題意識が、スーパーなどで消費されているレジ分かりました。プラスチックで私の中にある問題意識が、スーパーなどで消費されているレジ    

袋は石油が原料であるため環境に良くない。エコではないということです。この問題がニュー袋は石油が原料であるため環境に良くない。エコではないということです。この問題がニュー袋は石油が原料であるため環境に良くない。エコではないということです。この問題がニュー袋は石油が原料であるため環境に良くない。エコではないということです。この問題がニュー    

スで取り上げられ、マイバックを持参する人も増えたと思いますが、それでも私のような学生スで取り上げられ、マイバックを持参する人も増えたと思いますが、それでも私のような学生スで取り上げられ、マイバックを持参する人も増えたと思いますが、それでも私のような学生スで取り上げられ、マイバックを持参する人も増えたと思いますが、それでも私のような学生    

やコンビニまでマイバックを持っていく人がいるかというと少ないのではないかと思います。やコンビニまでマイバックを持っていく人がいるかというと少ないのではないかと思います。やコンビニまでマイバックを持っていく人がいるかというと少ないのではないかと思います。やコンビニまでマイバックを持っていく人がいるかというと少ないのではないかと思います。    

このレジ袋には石油が使われ、環境に良くないということだが、調べてみると、作る時のエネこのレジ袋には石油が使われ、環境に良くないということだが、調べてみると、作る時のエネこのレジ袋には石油が使われ、環境に良くないということだが、調べてみると、作る時のエネこのレジ袋には石油が使われ、環境に良くないということだが、調べてみると、作る時のエネ    

ルギー消費と使うときのエネルギー消費という言葉が出てきました。製造段階では石油などのルギー消費と使うときのエネルギー消費という言葉が出てきました。製造段階では石油などのルギー消費と使うときのエネルギー消費という言葉が出てきました。製造段階では石油などのルギー消費と使うときのエネルギー消費という言葉が出てきました。製造段階では石油などの    

エネルギー資源を消費するが、使用段階では逆に節約になるという場合です。その他、重量のエネルギー資源を消費するが、使用段階では逆に節約になるという場合です。その他、重量のエネルギー資源を消費するが、使用段階では逆に節約になるという場合です。その他、重量のエネルギー資源を消費するが、使用段階では逆に節約になるという場合です。その他、重量の    

軽いプラスチックに比べた際の輸送時のエネルギー消費といった場合もです。調べていて思っ軽いプラスチックに比べた際の輸送時のエネルギー消費といった場合もです。調べていて思っ軽いプラスチックに比べた際の輸送時のエネルギー消費といった場合もです。調べていて思っ軽いプラスチックに比べた際の輸送時のエネルギー消費といった場合もです。調べていて思っ    

たことは、レジ袋の消費は私を含め、意識を持って取り組み、減らすことは必要です。ただし、たことは、レジ袋の消費は私を含め、意識を持って取り組み、減らすことは必要です。ただし、たことは、レジ袋の消費は私を含め、意識を持って取り組み、減らすことは必要です。ただし、たことは、レジ袋の消費は私を含め、意識を持って取り組み、減らすことは必要です。ただし、    

レジ袋には石油が使われているから環境に良くない。エネルギー消費率が高いレジ袋には石油が使われているから環境に良くない。エネルギー消費率が高いレジ袋には石油が使われているから環境に良くない。エネルギー消費率が高いレジ袋には石油が使われているから環境に良くない。エネルギー消費率が高い、、、、と一点だと一点だと一点だと一点だけけけけ    

に注目するのではなく、省エネやエコを考えるときは、製品が製造され使用されるまでの全体に注目するのではなく、省エネやエコを考えるときは、製品が製造され使用されるまでの全体に注目するのではなく、省エネやエコを考えるときは、製品が製造され使用されるまでの全体に注目するのではなく、省エネやエコを考えるときは、製品が製造され使用されるまでの全体    

の流れを定量的に評価しなければならないのだと思いました。の流れを定量的に評価しなければならないのだと思いました。の流れを定量的に評価しなければならないのだと思いました。の流れを定量的に評価しなければならないのだと思いました。    

   ◆すばらしい着眼点です。疑問に思ったことをとことん追求していくことが大切です。 

これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１８１８１８１８１１１１．①ど．①ど．①ど．①どうしてプラスチックという名前なんでしょうか。うしてプラスチックという名前なんでしょうか。うしてプラスチックという名前なんでしょうか。うしてプラスチックという名前なんでしょうか。    

   ◆プラスチック（合成樹脂）という名前は、ギリシャ語の Plastikos（塑造の）という言葉から 

生まれたものです。従てプラスチック（Plastic）という言葉自体も「可塑性」（＝熱によっ 

て溶ける）の意味を持っています。 

②プラスチックをリサイクルするということは、原油に戻すということでしょうか。②プラスチックをリサイクルするということは、原油に戻すということでしょうか。②プラスチックをリサイクルするということは、原油に戻すということでしょうか。②プラスチックをリサイクルするということは、原油に戻すということでしょうか。    

   ◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

油に戻す「油化技術」はケミカルリサイクルの一つです。 

１８１８１８１８２２２２．プラスチックを再利用してセーターなどに加工する話を聞いたことがあるのですが、その流れ．プラスチックを再利用してセーターなどに加工する話を聞いたことがあるのですが、その流れ．プラスチックを再利用してセーターなどに加工する話を聞いたことがあるのですが、その流れ．プラスチックを再利用してセーターなどに加工する話を聞いたことがあるのですが、その流れ    

や実際にどれぐらい流通しているのかが知りたいですや実際にどれぐらい流通しているのかが知りたいですや実際にどれぐらい流通しているのかが知りたいですや実際にどれぐらい流通しているのかが知りたいです    
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    ◆5，6 本のペットボトルで 1枚のＴシャツが作れるそうです。 

１８１８１８１８３３３３．プラスチックは．プラスチックは．プラスチックは．プラスチックは生活のほとんどのモノに使われているように思う。テレビやパソコン携帯電話生活のほとんどのモノに使われているように思う。テレビやパソコン携帯電話生活のほとんどのモノに使われているように思う。テレビやパソコン携帯電話生活のほとんどのモノに使われているように思う。テレビやパソコン携帯電話    

には必ずプラスチックの部分があり、食品の包装容器から車の外側から内側まであらゆるとこには必ずプラスチックの部分があり、食品の包装容器から車の外側から内側まであらゆるとこには必ずプラスチックの部分があり、食品の包装容器から車の外側から内側まであらゆるとこには必ずプラスチックの部分があり、食品の包装容器から車の外側から内側まであらゆるとこ    

ろに存在しているイメージ。生活のいろんなところに密着しているからこそポイ捨てされていろに存在しているイメージ。生活のいろんなところに密着しているからこそポイ捨てされていろに存在しているイメージ。生活のいろんなところに密着しているからこそポイ捨てされていろに存在しているイメージ。生活のいろんなところに密着しているからこそポイ捨てされてい    

るごみの多くもプラスチックのようにも感じる。るごみの多くもプラスチックのようにも感じる。るごみの多くもプラスチックのようにも感じる。るごみの多くもプラスチックのようにも感じる。            

    ◆使う側のモラルも問われますね。プラスチックのごみの処理にも費用が掛かります。こう 

いったことも頭の片隅に置いておくことも必要ですね。たまたま見かけた隅田川に浮かぶ発 

泡スチロールの箱、捨てられたのか、誤って川に落としたのか、処分するのにも費用が掛か 

ります。こういった場合、だれが負担する？箱を作った方が負担する？捨てた方が負担する？

それとも？ 
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                           （戸上撮影） 

１８４．プラスチックは実際どのように再利用がされているのか、循環経路について１８４．プラスチックは実際どのように再利用がされているのか、循環経路について１８４．プラスチックは実際どのように再利用がされているのか、循環経路について１８４．プラスチックは実際どのように再利用がされているのか、循環経路について    

   ◆例えば、樹脂製のパレットなどは、回収→洗浄→再利用といった流れがあります。一般的なプ 

ラスチック製品では「再利用」はほとんどなく「再資源化＝リサイクル」が主流です。 

◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

街中で見かける、「服のリサイクルショップ」は正しくは「服のリユースショップ」ですね。 

        

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

１８５．１８５．１８５．１８５．①①①①3D3D3D3D プリンターの登場はプラスチック業界にどのような影響を与えるかプリンターの登場はプラスチック業界にどのような影響を与えるかプリンターの登場はプラスチック業界にどのような影響を与えるかプリンターの登場はプラスチック業界にどのような影響を与えるか    

                ◆アクリル系樹脂や ABS 樹脂が 3次元像制作に使われますがこういった新たな分野に需要が形 

成されたということでしょう。プラスチック製品（特に自動車や工業部品等）の開発段階で 

の工程短縮、見える化等期待できます。 

②②②②ジャムの瓶など今ガラスが使われている分野で今後プラスチックに代替される可能性はあるジャムの瓶など今ガラスが使われている分野で今後プラスチックに代替される可能性はあるジャムの瓶など今ガラスが使われている分野で今後プラスチックに代替される可能性はあるジャムの瓶など今ガラスが使われている分野で今後プラスチックに代替される可能性はある    

のかのかのかのか    

    ◆中身の保存性、風味等の兼ね合いから、また土産物として売られている場合のデザイン性、 

商品イメージ等に関係してくるものと思っています。紙製カップで販売されている例もあり 

ますのでかなりの代替はすすんだものの、上記のような理由から切り替わりが進んでないと 

思われます。 

③③③③ 今後プラスチックはどのような分野で使われていくか今後プラスチックはどのような分野で使われていくか今後プラスチックはどのような分野で使われていくか今後プラスチックはどのような分野で使われていくか    

    ◆プラスチックが生まれて 100 年、本格的な展開がされてから 50 年、金属、アルミ、ガラス、 

紙等他の素材を代替し急激に伸びてきました。その間樹脂の種類もおもなものでも優に 100 

種類を超え、①でのご質問のような新たな用途の開発と樹脂＋用途開発が進み、他の素材に 

ない機能性を発揮して、これまで以上に様々な分野で使われていくと思います。 

１８６．プラスチックがどのように作られているのか１８６．プラスチックがどのように作られているのか１８６．プラスチックがどのように作られているのか１８６．プラスチックがどのように作られているのか    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１８７．プラスチックのリサイクルに関して、あまり知らないことが多いのでもっとわかるような取り１８７．プラスチックのリサイクルに関して、あまり知らないことが多いのでもっとわかるような取り１８７．プラスチックのリサイクルに関して、あまり知らないことが多いのでもっとわかるような取り１８７．プラスチックのリサイクルに関して、あまり知らないことが多いのでもっとわかるような取り    

組みをしてほしい。組みをしてほしい。組みをしてほしい。組みをしてほしい。    
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日本プラスチック工業連盟やプラスチック循環利用協会とはどんなことをしているのか。 

◆プラスチックのリサイクルに関しては、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会のＷＳ 

にアクセスしてください。日本のリサイクルの仕組みやデータ等いろいろなことが分かりま 

す。 ⇒ http://www.jcpra.or.jp/information.html 

    ◆日本プラスチック工業連盟の概要は ⇒ http://www.jpif.gr.jp/1profile/shoukai.htm 

※日本のプラスチック産業における代表組織として、原料樹脂、成形加工、使用済製品の処 

理に及ぶ広範な関連諸問題につき、業界内のみならず、業界外の対応を含めて活発な活動を 

行う団体。 

    ◆プラスチック循環利用協会の概要は ⇒ http://www.pwmi.or.jp/guide.php?p=gaiyo.pdf 

※廃プラスチックの循環的な利用に関する調査研究等を行い、プラスチックのライフサイク 

ル全体での環境負荷の低減に資するとともにプラスチック関連産業の健全な発展を図り、も 

って持続的発展が可能な社会の構築に寄与することを目的とする団体。 

１８８．私は森永由紀ゼミナールに所属し、環境問題について勉強してきました１８８．私は森永由紀ゼミナールに所属し、環境問題について勉強してきました１８８．私は森永由紀ゼミナールに所属し、環境問題について勉強してきました１８８．私は森永由紀ゼミナールに所属し、環境問題について勉強してきました    

ペットボトルから、マイカップへと社会的な流れができつつあります。ペットボトルから、マイカップへと社会的な流れができつつあります。ペットボトルから、マイカップへと社会的な流れができつつあります。ペットボトルから、マイカップへと社会的な流れができつつあります。    

ペットボトルは資源を無駄にしているとよく言われます。確かに、原油ペットボトルは資源を無駄にしているとよく言われます。確かに、原油ペットボトルは資源を無駄にしているとよく言われます。確かに、原油ペットボトルは資源を無駄にしているとよく言われます。確かに、原油の消費が少ないこともの消費が少ないこともの消費が少ないこともの消費が少ないことも

知っています。それでも、みんながペットボトルの消費を減らそうと思って、マイカップを持知っています。それでも、みんながペットボトルの消費を減らそうと思って、マイカップを持知っています。それでも、みんながペットボトルの消費を減らそうと思って、マイカップを持知っています。それでも、みんながペットボトルの消費を減らそうと思って、マイカップを持

ち歩くようになることは良いことだと思ってます。ち歩くようになることは良いことだと思ってます。ち歩くようになることは良いことだと思ってます。ち歩くようになることは良いことだと思ってます。    

ペットボトルを通して、環境問題について学ぼうとしているからです。ペットボトルを通して、環境問題について学ぼうとしているからです。ペットボトルを通して、環境問題について学ぼうとしているからです。ペットボトルを通して、環境問題について学ぼうとしているからです。    

◆ペットボトルという身近なものから深堀して環境問題を学ぶ姿勢は共感できます。先入観な

どを払しょくして、自分で調べ、納得して、自分なりの考え方を作り上げていってください。 

１８９．プラスチックが原油でできているという事実を知ったときは依然衝撃をうけた。実際、作る工１８９．プラスチックが原油でできているという事実を知ったときは依然衝撃をうけた。実際、作る工１８９．プラスチックが原油でできているという事実を知ったときは依然衝撃をうけた。実際、作る工１８９．プラスチックが原油でできているという事実を知ったときは依然衝撃をうけた。実際、作る工    

程がいまいちわからないのでぴん程がいまいちわからないのでぴん程がいまいちわからないのでぴん程がいまいちわからないのでぴんと来ないが子供がつかうのに体に害はないのか、とか耐熱性と来ないが子供がつかうのに体に害はないのか、とか耐熱性と来ないが子供がつかうのに体に害はないのか、とか耐熱性と来ないが子供がつかうのに体に害はないのか、とか耐熱性    

を考えるとプラスチックは便利であるが、大丈夫なのかなと思うことがある。を考えるとプラスチックは便利であるが、大丈夫なのかなと思うことがある。を考えるとプラスチックは便利であるが、大丈夫なのかなと思うことがある。を考えるとプラスチックは便利であるが、大丈夫なのかなと思うことがある。    

以前お弁当箱をレンジでチンしたとき溶けてしまったことや、ペットボトルがあったまって溶以前お弁当箱をレンジでチンしたとき溶けてしまったことや、ペットボトルがあったまって溶以前お弁当箱をレンジでチンしたとき溶けてしまったことや、ペットボトルがあったまって溶以前お弁当箱をレンジでチンしたとき溶けてしまったことや、ペットボトルがあったまって溶    

けていたことを思い出すと、プラスチックもまだまだいろんな面で限界があるなとかんじた。けていたことを思い出すと、プラスチックもまだまだいろんな面で限界があるなとかんじた。けていたことを思い出すと、プラスチックもまだまだいろんな面で限界があるなとかんじた。けていたことを思い出すと、プラスチックもまだまだいろんな面で限界があるなとかんじた。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

    ◆一番怖いのは、誤使用、目的外使用です、医薬品と同様、使用時にはご注意ください。 

１９０．１９０．１９０．１９０．①①①①今後プラスチックを完全に代替するものは出てくるのか。今後プラスチックを完全に代替するものは出てくるのか。今後プラスチックを完全に代替するものは出てくるのか。今後プラスチックを完全に代替するものは出てくるのか。    

    ◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

     以前は車の前に突き出すような形でバンパーが付いていたが（今でも商用車の一部で見かけ 

る）最近はボディー一体型となり、外部から簡単に見分けがつかない。（ボディとバンパー部 

を指でたたいてみると音の違いで識別できます。ご自分の車でやってくださいね。キンキン、 
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ボンボン） 

②②②②プラスチックはどのように形作られるのかプラスチックはどのように形作られるのかプラスチックはどのように形作られるのかプラスチックはどのように形作られるのか。 

◆プラスチック製品を作る方法には次のような方法があります。 

 いずれも、基本的には、溶かして（溶融）、形に入れ（成形）、冷やして製品（固化）の 

過程となります。 
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１９１．プラスチックは、現代の生活には欠かせないものになっていて、代替物が出てこない限り環境１９１．プラスチックは、現代の生活には欠かせないものになっていて、代替物が出てこない限り環境１９１．プラスチックは、現代の生活には欠かせないものになっていて、代替物が出てこない限り環境１９１．プラスチックは、現代の生活には欠かせないものになっていて、代替物が出てこない限り環境        

負荷が高いと認識していても使用せざるを得ないほど私たちになじんでしまっていると思う。負荷が高いと認識していても使用せざるを得ないほど私たちになじんでしまっていると思う。負荷が高いと認識していても使用せざるを得ないほど私たちになじんでしまっていると思う。負荷が高いと認識していても使用せざるを得ないほど私たちになじんでしまっていると思う。    

実際に、「エコ」を謳ったプラスチック製品がたくさん流通しているが、プラスチックそのもの実際に、「エコ」を謳ったプラスチック製品がたくさん流通しているが、プラスチックそのもの実際に、「エコ」を謳ったプラスチック製品がたくさん流通しているが、プラスチックそのもの実際に、「エコ」を謳ったプラスチック製品がたくさん流通しているが、プラスチックそのもの    

の使用が亡くなることは今の所見受けられない気がする。このことは、プラスチックが環境にの使用が亡くなることは今の所見受けられない気がする。このことは、プラスチックが環境にの使用が亡くなることは今の所見受けられない気がする。このことは、プラスチックが環境にの使用が亡くなることは今の所見受けられない気がする。このことは、プラスチックが環境に    

与える負の部分を認識しつつもその使用を止めることができない与える負の部分を認識しつつもその使用を止めることができない与える負の部分を認識しつつもその使用を止めることができない与える負の部分を認識しつつもその使用を止めることができない現状を認識することができる現状を認識することができる現状を認識することができる現状を認識することができる    

例証になると感じている。例証になると感じている。例証になると感じている。例証になると感じている。    

◆これを機にプラスチックを正しく理解してください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

１９２．プラスチックはリサイクルされると思いますが、どれくらいの量でどれくらい再生されるのか？１９２．プラスチックはリサイクルされると思いますが、どれくらいの量でどれくらい再生されるのか？１９２．プラスチックはリサイクルされると思いますが、どれくらいの量でどれくらい再生されるのか？１９２．プラスチックはリサイクルされると思いますが、どれくらいの量でどれくらい再生されるのか？        

環境に良いプラスチックは存在しますか？環境に良いプラスチックは存在しますか？環境に良いプラスチックは存在しますか？環境に良いプラスチックは存在しますか？    

◆下記のデータを参考にしてください。 

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm  
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 １１１１９３．プラスチックは身近に存在する重要なモノであるが、どのように作られているのかが疑問で９３．プラスチックは身近に存在する重要なモノであるが、どのように作られているのかが疑問で９３．プラスチックは身近に存在する重要なモノであるが、どのように作られているのかが疑問で９３．プラスチックは身近に存在する重要なモノであるが、どのように作られているのかが疑問で    

                ある。ある。ある。ある。    

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにします。 
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１９４．仮にプラスチックが製造できなくなってしまった場合、私たちの生活がどのように変化するの１９４．仮にプラスチックが製造できなくなってしまった場合、私たちの生活がどのように変化するの１９４．仮にプラスチックが製造できなくなってしまった場合、私たちの生活がどのように変化するの１９４．仮にプラスチックが製造できなくなってしまった場合、私たちの生活がどのように変化するの    

か気になります。か気になります。か気になります。か気になります。    

◆プラスチックが無かったら、と考えて、逆にプラスチックがなぜここまで普及したのか考え 

てみてください。 

参考：Ｑ＆Ａ③⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

１９５．なぜ「いろはす」のようなやわらかいものがあるのか。またその変化の幅を認識した。１９５．なぜ「いろはす」のようなやわらかいものがあるのか。またその変化の幅を認識した。１９５．なぜ「いろはす」のようなやわらかいものがあるのか。またその変化の幅を認識した。１９５．なぜ「いろはす」のようなやわらかいものがあるのか。またその変化の幅を認識した。    

    ◆いろいろなペットボトル飲料を比べてみてください。中身とボトルの形状、ボトルの厚みな 

ど見ていくだけでも面白いですよ。 

１９６．１９６．１９６．１９６．①①①①プラスチックの種類はどのくらいあるのか。プラスチックの種類はどのくらいあるのか。プラスチックの種類はどのくらいあるのか。プラスチックの種類はどのくらいあるのか。    

    ◆主なプラスチックだけでも優に 100 種類はあります。 

②②②②どのようにして作りわけているのか。どのようにして作りわけているのか。どのようにして作りわけているのか。どのようにして作りわけているのか。    

◆原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。また、この簡単な構造の化合物同士を結合させ新たな物質を作ったり、重合方法もいろ 

いろありますので様々なポリマーが出来るのです。 

 

③③③③ ペットボトルのような様々な形のものがあるが、どのようにして形を作っているのか。ペットボトルのような様々な形のものがあるが、どのようにして形を作っているのか。ペットボトルのような様々な形のものがあるが、どのようにして形を作っているのか。ペットボトルのような様々な形のものがあるが、どのようにして形を作っているのか。    
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◆金型で製品の形が決まります。 

１９７．惣菜や弁当の容器としてプラスチックが多く使用されているが、そのままレンジで加熱すると１９７．惣菜や弁当の容器としてプラスチックが多く使用されているが、そのままレンジで加熱すると１９７．惣菜や弁当の容器としてプラスチックが多く使用されているが、そのままレンジで加熱すると１９７．惣菜や弁当の容器としてプラスチックが多く使用されているが、そのままレンジで加熱すると    

溶けてしまう点が不便である。溶けてしまう点が不便である。溶けてしまう点が不便である。溶けてしまう点が不便である。    

プラスチックが溶け、食べ物に付着した際、人体にどのくらい影響があるのか知りたい。プラスチックが溶け、食べ物に付着した際、人体にどのくらい影響があるのか知りたい。プラスチックが溶け、食べ物に付着した際、人体にどのくらい影響があるのか知りたい。プラスチックが溶け、食べ物に付着した際、人体にどのくらい影響があるのか知りたい。    

◆それぞれプラスチックは耐熱温度が異なりま◆それぞれプラスチックは耐熱温度が異なりま◆それぞれプラスチックは耐熱温度が異なりま◆それぞれプラスチックは耐熱温度が異なりますので注意してください。すので注意してください。すので注意してください。すので注意してください。    

     

     

１９８．プラスチックをリサイクルすると再形成までにかなりのコストがかかると聞いたことがあり１９８．プラスチックをリサイクルすると再形成までにかなりのコストがかかると聞いたことがあり１９８．プラスチックをリサイクルすると再形成までにかなりのコストがかかると聞いたことがあり１９８．プラスチックをリサイクルすると再形成までにかなりのコストがかかると聞いたことがあり    

ます。またプラスチックの原料である原油は枯渇が叫ばれる一方で、枯渇しないという説もます。またプラスチックの原料である原油は枯渇が叫ばれる一方で、枯渇しないという説もます。またプラスチックの原料である原油は枯渇が叫ばれる一方で、枯渇しないという説もます。またプラスチックの原料である原油は枯渇が叫ばれる一方で、枯渇しないという説も    

聞いたことがあります。原油が限りある資源であればコストをかけてでもリサイクルするべ聞いたことがあります。原油が限りある資源であればコストをかけてでもリサイクルするべ聞いたことがあります。原油が限りある資源であればコストをかけてでもリサイクルするべ聞いたことがあります。原油が限りある資源であればコストをかけてでもリサイクルするべ    

きだと思いますが、実際に原油は枯渇してきているのでしょうか。またコストのかかるリサきだと思いますが、実際に原油は枯渇してきているのでしょうか。またコストのかかるリサきだと思いますが、実際に原油は枯渇してきているのでしょうか。またコストのかかるリサきだと思いますが、実際に原油は枯渇してきているのでしょうか。またコストのかかるリサ    

イクルについてどう思いますか。イクルについてどう思いますか。イクルについてどう思いますか。イクルについてどう思いますか。    

   ◆枯渇に関してはわかりません。コストをかけ発掘技術の向上と比例して産出されているのは 

間違いないことだと考えます。シェールガスの開発、メタンハイドレードなど原料の多様化 

の可能性も出てきています。いずれにしても資源を大切に、の気持ちは大事なことだと思い  

ます。 

金 型 
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◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えます。

マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチック

には戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、こ

の場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかに

かけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

 

 

１９９．１９９．１９９．１９９．①①①①身近なもののわりにプラスチックに関する知識が少ない原因ってなんだろう？身近なもののわりにプラスチックに関する知識が少ない原因ってなんだろう？身近なもののわりにプラスチックに関する知識が少ない原因ってなんだろう？身近なもののわりにプラスチックに関する知識が少ない原因ってなんだろう？    

    ◆例えば、スマホも仕組みや原理など知らなくても便利に使いこなしているのと同じようなも 

     のと考えます。 

②②②②日本プラスチック工業連盟って何をしている機関なの？日本プラスチック工業連盟って何をしている機関なの？日本プラスチック工業連盟って何をしている機関なの？日本プラスチック工業連盟って何をしている機関なの？    

◆日本プラスチック工業連盟の概要は ⇒ http://www.jpif.gr.jp/1profile/shoukai.htm 

※日本のプラスチック産業における代表組織として、原料樹脂、成形加工、使用済製品の処 

理に及ぶ広範な関連諸問題につき、業界内のみならず、業界外の対応を含めて活発な活動を 

行う団体。 

２００．プラスチックの導入によって生活水準が格段に向上したように思う。低コストでの生産形態の２００．プラスチックの導入によって生活水準が格段に向上したように思う。低コストでの生産形態の２００．プラスチックの導入によって生活水準が格段に向上したように思う。低コストでの生産形態の２００．プラスチックの導入によって生活水準が格段に向上したように思う。低コストでの生産形態の    

確立、商品の軽量化の二点が私たちに商品を選択する幅をもたらし確立、商品の軽量化の二点が私たちに商品を選択する幅をもたらし確立、商品の軽量化の二点が私たちに商品を選択する幅をもたらし確立、商品の軽量化の二点が私たちに商品を選択する幅をもたらした。た。た。た。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２０１．雨ざらしになってしまった洗濯ばさみなどは、もろく壊れやすくなってしまいますがなぜなの２０１．雨ざらしになってしまった洗濯ばさみなどは、もろく壊れやすくなってしまいますがなぜなの２０１．雨ざらしになってしまった洗濯ばさみなどは、もろく壊れやすくなってしまいますがなぜなの２０１．雨ざらしになってしまった洗濯ばさみなどは、もろく壊れやすくなってしまいますがなぜなの    

でしょうか？でしょうか？でしょうか？でしょうか？    

◆プラスチックは原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなど 

の簡単な構造の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を 

化学的に結合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー） 

を作ります。 
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プラスチックはこのような人工的に作られた高分子化合物ですので、紫外線や熱などの影響 

を受けやすく分子の結合が部分的に外れ「劣化」します。紫外線防止材などを添加して劣化 

を防止するような努力をしながらプラスチックは作られています。 

洗濯ばさみは一般的にはポリプロピレン製が多く、特に紫外線に弱い性質を持っています。 

２０２．プラスチックはガラスや鉄と比べると断然安全だし、コス２０２．プラスチックはガラスや鉄と比べると断然安全だし、コス２０２．プラスチックはガラスや鉄と比べると断然安全だし、コス２０２．プラスチックはガラスや鉄と比べると断然安全だし、コストも安いんだと思う。そうゆう面でトも安いんだと思う。そうゆう面でトも安いんだと思う。そうゆう面でトも安いんだと思う。そうゆう面で    

は絶対に生活からは切り離せない。は絶対に生活からは切り離せない。は絶対に生活からは切り離せない。は絶対に生活からは切り離せない。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２０３．昔はプラスチックを燃やすことによってダイオキシンが発生し、それを妊婦さんが吸ってしま２０３．昔はプラスチックを燃やすことによってダイオキシンが発生し、それを妊婦さんが吸ってしま２０３．昔はプラスチックを燃やすことによってダイオキシンが発生し、それを妊婦さんが吸ってしま２０３．昔はプラスチックを燃やすことによってダイオキシンが発生し、それを妊婦さんが吸ってしま    

ったら胎児に悪影響がでると問題になりました。そして、プラスチック＝ダイオキシンといったら胎児に悪影響がでると問題になりました。そして、プラスチック＝ダイオキシンといったら胎児に悪影響がでると問題になりました。そして、プラスチック＝ダイオキシンといったら胎児に悪影響がでると問題になりました。そして、プラスチック＝ダイオキシンというううう

強いイメージが付いてしまっています。しかし、技術革新が進んでいる現在も、プラスチック強いイメージが付いてしまっています。しかし、技術革新が進んでいる現在も、プラスチック強いイメージが付いてしまっています。しかし、技術革新が進んでいる現在も、プラスチック強いイメージが付いてしまっています。しかし、技術革新が進んでいる現在も、プラスチック    

を燃やしたらダイオキシンがでるのか疑問です。もし燃やしてもダイオキシンが出ないプラスを燃やしたらダイオキシンがでるのか疑問です。もし燃やしてもダイオキシンが出ないプラスを燃やしたらダイオキシンがでるのか疑問です。もし燃やしてもダイオキシンが出ないプラスを燃やしたらダイオキシンがでるのか疑問です。もし燃やしてもダイオキシンが出ないプラス

チックなどが開発されているとすれば、私達にその情報が行き渡っていないと感じます。チックなどが開発されているとすれば、私達にその情報が行き渡っていないと感じます。チックなどが開発されているとすれば、私達にその情報が行き渡っていないと感じます。チックなどが開発されているとすれば、私達にその情報が行き渡っていないと感じます。    

また、私の認識ではプラスチック＝ペットボトルと第一に思い浮かぶのですが、ペットボトルまた、私の認識ではプラスチック＝ペットボトルと第一に思い浮かぶのですが、ペットボトルまた、私の認識ではプラスチック＝ペットボトルと第一に思い浮かぶのですが、ペットボトルまた、私の認識ではプラスチック＝ペットボトルと第一に思い浮かぶのですが、ペットボトル    

も現在「いろはす」という、薄くてコンパクトに圧縮できるようなものが発売されていて、環も現在「いろはす」という、薄くてコンパクトに圧縮できるようなものが発売されていて、環も現在「いろはす」という、薄くてコンパクトに圧縮できるようなものが発売されていて、環も現在「いろはす」という、薄くてコンパクトに圧縮できるようなものが発売されていて、環    

境にいいと言われています。しかし、本当に環境のことを考えるのであれば、ビンにして全て境にいいと言われています。しかし、本当に環境のことを考えるのであれば、ビンにして全て境にいいと言われています。しかし、本当に環境のことを考えるのであれば、ビンにして全て境にいいと言われています。しかし、本当に環境のことを考えるのであれば、ビンにして全て    

回収式にすべきだと思いますし、またはペットボトルを土に捨てたとしたら時間が経てば土に回収式にすべきだと思いますし、またはペットボトルを土に捨てたとしたら時間が経てば土に回収式にすべきだと思いますし、またはペットボトルを土に捨てたとしたら時間が経てば土に回収式にすべきだと思いますし、またはペットボトルを土に捨てたとしたら時間が経てば土に    

溶ける自然の素材を使うべきなのではないかと思います。溶ける自然の素材を使うべきなのではないかと思います。溶ける自然の素材を使うべきなのではないかと思います。溶ける自然の素材を使うべきなのではないかと思います。    

以前テレビでペットボトルのリサイクル率を飛躍的にあげる技術が開発されたと知りました。以前テレビでペットボトルのリサイクル率を飛躍的にあげる技術が開発されたと知りました。以前テレビでペットボトルのリサイクル率を飛躍的にあげる技術が開発されたと知りました。以前テレビでペットボトルのリサイクル率を飛躍的にあげる技術が開発されたと知りました。    

その内容は、使用済みペットボトルを粉砕した時に、従来はそのペットボトルに含まれる不純その内容は、使用済みペットボトルを粉砕した時に、従来はそのペットボトルに含まれる不純その内容は、使用済みペットボトルを粉砕した時に、従来はそのペットボトルに含まれる不純その内容は、使用済みペットボトルを粉砕した時に、従来はそのペットボトルに含まれる不純    

物を取り除くことができず、その後は繊維などの素材として使用するしかなかったのですが、物を取り除くことができず、その後は繊維などの素材として使用するしかなかったのですが、物を取り除くことができず、その後は繊維などの素材として使用するしかなかったのですが、物を取り除くことができず、その後は繊維などの素材として使用するしかなかったのですが、    

その技術を利用することによって不純物をほぼ取り除き、粉砕したペットボトルをまたペットその技術を利用することによって不純物をほぼ取り除き、粉砕したペットボトルをまたペットその技術を利用することによって不純物をほぼ取り除き、粉砕したペットボトルをまたペットその技術を利用することによって不純物をほぼ取り除き、粉砕したペットボトルをまたペット    

ボトルとして再生できるというボトルとして再生できるというボトルとして再生できるというボトルとして再生できるということでした。１００％再利用ができるのであれば余分に石油をことでした。１００％再利用ができるのであれば余分に石油をことでした。１００％再利用ができるのであれば余分に石油をことでした。１００％再利用ができるのであれば余分に石油を    

使ったりせずに済むので、今後の応用に期待したいです。使ったりせずに済むので、今後の応用に期待したいです。使ったりせずに済むので、今後の応用に期待したいです。使ったりせずに済むので、今後の応用に期待したいです。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 
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す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

   ◆ボトル toボトルについては ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec6.html 

２０４．洋服の原料にポリエステルが使われていることがあるが、どのようにしてプラスチックを使っ２０４．洋服の原料にポリエステルが使われていることがあるが、どのようにしてプラスチックを使っ２０４．洋服の原料にポリエステルが使われていることがあるが、どのようにしてプラスチックを使っ２０４．洋服の原料にポリエステルが使われていることがあるが、どのようにしてプラスチックを使っ    

ているのかが疑問。いままでのプラスチックのイメージは主にペットボトルしかなかったので、ているのかが疑問。いままでのプラスチックのイメージは主にペットボトルしかなかったので、ているのかが疑問。いままでのプラスチックのイメージは主にペットボトルしかなかったので、ているのかが疑問。いままでのプラスチックのイメージは主にペットボトルしかなかったので、    

プラスチックそのものに対しての認識を変える必要があると思った。プラスチックそのものに対しての認識を変える必要があると思った。プラスチックそのものに対しての認識を変える必要があると思った。プラスチックそのものに対しての認識を変える必要があると思った。    

◆繊維ではポリエステルと呼ばれていますが、ペットボトルの原料となるプラスチックの一種、 

 ポリエチレンテレフタレートと同じです。アクリルも繊維の呼び方で、プラスチックの一種、 

メタクリル樹脂と同じです。ナイロン繊維はプラスチックの一種のナイロン樹脂あるはポリア 

ミドと同じです。 

プラスチック製品（プラスチックでできた製品）もプラスチックと呼ばれるなどややこしいと 

ころがありますね。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２０５．プラスチックの大量生産は、石油資源の枯渇につながるのではない２０５．プラスチックの大量生産は、石油資源の枯渇につながるのではない２０５．プラスチックの大量生産は、石油資源の枯渇につながるのではない２０５．プラスチックの大量生産は、石油資源の枯渇につながるのではないのか、教えてください。のか、教えてください。のか、教えてください。のか、教えてください。    

  ◆プラスチックの原料が石油ですので、使えば見合いの石油は減少していきます。やがて枯渇も 

懸念されますが、これははっきり言ってその時期はわかりません。コストをかけ発掘技術の向 

上と比例して産出されているのは間違いないことだと考えます。シェールガスの開発、メタ 

ンハイドレードなど原料の多様化の可能性も出てきています。いずれにしても資源を大切に、 

の気持ちは大事なことだと思います。 

２０２０２０２０６６６６．以前、ガラス製のコップを使用していたが、割れてしまった際にプラスチック製のものに変更．以前、ガラス製のコップを使用していたが、割れてしまった際にプラスチック製のものに変更．以前、ガラス製のコップを使用していたが、割れてしまった際にプラスチック製のものに変更．以前、ガラス製のコップを使用していたが、割れてしまった際にプラスチック製のものに変更    

し、プラスし、プラスし、プラスし、プラスチックの安全性を感じた。チックの安全性を感じた。チックの安全性を感じた。チックの安全性を感じた。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２０２０２０２０７７７７．ペットボトルのリサイクルに関して、明治大学でも行われているが、まだまだその周知徹底が．ペットボトルのリサイクルに関して、明治大学でも行われているが、まだまだその周知徹底が．ペットボトルのリサイクルに関して、明治大学でも行われているが、まだまだその周知徹底が．ペットボトルのリサイクルに関して、明治大学でも行われているが、まだまだその周知徹底が    

なされていないと思う。分別の際にボトル部分とキャップ部分を分けなければならないが、キなされていないと思う。分別の際にボトル部分とキャップ部分を分けなければならないが、キなされていないと思う。分別の際にボトル部分とキャップ部分を分けなければならないが、キなされていないと思う。分別の際にボトル部分とキャップ部分を分けなければならないが、キ    

ャップを外すという簡単な動作を嫌い、分ャップを外すという簡単な動作を嫌い、分ャップを外すという簡単な動作を嫌い、分ャップを外すという簡単な動作を嫌い、分別せずに捨てている人を多く見る。この先の効率的別せずに捨てている人を多く見る。この先の効率的別せずに捨てている人を多く見る。この先の効率的別せずに捨てている人を多く見る。この先の効率的    

なリサイクルのためには、この小さな努力をさせるような宣伝であったり活動が必要だと思わなリサイクルのためには、この小さな努力をさせるような宣伝であったり活動が必要だと思わなリサイクルのためには、この小さな努力をさせるような宣伝であったり活動が必要だと思わなリサイクルのためには、この小さな努力をさせるような宣伝であったり活動が必要だと思わ    

れる。れる。れる。れる。    

   ◆ルール、マナー、モラル、そして取組甲斐があるか、見える化は。と考えていってください。 

２２２２０８０８０８０８．疑問：プラスチックはとても有用であるが、原油を利用していることもあり、長期的な目で見．疑問：プラスチックはとても有用であるが、原油を利用していることもあり、長期的な目で見．疑問：プラスチックはとても有用であるが、原油を利用していることもあり、長期的な目で見．疑問：プラスチックはとても有用であるが、原油を利用していることもあり、長期的な目で見    

ると資源に限りがあるのかなと感じます。そのうえで、プラスチックを原油以外の材料から作ると資源に限りがあるのかなと感じます。そのうえで、プラスチックを原油以外の材料から作ると資源に限りがあるのかなと感じます。そのうえで、プラスチックを原油以外の材料から作ると資源に限りがあるのかなと感じます。そのうえで、プラスチックを原油以外の材料から作    

ることは出来ないのか？ることは出来ないのか？ることは出来ないのか？ることは出来ないのか？    

◆ミドリムシ、人工光合成、二酸化炭素を原料といった話が載っています。 

Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２２２２０９０９０９０９．プラスチックと聞き、思うことは日常生活にとって．プラスチックと聞き、思うことは日常生活にとって．プラスチックと聞き、思うことは日常生活にとって．プラスチックと聞き、思うことは日常生活にとって不可欠な材料資源だと思います。不可欠な材料資源だと思います。不可欠な材料資源だと思います。不可欠な材料資源だと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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２１０２１０２１０２１０．．．．①①①①世界で、どの国どの地域が、プラスチックをどの程度利用しているのか。日本はどの位置な世界で、どの国どの地域が、プラスチックをどの程度利用しているのか。日本はどの位置な世界で、どの国どの地域が、プラスチックをどの程度利用しているのか。日本はどの位置な世界で、どの国どの地域が、プラスチックをどの程度利用しているのか。日本はどの位置な    

のか。のか。のか。のか。        

   ◆日本プラスチック工業連盟資料「世界と主要国のプラスチック生産量」等参照してください。 

    ⇒ http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world3_c.htm 
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②②②②プラスチックを使い始めた時期・きっかけ。プラスチックを使い始めた時期・きっかけ。プラスチックを使い始めた時期・きっかけ。プラスチックを使い始めた時期・きっかけ。    

◆◆◆◆Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

③③③③環境に対してはどのような影響があるのか。（メリット・デメリット）環境に対してはどのような影響があるのか。（メリット・デメリット）環境に対してはどのような影響があるのか。（メリット・デメリット）環境に対してはどのような影響があるのか。（メリット・デメリット）    

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm       

２２２２１１１１１１１１．プラスチックのリサイクルといえば、ペットボトルしか思い浮かばない。他に何か、プラスチ．プラスチックのリサイクルといえば、ペットボトルしか思い浮かばない。他に何か、プラスチ．プラスチックのリサイクルといえば、ペットボトルしか思い浮かばない。他に何か、プラスチ．プラスチックのリサイクルといえば、ペットボトルしか思い浮かばない。他に何か、プラスチ    

ックのリサイクルを消費者はしているのか。ックのリサイクルを消費者はしているのか。ックのリサイクルを消費者はしているのか。ックのリサイクルを消費者はしているのか。    

   ◆ごみ出しの時に自治体のルールに従って分別して出していますよ。容リ協ＷＳより 

            
２１２．なぜ配分次第であそこまで見た目が異なるものを作ることが出来るのか。誰が一番初めに発見２１２．なぜ配分次第であそこまで見た目が異なるものを作ることが出来るのか。誰が一番初めに発見２１２．なぜ配分次第であそこまで見た目が異なるものを作ることが出来るのか。誰が一番初めに発見２１２．なぜ配分次第であそこまで見た目が異なるものを作ることが出来るのか。誰が一番初めに発見    

し、利用したのか。もともとの利用目的はなんだったのか。し、利用したのか。もともとの利用目的はなんだったのか。し、利用したのか。もともとの利用目的はなんだったのか。し、利用したのか。もともとの利用目的はなんだったのか。    

◆原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。また、この簡単な構造の化合物同士を結合させ新たな物質を作ったり、重合方法もいろ 



60 
 

いろありますので様々なポリマーが出来るのです。 

◆参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２１２１２１２１３３３３．買い物をした時のレジ袋をもらわずに、エコバッグを使うことや、レジ袋の有料化の動きで、．買い物をした時のレジ袋をもらわずに、エコバッグを使うことや、レジ袋の有料化の動きで、．買い物をした時のレジ袋をもらわずに、エコバッグを使うことや、レジ袋の有料化の動きで、．買い物をした時のレジ袋をもらわずに、エコバッグを使うことや、レジ袋の有料化の動きで、    

プラスチックはあまり環境にいいものではないという印象が強くプラスチックはあまり環境にいいものではないという印象が強くプラスチックはあまり環境にいいものではないという印象が強くプラスチックはあまり環境にいいものではないという印象が強くなった。なった。なった。なった。    

◆いろいろな視点で考えてください。 

    

２１２１２１２１４４４４．小さいころからプラモデルを作ることが好きだったので、一番身近に感じるプラスチック製品．小さいころからプラモデルを作ることが好きだったので、一番身近に感じるプラスチック製品．小さいころからプラモデルを作ることが好きだったので、一番身近に感じるプラスチック製品．小さいころからプラモデルを作ることが好きだったので、一番身近に感じるプラスチック製品    

といえば自分の中ではプラモデルになる。そして今考えるとプラモデルのような細かい造形のといえば自分の中ではプラモデルになる。そして今考えるとプラモデルのような細かい造形のといえば自分の中ではプラモデルになる。そして今考えるとプラモデルのような細かい造形のといえば自分の中ではプラモデルになる。そして今考えるとプラモデルのような細かい造形の    

ものを組み立てるのにはプラスチックが最適であるし、代わりのきかない物であるとも思うのものを組み立てるのにはプラスチックが最適であるし、代わりのきかない物であるとも思うのものを組み立てるのにはプラスチックが最適であるし、代わりのきかない物であるとも思うのものを組み立てるのにはプラスチックが最適であるし、代わりのきかない物であるとも思うの    

で、プラスチックは優れた利便性を持つ素材だということができると思う。で、プラスチックは優れた利便性を持つ素材だということができると思う。で、プラスチックは優れた利便性を持つ素材だということができると思う。で、プラスチックは優れた利便性を持つ素材だということができると思う。    

◆プラモデルに使われるプラスチックは、なぜ「接着」できるのか、なども考えてみてください。

これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２１２１２１２１５５５５．．．．①①①①【疑問点】どうやって作っているのか？【疑問点】どうやって作っているのか？【疑問点】どうやって作っているのか？【疑問点】どうやって作っているのか？        

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 
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す。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにします。 

         

                    

②②②②【雑多に】身近なのは、スマートフォンの外層とそれを保護するケースがプラスチックです【雑多に】身近なのは、スマートフォンの外層とそれを保護するケースがプラスチックです【雑多に】身近なのは、スマートフォンの外層とそれを保護するケースがプラスチックです【雑多に】身近なのは、スマートフォンの外層とそれを保護するケースがプラスチックです    

ね。軽くて多少丈夫、使い勝手が良い物質だと思ってます。ね。軽くて多少丈夫、使い勝手が良い物質だと思ってます。ね。軽くて多少丈夫、使い勝手が良い物質だと思ってます。ね。軽くて多少丈夫、使い勝手が良い物質だと思ってます。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２１２１２１２１６６６６．．．．①①①①疑問点：いつからプラスチックが登場したか。疑問点：いつからプラスチックが登場したか。疑問点：いつからプラスチックが登場したか。疑問点：いつからプラスチックが登場したか。    

◆参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

②②②②疑問点：プラスチックに代わる代替物は存在するか。疑問点：プラスチックに代わる代替物は存在するか。疑問点：プラスチックに代わる代替物は存在するか。疑問点：プラスチックに代わる代替物は存在するか。    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

     以前は車の前に突き出すような形でバンパーが付いていたが（今でも商用車の一部で見かけ 

る）最近はボディー一体型となり、外部から簡単に見分けがつかない。（ボディとバンパー部 

を指でたたいてみると音の違いで識別できます。ご自分の車でやってくださいね。キンキン、 

ボンボン） 

    強いて言えば、代替品は元の材料ということもできますね。 

④④④④ 疑問点：今後いろはすのようなつぶしやすい容器がすべてのペットボトルに採用されるか。疑問点：今後いろはすのようなつぶしやすい容器がすべてのペットボトルに採用されるか。疑問点：今後いろはすのようなつぶしやすい容器がすべてのペットボトルに採用されるか。疑問点：今後いろはすのようなつぶしやすい容器がすべてのペットボトルに採用されるか。    

２１７．プラスチック製品全体の何％くらいが２１７．プラスチック製品全体の何％くらいが２１７．プラスチック製品全体の何％くらいが２１７．プラスチック製品全体の何％くらいがリサイクルされているのか？リサイクルされているのか？リサイクルされているのか？リサイクルされているのか？    

            ◆１９２◆１９２◆１９２◆１９２参照してください。    
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２２２２１８１８１８１８．プラスチックを再利用するのは難．プラスチックを再利用するのは難．プラスチックを再利用するのは難．プラスチックを再利用するのは難しいことですか。もしできれば資源不足という問題はなくなしいことですか。もしできれば資源不足という問題はなくなしいことですか。もしできれば資源不足という問題はなくなしいことですか。もしできれば資源不足という問題はなくな    

ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

２２２２１９１９１９１９．原油からプラスチックを作る方法．原油からプラスチックを作る方法．原油からプラスチックを作る方法．原油からプラスチックを作る方法    

                ◆２２０◆２２０◆２２０◆２２０参照してください。    

２２２２２０２０２０２０．原油からプラスチックになる過程を知りたいです。．原油からプラスチックになる過程を知りたいです。．原油からプラスチックになる過程を知りたいです。．原油からプラスチックになる過程を知りたいです。    

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにします。 

            

 

２２２２２２２２１１１１．①．①．①．①燃やした時に有毒なガスは出るのか。燃やした時に有毒なガスは出るのか。燃やした時に有毒なガスは出るのか。燃やした時に有毒なガスは出るのか。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 
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    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

②②②②プラスチックにもいくつかの種類があるのか。プラスチックにもいくつかの種類があるのか。プラスチックにもいくつかの種類があるのか。プラスチックにもいくつかの種類があるのか。    

   ◆主なプラスチックでも優に１００種類は超えます。 

③③③③どのような経緯で発明されたのかどのような経緯で発明されたのかどのような経緯で発明されたのかどのような経緯で発明されたのか。 

◆参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２２２．アルバイト先の先輩がプラスチックの容器を製造する会社に就職し、様々な話を聞いていく中２２２．アルバイト先の先輩がプラスチックの容器を製造する会社に就職し、様々な話を聞いていく中２２２．アルバイト先の先輩がプラスチックの容器を製造する会社に就職し、様々な話を聞いていく中２２２．アルバイト先の先輩がプラスチックの容器を製造する会社に就職し、様々な話を聞いていく中    

で、プラスチックを使わなくてはならない理由や、瓶などの代替品では補えないプラスチックで、プラスチックを使わなくてはならない理由や、瓶などの代替品では補えないプラスチックで、プラスチックを使わなくてはならない理由や、瓶などの代替品では補えないプラスチックで、プラスチックを使わなくてはならない理由や、瓶などの代替品では補えないプラスチック    

の魅力などもあるのだと最近認識した。の魅力などもあるのだと最近認識した。の魅力などもあるのだと最近認識した。の魅力などもあるのだと最近認識した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２２３．２２３．２２３．２２３．製品にプラスチックマークとビニールマークがついているが、何がビニールで何がプラス製品にプラスチックマークとビニールマークがついているが、何がビニールで何がプラス製品にプラスチックマークとビニールマークがついているが、何がビニールで何がプラス製品にプラスチックマークとビニールマークがついているが、何がビニールで何がプラス    

チックなのかわからない。ビニールとプラスチックは何が違うのかチックなのかわからない。ビニールとプラスチックは何が違うのかチックなのかわからない。ビニールとプラスチックは何が違うのかチックなのかわからない。ビニールとプラスチックは何が違うのか。 

◆識別表示マークはペットボトルとプラスチック製容器包装の二つがあります。 

    

    ◆ビニール袋とよく言いますが、昔は透明な袋は塩化ビニル樹脂製だったので、通称的に残っ
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ています。正しくは、「ポリ袋」ですね。袋は、ポリエチレン樹脂製やポリプロピレン樹脂製 

が圧倒的です。塩化ビニール樹脂もポリエチレン樹脂もポリプロピレン樹脂も、ペットボト

ルの材料であるポリエチレンテレフタレート樹脂もプラスチックの仲間です。 

２２４．プラスチックは硬さが様々で作るときの工程が違うと思うが、まず、プラスチック自体どのよ２２４．プラスチックは硬さが様々で作るときの工程が違うと思うが、まず、プラスチック自体どのよ２２４．プラスチックは硬さが様々で作るときの工程が違うと思うが、まず、プラスチック自体どのよ２２４．プラスチックは硬さが様々で作るときの工程が違うと思うが、まず、プラスチック自体どのよ    

うにして作られているか詳しく覚えていないので再確認したい。うにして作られているか詳しく覚えていないので再確認したい。うにして作られているか詳しく覚えていないので再確認したい。うにして作られているか詳しく覚えていないので再確認したい。    

◆２２０２２０２２０２２０を参照してください。 

２２５．リサイクルして出来るものは何か。身近なものにかえることが出来るのか２２５．リサイクルして出来るものは何か。身近なものにかえることが出来るのか２２５．リサイクルして出来るものは何か。身近なものにかえることが出来るのか２２５．リサイクルして出来るものは何か。身近なものにかえることが出来るのか    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

２２６．２２６．２２６．２２６．①①①①プラスチックは１００パーセント再利用が可能なんでしょうプラスチックは１００パーセント再利用が可能なんでしょうプラスチックは１００パーセント再利用が可能なんでしょうプラスチックは１００パーセント再利用が可能なんでしょうか。非エコなイメージが非常にか。非エコなイメージが非常にか。非エコなイメージが非常にか。非エコなイメージが非常に    

                    強くあります。強くあります。強くあります。強くあります。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

街中で見かける、「服のリサイクルショップ」は正しくは「服のリユースショップ」ですね。 

        

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm    

②②②②軽くて丈夫で落としても割れないプラスチックは、特に幼児や高齢者のいる家庭では、軽くて丈夫で落としても割れないプラスチックは、特に幼児や高齢者のいる家庭では、軽くて丈夫で落としても割れないプラスチックは、特に幼児や高齢者のいる家庭では、軽くて丈夫で落としても割れないプラスチックは、特に幼児や高齢者のいる家庭では、    

食器などに使われ大変役に立つものであると食器などに使われ大変役に立つものであると食器などに使われ大変役に立つものであると食器などに使われ大変役に立つものであると思います。しかし同時にプラスチックを誤飲し思います。しかし同時にプラスチックを誤飲し思います。しかし同時にプラスチックを誤飲し思います。しかし同時にプラスチックを誤飲し    

てしまった際などには人体への影響も大きいイメージがあるため万が一飲み込んでも大丈夫てしまった際などには人体への影響も大きいイメージがあるため万が一飲み込んでも大丈夫てしまった際などには人体への影響も大きいイメージがあるため万が一飲み込んでも大丈夫てしまった際などには人体への影響も大きいイメージがあるため万が一飲み込んでも大丈夫    

な、「安全性」があればより良いと感じます。な、「安全性」があればより良いと感じます。な、「安全性」があればより良いと感じます。な、「安全性」があればより良いと感じます。    

◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器 

包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

◆玩具は食品衛生法で守られています！ 

⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf 

    ◆「安全」に関しては下記を参照してください。 
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⇒ http://www.toys.or.jp/st/stpbc/st.htm    

       

③③③③プラスチックには「便利」なイメージはあっても、「安心」ないし「安全」なイメージはないとプラスチックには「便利」なイメージはあっても、「安心」ないし「安全」なイメージはないとプラスチックには「便利」なイメージはあっても、「安心」ないし「安全」なイメージはないとプラスチックには「便利」なイメージはあっても、「安心」ないし「安全」なイメージはないと    

思います。思います。思います。思います。    

◆①同様、プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２２７．ペットボトルは腐ることがないので、海や川に落ちていると非常に目障りである。２２７．ペットボトルは腐ることがないので、海や川に落ちていると非常に目障りである。２２７．ペットボトルは腐ることがないので、海や川に落ちていると非常に目障りである。２２７．ペットボトルは腐ることがないので、海や川に落ちていると非常に目障りである。そしてそのそしてそのそしてそのそしてその    

ゴミを鳥や魚が食べることで人間以外の動物にも悪影響を与えると。だから、ペットボトルなゴミを鳥や魚が食べることで人間以外の動物にも悪影響を与えると。だから、ペットボトルなゴミを鳥や魚が食べることで人間以外の動物にも悪影響を与えると。だから、ペットボトルなゴミを鳥や魚が食べることで人間以外の動物にも悪影響を与えると。だから、ペットボトルな    

どのごみ問題は軽々しいものではないと考えます。どのごみ問題は軽々しいものではないと考えます。どのごみ問題は軽々しいものではないと考えます。どのごみ問題は軽々しいものではないと考えます。    

◆使う側のモラルも問われますね。プラスチックのごみの処理にも費用が掛かります。こう 

いったことも頭の片隅に置いておくことも必要ですね。たまたま見かけた隅田川に浮かぶ発 

泡スチロールの箱、捨てられたのか、誤って川に落としたのか、処分するのにも費用が掛か 

ります。こういった場合、だれが負担する？箱を作った方が負担する？捨てた方が負担する？

それとも？ 

       

                            （戸上撮影） 

２２８．プラスチックと聞くと個人的には樹脂が思い浮かぶのですが、樹脂と原油由来のプラスチック２２８．プラスチックと聞くと個人的には樹脂が思い浮かぶのですが、樹脂と原油由来のプラスチック２２８．プラスチックと聞くと個人的には樹脂が思い浮かぶのですが、樹脂と原油由来のプラスチック２２８．プラスチックと聞くと個人的には樹脂が思い浮かぶのですが、樹脂と原油由来のプラスチック    

にはどのような違いがあるのでしょうか？にはどのような違いがあるのでしょうか？にはどのような違いがあるのでしょうか？にはどのような違いがあるのでしょうか？    

◆プラスチック＝樹脂または合成樹脂で、ポリエチレン、ポリプロピレン、ペットボトルの材 

料のポリエチレンテレフタレートのプラスチックの仲間です。 

２２９．プラスチックを再利用して作った２２９．プラスチックを再利用して作った２２９．プラスチックを再利用して作った２２９．プラスチックを再利用して作った YYYY シャツ等を着用した際、近年の再利用技術の高さを認識しシャツ等を着用した際、近年の再利用技術の高さを認識しシャツ等を着用した際、近年の再利用技術の高さを認識しシャツ等を着用した際、近年の再利用技術の高さを認識し    

ました。ました。ました。ました。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 



66 
 

◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

街中で見かける、「服のリサイクルショップ」は正しくは「服のリユースショップ」ですね。 

        

２３０．２３０．２３０．２３０．100100100100 円ショ円ショ円ショ円ショップに並ぶ多くの商品がプラスチック製であるのを見て、現代の日常生活に不可欠ップに並ぶ多くの商品がプラスチック製であるのを見て、現代の日常生活に不可欠ップに並ぶ多くの商品がプラスチック製であるのを見て、現代の日常生活に不可欠ップに並ぶ多くの商品がプラスチック製であるのを見て、現代の日常生活に不可欠    

なものであると再認識した。なものであると再認識した。なものであると再認識した。なものであると再認識した。    

    ◆１００円ショップの商品は氷山の一角どころか氷山の上にとまった鳥みたいなものです。 

 ◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２３１．２３１．２３１．２３１．①①①①プラスチックが開発された始まりはなんプラスチックが開発された始まりはなんプラスチックが開発された始まりはなんプラスチックが開発された始まりはなんなのだろう。どのような意図（目的）があったのだなのだろう。どのような意図（目的）があったのだなのだろう。どのような意図（目的）があったのだなのだろう。どのような意図（目的）があったのだ    

ろう。ろう。ろう。ろう。    

◆参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

②②②②プラスチックの強度はどのくらいなのだろう。プラスチックの強度はどのくらいなのだろう。プラスチックの強度はどのくらいなのだろう。プラスチックの強度はどのくらいなのだろう。    ◆こんなプラスチックも！ 

    
③③③③プラスチックはどのくらい環境を考慮したものなのだろう。プラスチックはどのくらい環境を考慮したものなのだろう。プラスチックはどのくらい環境を考慮したものなのだろう。プラスチックはどのくらい環境を考慮したものなのだろう。    

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２３２．周りを見渡せばプラスチックばかりなので自分もたくさん原油を使っているんだなと実感した。２３２．周りを見渡せばプラスチックばかりなので自分もたくさん原油を使っているんだなと実感した。２３２．周りを見渡せばプラスチックばかりなので自分もたくさん原油を使っているんだなと実感した。２３２．周りを見渡せばプラスチックばかりなので自分もたくさん原油を使っているんだなと実感した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２３３．プラスチックをリサイクルすることによる費用とそのまま燃やしてしまう時の費用を比較して２３３．プラスチックをリサイクルすることによる費用とそのまま燃やしてしまう時の費用を比較して２３３．プラスチックをリサイクルすることによる費用とそのまま燃やしてしまう時の費用を比較して２３３．プラスチックをリサイクルすることによる費用とそのまま燃やしてしまう時の費用を比較して    

どちらがより効率的と言えるのか。どちらがより効率的と言えるのか。どちらがより効率的と言えるのか。どちらがより効率的と言えるのか。    
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◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えます。

マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチック

には戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、こ

の場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかに

かけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

      

◆詳しくは、「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院大学工学部  

教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

２３４．日本国内でのプラスチック自給率はどのくらいなのでしょうか？２３４．日本国内でのプラスチック自給率はどのくらいなのでしょうか？２３４．日本国内でのプラスチック自給率はどのくらいなのでしょうか？２３４．日本国内でのプラスチック自給率はどのくらいなのでしょうか？    
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◆国内のエチレン系ならびにプロピレン系誘導品の需給バランスは以上のとおり、供給過剰にな 

っています。しかし、原油は１００％輸入です。 

２３５．オーストラリアの紙幣にはプラスチックが埋め込まれていると耳にしたことがあります。恐ら２３５．オーストラリアの紙幣にはプラスチックが埋め込まれていると耳にしたことがあります。恐ら２３５．オーストラリアの紙幣にはプラスチックが埋め込まれていると耳にしたことがあります。恐ら２３５．オーストラリアの紙幣にはプラスチックが埋め込まれていると耳にしたことがあります。恐ら    

く偽造防止の策であく偽造防止の策であく偽造防止の策であく偽造防止の策であると思われますが、何故プラスチックが採用されたのでしょうか。ると思われますが、何故プラスチックが採用されたのでしょうか。ると思われますが、何故プラスチックが採用されたのでしょうか。ると思われますが、何故プラスチックが採用されたのでしょうか。    

   ◆初めて知りました。在日オーストラリア大使館ＨＰに「ポリマー幣」が載っていました。 

⇒ http://www.australia.or.jp/aib/currency.php 

   プラスチックを埋め込んだのではなく、「合成紙」 

⇒ http://www.m-kagaku.co.jp/monthly_group_company/200509.html と同じ作り

方をし、印刷をかけているものと思われます。偽造防止は間違いないようです。勉強しました。 

２３６．プラスチックを生成するとどのくらい環境負荷があるのか。２３６．プラスチックを生成するとどのくらい環境負荷があるのか。２３６．プラスチックを生成するとどのくらい環境負荷があるのか。２３６．プラスチックを生成するとどのくらい環境負荷があるのか。    

◆プラスチックの生産に伴うＣＯ２原単位が載っています。 

⇒ http://www.cms-cfp-japan.jp/common/pdf/co2_database.pdf Ｐ３、４ 

２３７．①２３７．①２３７．①２３７．①１００円均一に行った際に、商品の多さより、プラスチックについて再認識することがあり１００円均一に行った際に、商品の多さより、プラスチックについて再認識することがあり１００円均一に行った際に、商品の多さより、プラスチックについて再認識することがあり１００円均一に行った際に、商品の多さより、プラスチックについて再認識することがあり    

ます。ます。ます。ます。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

②②②②プラスチックは燃やすと環境が悪い、であったり、原油を使うことから枯渇が懸念されるとプラスチックは燃やすと環境が悪い、であったり、原油を使うことから枯渇が懸念されるとプラスチックは燃やすと環境が悪い、であったり、原油を使うことから枯渇が懸念されるとプラスチックは燃やすと環境が悪い、であったり、原油を使うことから枯渇が懸念されると    

いうことをよく聞きますが、実際にプラスチックが原油の消費に及ぼす影響はどの程度なのでいうことをよく聞きますが、実際にプラスチックが原油の消費に及ぼす影響はどの程度なのでいうことをよく聞きますが、実際にプラスチックが原油の消費に及ぼす影響はどの程度なのでいうことをよく聞きますが、実際にプラスチックが原油の消費に及ぼす影響はどの程度なので    

しょうか。しょうか。しょうか。しょうか。    

         ◆環境には決して悪くありません。 
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ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器 

包装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

◆玩具は食品衛生法で守られています！ 

⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/20090914-1.pdf 

    ◆「安全」に関しては下記を参照してください。 

⇒ http://www.toys.or.jp/st/stpbc/st.htm    

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

◆重量比で原油の約３％を使っています。 

          

２３８．プラスチックは私達の生活に欠かせな２３８．プラスチックは私達の生活に欠かせな２３８．プラスチックは私達の生活に欠かせな２３８．プラスチックは私達の生活に欠かせないものになっていると思うが、実際にいものになっていると思うが、実際にいものになっていると思うが、実際にいものになっていると思うが、実際に環境環境環境環境に対してプラに対してプラに対してプラに対してプラ    

スチックは有害となってしまっているのか？スチックは有害となってしまっているのか？スチックは有害となってしまっているのか？スチックは有害となってしまっているのか？    

◆プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２３９．ペットボトルのリサイクルが進められているが、授業で、リサイクルするのにものすごくコス２３９．ペットボトルのリサイクルが進められているが、授業で、リサイクルするのにものすごくコス２３９．ペットボトルのリサイクルが進められているが、授業で、リサイクルするのにものすごくコス２３９．ペットボトルのリサイクルが進められているが、授業で、リサイクルするのにものすごくコス    

トがかかっていたり、その過程において有害な物質が出ていると聞いたことがある。それと、トがかかっていたり、その過程において有害な物質が出ていると聞いたことがある。それと、トがかかっていたり、その過程において有害な物質が出ていると聞いたことがある。それと、トがかかっていたり、その過程において有害な物質が出ていると聞いたことがある。それと、    

いろはすのようなつぶしやすいペットボトルが販売されているが、それによりどのような効果いろはすのようなつぶしやすいペットボトルが販売されているが、それによりどのような効果いろはすのようなつぶしやすいペットボトルが販売されているが、それによりどのような効果いろはすのようなつぶしやすいペットボトルが販売されているが、それによりどのような効果    

が表れたのか知りたい。が表れたのか知りたい。が表れたのか知りたい。が表れたのか知りたい。    

◆家庭から廃棄されたペットボトルの回収に自治体の回収費用等が発生します。さらに回収さ 

れたペットボトルを次の図のような工程を経て（＝コストをかけて）再商品化され製品、繊 

維、シート等に加工されます（＝製造工程、荷造り・運搬等輸送費もかかります）。 
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◆一般的なマテリアルリサイクルにおいて樹脂を溶融する温度領域では有害物質は発生しない 

と考えてください。 

    ◆つぶしやすいから、というのは一般受けしますが、通常のペットボトルのリサイクル工程を 

コスト面においては、変わりはありません。むしろ、ねじってある状態の方が、工程的には 

負荷がかかり、処理工程を手直ししたようです。 

２４０．プラスチックにもっと強度があればいいなと考えています。２４０．プラスチックにもっと強度があればいいなと考えています。２４０．プラスチックにもっと強度があればいいなと考えています。２４０．プラスチックにもっと強度があればいいなと考えています。    

    ◆プラスチックには様々な種類があります。 

 主なプラスチックの特性と用途から考えてみてください。 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

◆こんなプラスチックもありますよ！ 
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２４２．原油は化石燃料な２４２．原油は化石燃料な２４２．原油は化石燃料な２４２．原油は化石燃料なのにプラスチックなどというたくさんのありふれたものにどんどんと使われのにプラスチックなどというたくさんのありふれたものにどんどんと使われのにプラスチックなどというたくさんのありふれたものにどんどんと使われのにプラスチックなどというたくさんのありふれたものにどんどんと使われ

ていて枯渇してしまうのではないか。ていて枯渇してしまうのではないか。ていて枯渇してしまうのではないか。ていて枯渇してしまうのではないか。    

   ◆資源は大切に。プラスチックの有用性も考えてみてください。 

プラスチックの機能面なども考えてきてください。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

       

２４２４２４２４３３３３．身近なものであり、生活していくうえでプラスチックのない生活を想像することもできない。．身近なものであり、生活していくうえでプラスチックのない生活を想像することもできない。．身近なものであり、生活していくうえでプラスチックのない生活を想像することもできない。．身近なものであり、生活していくうえでプラスチックのない生活を想像することもできない。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２４２４２４２４４４４４．．．．①①①①リサイクルの再利用率の割合は？リサイクルの再利用率の割合は？リサイクルの再利用率の割合は？リサイクルの再利用率の割合は？    

            ◆２０１０年有効利用率は７７％です。◆２０１０年有効利用率は７７％です。◆２０１０年有効利用率は７７％です。◆２０１０年有効利用率は７７％です。    
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②②②②市町村によってプラスチックを「燃やせるごみ」とするか「燃やせないごみ」とするかの扱い市町村によってプラスチックを「燃やせるごみ」とするか「燃やせないごみ」とするかの扱い市町村によってプラスチックを「燃やせるごみ」とするか「燃やせないごみ」とするかの扱い市町村によってプラスチックを「燃やせるごみ」とするか「燃やせないごみ」とするかの扱い    

の異なる理由は？の異なる理由は？の異なる理由は？の異なる理由は？    

   ◆市町村によるごみ焼却処理能力、埋立余力、財政面等によって判断が異なります。 

２４２４２４２４５５５５．プラスチック製品の製造工程が気になりました．プラスチック製品の製造工程が気になりました．プラスチック製品の製造工程が気になりました．プラスチック製品の製造工程が気になりました    

◆例えば、吉野工業所のＨＰを参照してください。 

⇒ http://www.yoshinokogyosho.co.jp/P9.html 

２４２４２４２４６６６６．プラスチックは何年たっても分解されることがないという認識だったが、ここ近年では分解さ．プラスチックは何年たっても分解されることがないという認識だったが、ここ近年では分解さ．プラスチックは何年たっても分解されることがないという認識だったが、ここ近年では分解さ．プラスチックは何年たっても分解されることがないという認識だったが、ここ近年では分解さ    

れるプラスチックが開発されたこと。しかし、その需要や市場に占める割合がごくわずかであれるプラスチックが開発されたこと。しかし、その需要や市場に占める割合がごくわずかであれるプラスチックが開発されたこと。しかし、その需要や市場に占める割合がごくわずかであれるプラスチックが開発されたこと。しかし、その需要や市場に占める割合がごくわずかであ    

るという疑問るという疑問るという疑問るという疑問        

   ◆日本バイオプラスチック協会 グリーンプラ（生分解性プラスチック）参照してください。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/gp/gp_material.htm 

   ◆日本では石油由来の汎用プラスチックに比し、生分解性プラスチックは割高であること、その 

製品の廃棄物処理のためのコンポスト施設が普及していないなどの理由から、海外と比べ遅れ 

ています。 

２４２４２４２４７７７７．「イロハス」に代表されるような、くしゃくしゃになるペットボトルが登場した。場所を取らな．「イロハス」に代表されるような、くしゃくしゃになるペットボトルが登場した。場所を取らな．「イロハス」に代表されるような、くしゃくしゃになるペットボトルが登場した。場所を取らな．「イロハス」に代表されるような、くしゃくしゃになるペットボトルが登場した。場所を取らな    

い以外に、環境に優しい理由はあるのか。い以外に、環境に優しい理由はあるのか。い以外に、環境に優しい理由はあるのか。い以外に、環境に優しい理由はあるのか。(Q3(Q3(Q3(Q3 のような原油率などのような原油率などのような原油率などのような原油率など))))    

   ◆ボトルの薄肉化＝軽量化、原料のポリエチレンテレフタレートの使用量が減る→さらに原料の 

ナフサ、原油が減ります。 
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２４８．プラスチックのリサイクルとはどのように行うのか。プラスチックに代わる、より環境に配慮２４８．プラスチックのリサイクルとはどのように行うのか。プラスチックに代わる、より環境に配慮２４８．プラスチックのリサイクルとはどのように行うのか。プラスチックに代わる、より環境に配慮２４８．プラスチックのリサイクルとはどのように行うのか。プラスチックに代わる、より環境に配慮    

したものはないのか。したものはないのか。したものはないのか。したものはないのか。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２４９２４９２４９２４９．プラスチックはまずどういった形になり、そこからどう商品化されるかの流れを知りたい。．プラスチックはまずどういった形になり、そこからどう商品化されるかの流れを知りたい。．プラスチックはまずどういった形になり、そこからどう商品化されるかの流れを知りたい。．プラスチックはまずどういった形になり、そこからどう商品化されるかの流れを知りたい。    

◆三菱樹脂ＨＰ「プラスチック製品の作り方」などを参照してください。 

⇒ http://www.mpi.co.jp/plus/about3.html 

 

   ◆この「成形」方法にいろいろな種類があります。⇒ この続きは三菱樹脂ＨＰで 

２５２５２５２５００００．原油以外では何ができているのか。．原油以外では何ができているのか。．原油以外では何ができているのか。．原油以外では何ができているのか。    

   ◆原油から精製されたナフサを分解して得られた、モノマー（エチレン、プロピレンなど）から 

重合してプラスチック（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）を作りますが、ＬＰＧ、重質Ｎ 

ＧＬ、粗製灯軽油なども使います。これら広義の石油類以外には、トウモロコシなどを原料と 

したバイオプラスチックもあります。⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

近年では、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術も確立され 

ています。 
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⇒参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２５２５２５２５１１１１．最近になって、ペットボトルのキャップは分別したところで大した資源やお金にならず、輸送．最近になって、ペットボトルのキャップは分別したところで大した資源やお金にならず、輸送．最近になって、ペットボトルのキャップは分別したところで大した資源やお金にならず、輸送．最近になって、ペットボトルのキャップは分別したところで大した資源やお金にならず、輸送    

費の方が嵩むと聞きましたが、どうなのでしょうか。費の方が嵩むと聞きましたが、どうなのでしょうか。費の方が嵩むと聞きましたが、どうなのでしょうか。費の方が嵩むと聞きましたが、どうなのでしょうか。    

   ◆キャップ１個の重さは約３ｇ（ポリプロピレン製）、４００個１０円でリサイクル業者（以下業 

者）が引き取るという、これすなわち８．３３円／ｋｇ。通常再商品化されたＰＰ樹脂のよう 

なものは３０円／ｋｇで取引される。業者の手取りは、３０－８．３３＝２１．６７円／ｋｇ。 

これで、人件費、設備費、管理費、輸送費、利益を確保しなければならない。 

４５リットルの家庭用ごみ袋に約２，５００個入る。→７．５ｋｇ、ごみ袋が１０袋目の前に 

あるとイメージしていただくと相当集まったなと感じてしまう。しかし重量は７５ｋｇ。 

和歌山の小学校で４５リットル入りごみ袋２３袋分集め寄付したという記事があったが、これ 

を２トン車で運んだ輸送費は、チャーター料金２０，０００円として、２３袋では１７２．５ 

ｋｇ、したがって１１５．９円／ｋｇの輸送費につく？？？。 

（一般的なＰＰ樹脂は１８０～２００円／ｋｇですよ） 

ちなみに、和歌山の小学校は２３袋集めて１，４３８円分寄付したことになる。 

２５２５２５２５２２２２．．．．""""プラスチックにも、柔らかいタイプのプラスチックから固いタイプのプラスチック、透明なもプラスチックにも、柔らかいタイプのプラスチックから固いタイプのプラスチック、透明なもプラスチックにも、柔らかいタイプのプラスチックから固いタイプのプラスチック、透明なもプラスチックにも、柔らかいタイプのプラスチックから固いタイプのプラスチック、透明なも    

の、半透明なものなど様々あると思いますが、実際に、もしくは最初に「プラスチック」というの、半透明なものなど様々あると思いますが、実際に、もしくは最初に「プラスチック」というの、半透明なものなど様々あると思いますが、実際に、もしくは最初に「プラスチック」というの、半透明なものなど様々あると思いますが、実際に、もしくは最初に「プラスチック」という    

名前がついたものはどういったものだったのでしょうか？名前がついたものはどういったものだったのでしょうか？名前がついたものはどういったものだったのでしょうか？名前がついたものはどういったものだったのでしょうか？    

また、なぜ「プラスチック」というものができたのでしょうか？また、なぜ「プラスチック」というものができたのでしょうか？また、なぜ「プラスチック」というものができたのでしょうか？また、なぜ「プラスチック」というものができたのでしょうか？    

◆プラスチック（合成樹脂）という名前は、ギリシャ語の Plastikos（塑造の）という言葉から 

生まれたものです。従てプラスチック（Plastic）という言葉自体も「可塑性」（＝熱によっ 

て溶ける）の意味を持っています。 

２５２５２５２５３３３３．．．．①①①①父が金型がどうのこうのと言っていたのですが、金型とはなんなのでしょうか。父が金型がどうのこうのと言っていたのですが、金型とはなんなのでしょうか。父が金型がどうのこうのと言っていたのですが、金型とはなんなのでしょうか。父が金型がどうのこうのと言っていたのですが、金型とはなんなのでしょうか。        

                ◆ペットボトルは中空成形（ブロー成形）して作ります。「型にはまった」という言い方をしま 

すが、型通りの製品を作る型が金属できているので金型といいます。 

    

金 型 
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    ◆日本金型工業会のＨＰに説明があります。    ⇒⇒⇒⇒    http://www.jdmia.or.jp/mold/    

②プラスチック消しゴムとはプラスチックなのでしょうか、ゴムなのでしょうか。②プラスチック消しゴムとはプラスチックなのでしょうか、ゴムなのでしょうか。②プラスチック消しゴムとはプラスチックなのでしょうか、ゴムなのでしょうか。②プラスチック消しゴムとはプラスチックなのでしょうか、ゴムなのでしょうか。    

◆プラスチックです。ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製です。昔はゴムが使われていたようです。 

名前として残っているようです。良く「ビニール袋」といいますが実はポリエチレン製や 

ポリプロピレン製が主流です。消しゴムがポリ塩化ビニル製なのに消しゴムといわれ、ポ 

リ袋がビニール袋と呼ばれたり、面白いですね。 

２５２５２５２５４４４４．．．．プラスチックに代わる素材は何かあるか教えて下さい。プラスチックに代わる素材は何かあるか教えて下さい。プラスチックに代わる素材は何かあるか教えて下さい。プラスチックに代わる素材は何かあるか教えて下さい。    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

     以前は車の前に突き出すような形でバンパーが付いていたが（今でも商用車の一部で見かけ 

る）最近はボディ一体型となり、外部から簡単に見分けがつかない。（ボディとバンパー部 

を指でたたいてみると音の違いで識別できます。ご自分の車でやってくださいね。キンキン、 

ボンボン） 

    強いて言えば、代替品は元の材料ということもできますね。 

２５２５２５２５５５５５．就職活動をしているときに、食品をプラスチック素材のもので包装する容器を販売しているメ．就職活動をしているときに、食品をプラスチック素材のもので包装する容器を販売しているメ．就職活動をしているときに、食品をプラスチック素材のもので包装する容器を販売しているメ．就職活動をしているときに、食品をプラスチック素材のもので包装する容器を販売しているメ    

ーカーの説明会に行きました。その会社では容器の機能性だけでなく、リサイクルなどの環境ーカーの説明会に行きました。その会社では容器の機能性だけでなく、リサイクルなどの環境ーカーの説明会に行きました。その会社では容器の機能性だけでなく、リサイクルなどの環境ーカーの説明会に行きました。その会社では容器の機能性だけでなく、リサイクルなどの環境    

にも配慮した取り組みを行なっていました。私生活の中でプラスチックはとても便利なものでにも配慮した取り組みを行なっていました。私生活の中でプラスチックはとても便利なものでにも配慮した取り組みを行なっていました。私生活の中でプラスチックはとても便利なものでにも配慮した取り組みを行なっていました。私生活の中でプラスチックはとても便利なもので    

すが、環境への配慮が必要な時代ですのでその点私が訪問した会社は社会的にも素晴らしい取すが、環境への配慮が必要な時代ですのでその点私が訪問した会社は社会的にも素晴らしい取すが、環境への配慮が必要な時代ですのでその点私が訪問した会社は社会的にも素晴らしい取すが、環境への配慮が必要な時代ですのでその点私が訪問した会社は社会的にも素晴らしい取    

り組みをしていると感じました。り組みをしていると感じました。り組みをしていると感じました。り組みをしていると感じました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 
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２５２５２５２５６６６６．燃えるごみに間違えてプラスチックが混入している場合があると思いますが焼却場で働いてい．燃えるごみに間違えてプラスチックが混入している場合があると思いますが焼却場で働いてい．燃えるごみに間違えてプラスチックが混入している場合があると思いますが焼却場で働いてい．燃えるごみに間違えてプラスチックが混入している場合があると思いますが焼却場で働いてい    

る方の体に影響はないのでしょうか。る方の体に影響はないのでしょうか。る方の体に影響はないのでしょうか。る方の体に影響はないのでしょうか。    

   ◆生ごみ焼却に重油などが使われますが、本来はその代替としてプラスチックの持っている高カ 

ロリーを利用する方が資源節約になります。プラスチックは燃やしても問題はありません。 

◆詳しくは、「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院大学工学部  

教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

２５２５２５２５７７７７．ダイオキシンは本当に有害なのかどうか。．ダイオキシンは本当に有害なのかどうか。．ダイオキシンは本当に有害なのかどうか。．ダイオキシンは本当に有害なのかどうか。    

◆神奈川県のＨＰが参考になります。 ⇒ 

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6576/p21967.html 

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

２５２５２５２５８８８８．石油がなくなるとプラスチックはどうなるか？．石油がなくなるとプラスチックはどうなるか？．石油がなくなるとプラスチックはどうなるか？．石油がなくなるとプラスチックはどうなるか？    

            ◆◆◆◆原油から精製されたナフサを分解して得られた、モノマー（エチレン、プロピレンなど）から 

重合してプラスチック（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）を作ります。 

近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２２２２５９５９５９５９．プラスチックは私たちにとってとても身近なものであるがどのようにして作られているのか、．プラスチックは私たちにとってとても身近なものであるがどのようにして作られているのか、．プラスチックは私たちにとってとても身近なものであるがどのようにして作られているのか、．プラスチックは私たちにとってとても身近なものであるがどのようにして作られているのか、    

また処理されているのかはわからないので、この機会に知りたいと思います。また処理されているのかはわからないので、この機会に知りたいと思います。また処理されているのかはわからないので、この機会に知りたいと思います。また処理されているのかはわからないので、この機会に知りたいと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

２６２６２６２６００００．プラスチックを原油にもどすことが可能なのかどうか。．プラスチックを原油にもどすことが可能なのかどうか。．プラスチックを原油にもどすことが可能なのかどうか。．プラスチックを原油にもどすことが可能なのかどうか。    

   ◆可能です！「油化技術」がそれです。ケミカルリサイクルの一つの手法です。 

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ Ｐ２３ 

２２２２６１６１６１６１．原油以外どんな成分が含まれているのかが気になる。．原油以外どんな成分が含まれているのかが気になる。．原油以外どんな成分が含まれているのかが気になる。．原油以外どんな成分が含まれているのかが気になる。    

   ◆おそらく、ポリマーを製造するときに添加する添加剤（例えば、酸化防止剤等）などの事を質 

問されているのだと思います。 

プラスチックなどの高分子は紫外線などに弱く「劣化」しますので、例えば耐候性を上げる 

ために対候剤を追加したり、紫外線吸収剤を入れたりしています。お肌の手当と同じように 

ビタミンＥが使われることもありますよ。ビタミンといえば、お茶などの酸化防止剤として 

ビタミンＣが使われていますね。 

さらに着色される場合は顔料などが使われます。 

これらの添加剤、色材等についてもポリオレフィン衛生協議会で衛生上の危害の発生を防止す 

る事業を行っています。 

 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

２６２６２６２６２２２２．１００円ショップなど安価ででプラスチック製品が売られていますが、そんなに安く作ること．１００円ショップなど安価ででプラスチック製品が売られていますが、そんなに安く作ること．１００円ショップなど安価ででプラスチック製品が売られていますが、そんなに安く作ること．１００円ショップなど安価ででプラスチック製品が売られていますが、そんなに安く作ること    

ができるのか気になります。ができるのか気になります。ができるのか気になります。ができるのか気になります。    

   ◆ほとんどが輸入品です。薄利多売の典型ですね。 

２６２６２６２６３３３３．いつから存在するのか。．いつから存在するのか。．いつから存在するのか。．いつから存在するのか。    

歴史は金属、ガラス等から比べればたかだか１００年ですよ。 

⇒参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２２２２６４６４６４６４．ペットボトルはメーカーや商品によってかなり違いがあるのはなぜなのでしょうか。．ペットボトルはメーカーや商品によってかなり違いがあるのはなぜなのでしょうか。．ペットボトルはメーカーや商品によってかなり違いがあるのはなぜなのでしょうか。．ペットボトルはメーカーや商品によってかなり違いがあるのはなぜなのでしょうか。    

   ◆メーカーは、より購買力を高めるようなデザインで消費者の気をひこうとします。同一メーカ 

ーでも、今度は中身によってペットボトルに求められる品質（要求品質）が異なります。水の 

ラベルの寸法とお茶のラベルの寸法も違いますね。 

２６２６２６２６５５５５．消しゴムってプラスチック製ですよね。じゃあ消しカスって燃やしたら有害で燃やせないゴミ．消しゴムってプラスチック製ですよね。じゃあ消しカスって燃やしたら有害で燃やせないゴミ．消しゴムってプラスチック製ですよね。じゃあ消しカスって燃やしたら有害で燃やせないゴミ．消しゴムってプラスチック製ですよね。じゃあ消しカスって燃やしたら有害で燃やせないゴミ    
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の区分になるんでしょうか？の区分になるんでしょうか？の区分になるんでしょうか？の区分になるんでしょうか？    

◆まず、消しゴムはプラスチック製です。正解です。ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製です。 

昔はゴムが使われていたようです。名前として「ゴム」が残っているようです。 

良く「ビニール袋」といいますが実はポリエチレン製やポリプロピレン製が主流です。 

消しゴムがポリ塩化ビニル製なのに消しゴムといわれ、ポリ袋がビニール袋と呼ばれたり、 

面白いですね。 

    プラスチックは、自治体等では、「燃えないごみ」とかに分類していることがありますが、燃え 

ないどころか、重油などに匹敵するエネルギーをもっています。「有害だから」「燃えないごみ」 

ではありません。燃えるごみとして出しても全然問題はありません。 

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので、 

燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（CO２）と水（H２O）が発生するだけです。 

２６６．ペットボトルもプラスチックだと思うのですがなぜラベルとペットボトルを分けようとするの２６６．ペットボトルもプラスチックだと思うのですがなぜラベルとペットボトルを分けようとするの２６６．ペットボトルもプラスチックだと思うのですがなぜラベルとペットボトルを分けようとするの２６６．ペットボトルもプラスチックだと思うのですがなぜラベルとペットボトルを分けようとするの    

ですか？ですか？ですか？ですか？    

◆材質が違うからです。ペットボトル本体はポリエチレンテレフタレートですが、ラベルはポリ 

プロピレン製やポリスチレン製などがあります。ちなみにキャップはポリプロピレン製とポリ 

エチレン製があります。 

   ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＨＰ ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec3.html 
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２６２６２６２６７７７７．プラスチックは、様々な形に変形して商品として取り扱わ．プラスチックは、様々な形に変形して商品として取り扱わ．プラスチックは、様々な形に変形して商品として取り扱わ．プラスチックは、様々な形に変形して商品として取り扱われていますが、加工前はどのようなれていますが、加工前はどのようなれていますが、加工前はどのようなれていますが、加工前はどのような    

形で納められるのでしょうか。（鉄であれば板状や、ワイヤー状などですが…）形で納められるのでしょうか。（鉄であれば板状や、ワイヤー状などですが…）形で納められるのでしょうか。（鉄であれば板状や、ワイヤー状などですが…）形で納められるのでしょうか。（鉄であれば板状や、ワイヤー状などですが…）    

◆ポリエチレンの場合、原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレン 

などの簡単な構造の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子 

を化学的に結合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー） 

を作ります。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにし 

ます。 

この米粒状の「ペレット」と呼ばれるものが基本的な形です。 

写真の紙袋は通常、２５ｋｇ紙袋と呼ばれるもので、樹脂メーカーから加工メーカーにはこの 

ような形で出荷されます。１トンというと４０袋になります。１トンフレコンで納入される場 

合もあります。１０トンローリー車で運ぶケースもあります。 

       
（戸上撮影） 

    ◆フレコン（フレキシブルコンテナ）の一例です（太陽工業㈱ＨＰより引用） 

           

２２２２６８６８６８６８．環境に悪いのか否か．環境に悪いのか否か．環境に悪いのか否か．環境に悪いのか否か    

   ◆ズバリ！悪くないです。むしろ環境には優しいと言ってよいでしょう。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２６２６２６２６９９９９．．．．プラスチックの強度はどの程度まで上げることができるのか疑問に思います。プラスチックの強度はどの程度まで上げることができるのか疑問に思います。プラスチックの強度はどの程度まで上げることができるのか疑問に思います。プラスチックの強度はどの程度まで上げることができるのか疑問に思います。    

   ◆プラスチックは種類が多く、エンプラ（エンジニアリングプラスチック）やスーパーエンプラ 

と呼ばれるものもあります。また広島大学では鉄鋼のように強い汎用プラスチックが創製され 

ました。 

 

２２２２７０７０７０７０．．．．①①①①プラスチックは本当は燃やせるものなのか？プラスチックは本当は燃やせるものなのか？プラスチックは本当は燃やせるものなのか？プラスチックは本当は燃やせるものなのか？    

   ◆「燃やせます」よ。自治体によっては焼却炉の処理能力の関係等で「燃えない」とか「燃やさ 

ないごみ」と区分しています。 

    

②昔、ダイオキシンの問題が有名だったのが印象に残っているため②昔、ダイオキシンの問題が有名だったのが印象に残っているため②昔、ダイオキシンの問題が有名だったのが印象に残っているため②昔、ダイオキシンの問題が有名だったのが印象に残っているため、燃やして処理するという、燃やして処理するという、燃やして処理するという、燃やして処理するという    

ことは「とても害のあること」と認識しているが、実際燃えるゴミとして捨てられているこことは「とても害のあること」と認識しているが、実際燃えるゴミとして捨てられているこことは「とても害のあること」と認識しているが、実際燃えるゴミとして捨てられているこことは「とても害のあること」と認識しているが、実際燃えるゴミとして捨てられているこ    
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とが多い気がする。とが多い気がする。とが多い気がする。とが多い気がする。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学 

 院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

プラ循環協「プラスチックリサイクルの基礎知識」Ｐ２７も参照して下さい・ 

    

    

③現代の技術をもってすれば環境に配慮したプラスチックはあると思うがどの程度環境に対し③現代の技術をもってすれば環境に配慮したプラスチックはあると思うがどの程度環境に対し③現代の技術をもってすれば環境に配慮したプラスチックはあると思うがどの程度環境に対し③現代の技術をもってすれば環境に配慮したプラスチックはあると思うがどの程度環境に対し    

て影響を及ぼしているのかは疑問である。て影響を及ぼしているのかは疑問である。て影響を及ぼしているのかは疑問である。て影響を及ぼしているのかは疑問である。    

◆◆◆◆「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２７２７２７２７１１１１．プラスチックのリサイクル方法、リサイクルにかかるコスト．プラスチックのリサイクル方法、リサイクルにかかるコスト．プラスチックのリサイクル方法、リサイクルにかかるコスト．プラスチックのリサイクル方法、リサイクルにかかるコスト    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えます。

マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチック

には戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、こ

の場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかに

かけ離れたものになっています。 
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しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

      

 

２７２７２７２７２２２２．最近では、電子レンジに入れても．最近では、電子レンジに入れても．最近では、電子レンジに入れても．最近では、電子レンジに入れても変形しないプラスチックがあったりするので、お弁当を作る変形しないプラスチックがあったりするので、お弁当を作る変形しないプラスチックがあったりするので、お弁当を作る変形しないプラスチックがあったりするので、お弁当を作る    

ときなど、重宝しています。ときなど、重宝しています。ときなど、重宝しています。ときなど、重宝しています。    

また、プラスチックの原料が石油だということをこのレポートを通して初めて認識しました。また、プラスチックの原料が石油だということをこのレポートを通して初めて認識しました。また、プラスチックの原料が石油だということをこのレポートを通して初めて認識しました。また、プラスチックの原料が石油だということをこのレポートを通して初めて認識しました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２７２７２７２７３３３３．燃やすと有害物質がでる、土に還らないため廃棄にはかなり土地が必要に．燃やすと有害物質がでる、土に還らないため廃棄にはかなり土地が必要に．燃やすと有害物質がでる、土に還らないため廃棄にはかなり土地が必要に．燃やすと有害物質がでる、土に還らないため廃棄にはかなり土地が必要になるなど、環境に対なるなど、環境に対なるなど、環境に対なるなど、環境に対    

するイメージが悪い印象ではあったが、最近は燃やしても有害物質がでなかったり土に還るプするイメージが悪い印象ではあったが、最近は燃やしても有害物質がでなかったり土に還るプするイメージが悪い印象ではあったが、最近は燃やしても有害物質がでなかったり土に還るプするイメージが悪い印象ではあったが、最近は燃やしても有害物質がでなかったり土に還るプ    

ラスチックが開発されていて、日々改善されているのだなと感じている。ラスチックが開発されていて、日々改善されているのだなと感じている。ラスチックが開発されていて、日々改善されているのだなと感じている。ラスチックが開発されていて、日々改善されているのだなと感じている。    

素材としては軽くて丈夫で、日常生活にはなくてはならないものだと思う。素材としては軽くて丈夫で、日常生活にはなくてはならないものだと思う。素材としては軽くて丈夫で、日常生活にはなくてはならないものだと思う。素材としては軽くて丈夫で、日常生活にはなくてはならないものだと思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２７２７２７２７４４４４．リサイクルの比率（回収した素材から新しく作り直せる割合）、自由度（多くの種類があるよう．リサイクルの比率（回収した素材から新しく作り直せる割合）、自由度（多くの種類があるよう．リサイクルの比率（回収した素材から新しく作り直せる割合）、自由度（多くの種類があるよう．リサイクルの比率（回収した素材から新しく作り直せる割合）、自由度（多くの種類があるよう    

に思えるがそれをどの種類にも作り直せるのか、もしくは別々で回収するものなのか）に思えるがそれをどの種類にも作り直せるのか、もしくは別々で回収するものなのか）に思えるがそれをどの種類にも作り直せるのか、もしくは別々で回収するものなのか）に思えるがそれをどの種類にも作り直せるのか、もしくは別々で回収するものなのか）    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

    多分マテリアルリサイクルをイメージしての質問だと思いいますので、回収した素材から新し 

く作り直す（元のプラスチックのレベルにまで）ことは不可能。どの種類にも作り直すことも 

不可能です。ケミカルリサイクルの油化技術で一旦原料側に戻して再出発は可能です。 

別々に回収するというのが、ペットボトルの回収と「その他プラ」の回収に分けているの事例 

です。 
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ちなみに２０１１年のプラスチックの生産量は１，１２２万㌧ですが、ペットボトルの原料と 

なるポリエチレンテレフタレートの生産量は５７万㌧（５％）です。 

２７２７２７２７５５５５．プラスチックの環境にどのくらい優しいものなのか、深く考えたことがないので確認したいと．プラスチックの環境にどのくらい優しいものなのか、深く考えたことがないので確認したいと．プラスチックの環境にどのくらい優しいものなのか、深く考えたことがないので確認したいと．プラスチックの環境にどのくらい優しいものなのか、深く考えたことがないので確認したいと    

思いました。思いました。思いました。思いました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２７２７２７２７６６６６．ペットボトルは全体の何％がリサイクルされているのか気になる．ペットボトルは全体の何％がリサイクルされているのか気になる．ペットボトルは全体の何％がリサイクルされているのか気になる．ペットボトルは全体の何％がリサイクルされているのか気になる。 

   ◆ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会のデータでは、２０１１年度のリサイクル率は８５．５％ 

とあります。 

 

２７２７２７２７７７７７．プラスチックをリサイクルして再利用として使うということは僕たちが小さい時から当たり前．プラスチックをリサイクルして再利用として使うということは僕たちが小さい時から当たり前．プラスチックをリサイクルして再利用として使うということは僕たちが小さい時から当たり前．プラスチックをリサイクルして再利用として使うということは僕たちが小さい時から当たり前    

のこととして知っていることですが、プラスチックは身近なものとして感じられるのに、それのこととして知っていることですが、プラスチックは身近なものとして感じられるのに、それのこととして知っていることですが、プラスチックは身近なものとして感じられるのに、それのこととして知っていることですが、プラスチックは身近なものとして感じられるのに、それ    

をリサイクルして再利用されているモノを恩恵として知ることがあまりないように思います。をリサイクルして再利用されているモノを恩恵として知ることがあまりないように思います。をリサイクルして再利用されているモノを恩恵として知ることがあまりないように思います。をリサイクルして再利用されているモノを恩恵として知ることがあまりないように思います。    

何がプラスチックで再利用されたものなのかが例としてイマイチ思い当りません。プラスチッ何がプラスチックで再利用されたものなのかが例としてイマイチ思い当りません。プラスチッ何がプラスチックで再利用されたものなのかが例としてイマイチ思い当りません。プラスチッ何がプラスチックで再利用されたものなのかが例としてイマイチ思い当りません。プラスチッ    

クはペットボトルの印象があまりに大きすぎるんだと思いまクはペットボトルの印象があまりに大きすぎるんだと思いまクはペットボトルの印象があまりに大きすぎるんだと思いまクはペットボトルの印象があまりに大きすぎるんだと思います。す。す。す。    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

    ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルされたものは「見えません」またマテリアルリサイ 

クルされたものでも、写真のような「産業廃棄物」系の場合はこれで、この製品もすべてが見 

えません。 
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似たような形状のものがあっても、すべてがリサイクルされたものであるとは限りません。ま 

してや、家庭から出るプラスチックの再商品化されたものは、これらの一部に増量剤として使 

われる程度ですので見えません。ペットボトルは独立して、マテリアルリサイクルが成り立つ 

仕組みになっていると考えてください。制服やネクタイとか実際に「見える」ものがあります 

ので、印象に残ります。 

    

２７８．疑問点２７８．疑問点２７８．疑問点２７８．疑問点    ①①①①実際にリサイクルされている比率実際にリサイクルされている比率実際にリサイクルされている比率実際にリサイクルされている比率    

    

②②②②リサイクルにかかリサイクルにかかリサイクルにかかリサイクルにかかる費用とそれで得られる効果の採算がとれているのかどうかる費用とそれで得られる効果の採算がとれているのかどうかる費用とそれで得られる効果の採算がとれているのかどうかる費用とそれで得られる効果の採算がとれているのかどうか     
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◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えます。

マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラスチック

には戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありますが、こ

の場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンとははるかに

かけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

      

２２２２７９７９７９７９．プラスチックは軽く形の変化も自在で私たちの生活になくてはならないものになっている。し．プラスチックは軽く形の変化も自在で私たちの生活になくてはならないものになっている。し．プラスチックは軽く形の変化も自在で私たちの生活になくてはならないものになっている。し．プラスチックは軽く形の変化も自在で私たちの生活になくてはならないものになっている。し    

かしその手軽さゆえにごみ問題の主役になってきた。使い方も含めプラスチックについて知識かしその手軽さゆえにごみ問題の主役になってきた。使い方も含めプラスチックについて知識かしその手軽さゆえにごみ問題の主役になってきた。使い方も含めプラスチックについて知識かしその手軽さゆえにごみ問題の主役になってきた。使い方も含めプラスチックについて知識    

をもっとつけたいと思うをもっとつけたいと思うをもっとつけたいと思うをもっとつけたいと思う    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２８２８２８２８００００．プラスチックの種類、その特性．プラスチックの種類、その特性．プラスチックの種類、その特性．プラスチックの種類、その特性    

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

２８２８２８２８１１１１．①プラスチックはどうやってつくられますか？．①プラスチックはどうやってつくられますか？．①プラスチックはどうやってつくられますか？．①プラスチックはどうやってつくられますか？    

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにします。 

（ペレットは下記の写真のようなものです） 
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      加工メーカーでは、様々な成形方法でプラスチック製品を作ります。 

②プラスチックの種類にはどんなものがありますか？またそれぞれの特性はなんですか？②プラスチックの種類にはどんなものがありますか？またそれぞれの特性はなんですか？②プラスチックの種類にはどんなものがありますか？またそれぞれの特性はなんですか？②プラスチックの種類にはどんなものがありますか？またそれぞれの特性はなんですか？    

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

③プラスチックはいつからつかいはじめるようになりましたか？③プラスチックはいつからつかいはじめるようになりましたか？③プラスチックはいつからつかいはじめるようになりましたか？③プラスチックはいつからつかいはじめるようになりましたか？    

◆Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２８２８２８２８２２２２．①「いろはす」などといった飲料水のプラスチック製容器はつぶしやすいという新しい利点が．①「いろはす」などといった飲料水のプラスチック製容器はつぶしやすいという新しい利点が．①「いろはす」などといった飲料水のプラスチック製容器はつぶしやすいという新しい利点が．①「いろはす」などといった飲料水のプラスチック製容器はつぶしやすいという新しい利点が    

できたが、普通のペットボトルとは何が違うのか？できたが、普通のペットボトルとは何が違うのか？できたが、普通のペットボトルとは何が違うのか？できたが、普通のペットボトルとは何が違うのか？    

                ◆ペットボトルの原料はポリエチレンテレフタレートというプラスチックの一種です。「いろは 

す」も普通のペットボトルも基本的には同じです。あのように薄肉成形できる原料が選択さ 

れ、成形しやすくしています。 

②プラスチックはどのようにリサイクルされているのか？②プラスチックはどのようにリサイクルされているのか？②プラスチックはどのようにリサイクルされているのか？②プラスチックはどのようにリサイクルされているのか？    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 
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ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

③身の回りの物の多くがプラスチックを使用してるが、プラスチックがなくなったとしたら代③身の回りの物の多くがプラスチックを使用してるが、プラスチックがなくなったとしたら代③身の回りの物の多くがプラスチックを使用してるが、プラスチックがなくなったとしたら代③身の回りの物の多くがプラスチックを使用してるが、プラスチックがなくなったとしたら代    

用できるものはあるのか？用できるものはあるのか？用できるものはあるのか？用できるものはあるのか？    

    ◆もともとプラスチックは、金属、ガラス、紙、アルミなどの素材を代替してきましたので、 

元の素材を使うことはできます。きっと不便に感じるでしょうね。 

２８２８２８２８３３３３．．．．こんなにプラスチックが流通している今日で原油を使用しているため環境に影響はないのか？こんなにプラスチックが流通している今日で原油を使用しているため環境に影響はないのか？こんなにプラスチックが流通している今日で原油を使用しているため環境に影響はないのか？こんなにプラスチックが流通している今日で原油を使用しているため環境に影響はないのか？    

    ◆原油の９０％はガソリン、灯油、軽油など燃料として使われます。プラスチックは原油の 

１０％のナフサを使って作ります。プラスチックの生産には３％の原油が使われ（２８１２８１２８１２８１参 

照）、プラスチックもプラスチック製品も、自動車の軽量化、物流コストの削減（製品包材の 

軽量化等）に貢献しています。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

 

２８４２８４２８４２８４．①どのくらい燃やすと有害になるのか．①どのくらい燃やすと有害になるのか．①どのくらい燃やすと有害になるのか．①どのくらい燃やすと有害になるのか    

◆生ごみ焼却に重油などが使われますが、本来はその代替としてプラスチックの持っている高 

カロリーを利用する方が資源節約になります。プラスチックは燃やしても問題はありません。 

◆詳しくは、「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院大学工学部  

教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

②年間どのくらいがリサイクルされているのか②年間どのくらいがリサイクルされているのか②年間どのくらいがリサイクルされているのか②年間どのくらいがリサイクルされているのか    

◆２８５２８５２８５２８５の図を見てください。 

２８５２８５２８５２８５．プラスチックはどの．プラスチックはどの．プラスチックはどの．プラスチックはどの程度程度程度程度の割合で再利用などのエコ活動がされているのか疑問に思いました。の割合で再利用などのエコ活動がされているのか疑問に思いました。の割合で再利用などのエコ活動がされているのか疑問に思いました。の割合で再利用などのエコ活動がされているのか疑問に思いました。    

     ◆２７８２７８２７８２７８を参照してください。 

      

２８６２８６２８６２８６．私たち普段生活の中に、どこまでプラスチック製品に頼ってるんですか？．私たち普段生活の中に、どこまでプラスチック製品に頼ってるんですか？．私たち普段生活の中に、どこまでプラスチック製品に頼ってるんですか？．私たち普段生活の中に、どこまでプラスチック製品に頼ってるんですか？    

プラスチック製品が原油からつくられたから、いつかつくれなくなる可能性があるんでしょうプラスチック製品が原油からつくられたから、いつかつくれなくなる可能性があるんでしょうプラスチック製品が原油からつくられたから、いつかつくれなくなる可能性があるんでしょうプラスチック製品が原油からつくられたから、いつかつくれなくなる可能性があるんでしょう    

か？か？か？か？    

◆プラスチックの原料が石油ですので、使えば見合いの石油は減少していきます。やがて枯渇も 

懸念されますが、これははっきり言ってその時期はわかりません。コストをかけ発掘技術の向 

上と比例して産出されているのは間違いないことだと考えます。シェールガスの開発、メタ 

ンハイドレードなど原料の多様化の可能性も出てきています。いずれにしても資源を大切に、 

の気持ちは大事なことだと思います。 

近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２８７２８７２８７２８７．．．．①①①①まず原油からモノを作るっていうのがいまいちピンとこない。どのように作っているのか詳まず原油からモノを作るっていうのがいまいちピンとこない。どのように作っているのか詳まず原油からモノを作るっていうのがいまいちピンとこない。どのように作っているのか詳まず原油からモノを作るっていうのがいまいちピンとこない。どのように作っているのか詳    



88 
 

しくしりたい。しくしりたい。しくしりたい。しくしりたい。    

       

                     

            ※ポリオレフィン等衛生協議会ＨＰ他参照して作成  
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⇒ http://www.jhospa.gr.jp/web/praworld/praworld_2.html 

②②②②またプラスチックを燃やすと黒い煙がでるのが印象的だがどれほどの有害物質が含まれていまたプラスチックを燃やすと黒い煙がでるのが印象的だがどれほどの有害物質が含まれていまたプラスチックを燃やすと黒い煙がでるのが印象的だがどれほどの有害物質が含まれていまたプラスチックを燃やすと黒い煙がでるのが印象的だがどれほどの有害物質が含まれてい    

るのか。るのか。るのか。るのか。    

    ◆プラスチックにはいろいろな種類があります。黒い煙が出るのはポリスチレンなどが考えら 

れます。ポリエチレンやポリプロピレンは白っぽい煙です。火災や火傷等が懸念されますの 

で燃やすのはやめてください。ごみ焼却炉はいろいろと安全・安心に対する備えがしてあり 

ます。 

③③③③しかし自分はよく１００円均一に行くのだがその商品の多くがプラスチックでできているこしかし自分はよく１００円均一に行くのだがその商品の多くがプラスチックでできているこしかし自分はよく１００円均一に行くのだがその商品の多くがプラスチックでできているこしかし自分はよく１００円均一に行くのだがその商品の多くがプラスチックでできているこ    

とを考えると生活には必要なものであるということになるので複雑な心境である。とを考えると生活には必要なものであるということになるので複雑な心境である。とを考えると生活には必要なものであるということになるので複雑な心境である。とを考えると生活には必要なものであるということになるので複雑な心境である。        

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２２２２８８８８８８８８．プラスチックがいつ発明され、どの．プラスチックがいつ発明され、どの．プラスチックがいつ発明され、どの．プラスチックがいつ発明され、どのように生成されるかよくわかっていない。ように生成されるかよくわかっていない。ように生成されるかよくわかっていない。ように生成されるかよくわかっていない。    

◆Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

２２２２８９８９８９８９．．．．①①①①プラスチック製品を加熱すると融解するが、そのときに出る煙は人体に有害か？プラスチック製品を加熱すると融解するが、そのときに出る煙は人体に有害か？プラスチック製品を加熱すると融解するが、そのときに出る煙は人体に有害か？プラスチック製品を加熱すると融解するが、そのときに出る煙は人体に有害か？    

   ◆プラスチックを加熱溶融する際に発生するガスは、そのプラスチックそのものが持つ本来の成 

分（ポリエチレンならポリエチレン、ポリプロピレンならポリプロピレンからの由来成分の意 

味です）のほかに、添加剤（酸化防止剤等）からの成分が出ることがあります。実験等を行う 

場合は決められたマニュアルに則って行うことをお勧めいたします。水でも飲みすぎれば健康 

を害するのと同じく、危ないことはしないでください。 

②②②②同じプラスチックなのに自治体ごとに燃えるごみと燃えないごみと違うのはなぜか。同じプラスチックなのに自治体ごとに燃えるごみと燃えないごみと違うのはなぜか。同じプラスチックなのに自治体ごとに燃えるごみと燃えないごみと違うのはなぜか。同じプラスチックなのに自治体ごとに燃えるごみと燃えないごみと違うのはなぜか。    

◆市町村によるごみ焼却処理能力、埋立余力、財政面等によって判断が異なります。 

２９２９２９２９００００．プラスチックは他の包装の素材と安全性や環境負荷などに関してどのような違いがあるのか．プラスチックは他の包装の素材と安全性や環境負荷などに関してどのような違いがあるのか．プラスチックは他の包装の素材と安全性や環境負荷などに関してどのような違いがあるのか．プラスチックは他の包装の素材と安全性や環境負荷などに関してどのような違いがあるのか    

◆「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

２９２９２９２９１１１１．プラスチックにかわる新素材はどのようなものがあるのか．プラスチックにかわる新素材はどのようなものがあるのか．プラスチックにかわる新素材はどのようなものがあるのか．プラスチックにかわる新素材はどのようなものがあるのか    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

２９２９２９２９２２２２．プラスチックがどのように作られているのか気になる。．プラスチックがどのように作られているのか気になる。．プラスチックがどのように作られているのか気になる。．プラスチックがどのように作られているのか気になる。    

◆ポリエチレンの場合：原油→＜石油製品＞ナフサ（原油の約１０％） 

→＜石油化学基礎製品＞エチレン→＜プラスチック製品＞ポリエチレン 

      原油を蒸留して得られたナフサを加熱・分解し、エチレン、プロピレンなどの簡単な構造 

の物質（低分子化合物）に変えて取り出します。今度は得られた分子と分子を化学的に結 

合させ（重合）、ポリエチレンやポリプロピレンと呼ばれる重合体（ポリマー）を作りま 

す。それをさらに熱を加えて一旦溶かして添加剤などを加え、米粒状のペレットにします。 
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（ペレットは下記の写真のようなものです） 

          

              

      加工メーカーでは、様々な成形方法でプラスチック製品を作ります。 

２９２９２９２９３３３３．日常の様々な物にプラスチックが使われているようで、それってプラスチックなんだ、と驚く．日常の様々な物にプラスチックが使われているようで、それってプラスチックなんだ、と驚く．日常の様々な物にプラスチックが使われているようで、それってプラスチックなんだ、と驚く．日常の様々な物にプラスチックが使われているようで、それってプラスチックなんだ、と驚く    

ことも多々ある気がします。ことも多々ある気がします。ことも多々ある気がします。ことも多々ある気がします。    

プラスチックが日常に欠かせない物になっているという認識が強くあります。プラスチックが日常に欠かせない物になっているという認識が強くあります。プラスチックが日常に欠かせない物になっているという認識が強くあります。プラスチックが日常に欠かせない物になっているという認識が強くあります。    

しかし、環境に良くない物なのではしかし、環境に良くない物なのではしかし、環境に良くない物なのではしかし、環境に良くない物なのでは、という認識も強くあります。、という認識も強くあります。、という認識も強くあります。、という認識も強くあります。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

    ◆環境にも良くないことはありませんよ。 

下の図のように原油の９０％はガソリン、灯油、軽油など燃料として使われます。プラスチ 

ックは原油の１０％のナフサを使って作ります。プラスチックの生産には３％の原油が使わ 

れ、プラスチックもプラスチック製品も、自動車の軽量化、物流コストの削減（製品包材の 

軽量化等）に貢献しています。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 
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２９２９２９２９４４４４．一言プラスチックといっても、ビニールのようなものから堅い板のようなものまでたくさんあ．一言プラスチックといっても、ビニールのようなものから堅い板のようなものまでたくさんあ．一言プラスチックといっても、ビニールのようなものから堅い板のようなものまでたくさんあ．一言プラスチックといっても、ビニールのようなものから堅い板のようなものまでたくさんあ    

るので、るので、るので、るので、プラスチックをすべてリサイクルするのは難しいと思うが、瓶のように砕いて溶かしプラスチックをすべてリサイクルするのは難しいと思うが、瓶のように砕いて溶かしプラスチックをすべてリサイクルするのは難しいと思うが、瓶のように砕いて溶かしプラスチックをすべてリサイクルするのは難しいと思うが、瓶のように砕いて溶かし    

てもう一度使えないのかなと思う。てもう一度使えないのかなと思う。てもう一度使えないのかなと思う。てもう一度使えないのかなと思う。    

◆質問にありますように「ビニール」あるいは「ビニール袋」とよく言われますが、ビニール＝ 

ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）というプラスチックで作られているのではなく、今は、実はポリエ 

チレン製やポリプロピレン製が主流です。「ポリ袋」と呼ぶのがふさわしいと思います。昔は 

ＰＶＣ製の袋があったその名残です。（関西では「ナイロン」とか「ナイロン袋」と呼ぶ方が 

いまだにいらっしゃいます）逆に、プラスチック消しゴム（プラけし）は、昔ゴムが使われて 

いたのですが、今は、ＰＶＣ製に変わりましたが、プラスチック消しゴムと呼ばれています。。 

    ◆リサイクルについては、これを機に親しんで下さい。 

プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

２９２９２９２９５５５５．原油という液体から、プラスチックという個体へどうやって．原油という液体から、プラスチックという個体へどうやって．原油という液体から、プラスチックという個体へどうやって．原油という液体から、プラスチックという個体へどうやって作るのか作るのか作るのか作るのか    

   ◆乱暴な言い方ですが、水（液体）を沸騰させ、水蒸気（気体）を作り、集めて一気に冷や 

して、氷（固体）を作るイメージです。 

原油（液体）→ナフサ（液体）を蒸留させ、エチレンやプロピレンなどのモノマー（ガス＝気 

体）を作り、重合させて、重合させたものを熱で溶かして、冷やしてペレットと呼ばれる米粒 

状のプラスチック(固体)を作ります。（水の場合は、酸素と水素だけですが、ナフサを分解した 

場合は酸素、水素、炭素がありますので、様々なモノマーが出来ます） 

ナフサを分解するは分解炉と呼ばれるところで１，１００℃ぐらいで気化させます。 

最後の冷やしてペレットを作るのは、溶けたものを水中で（冷やしながら）カッティングして 

作ります。 
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２９２９２９２９６６６６．．．．①①①①プラスチックをリサイクルするには、リサイクル費がとても高くリサイクルをすることは環プラスチックをリサイクルするには、リサイクル費がとても高くリサイクルをすることは環プラスチックをリサイクルするには、リサイクル費がとても高くリサイクルをすることは環プラスチックをリサイクルするには、リサイクル費がとても高くリサイクルをすることは環    

境にはいいが、費用が高いため企業がリサイクルすることは難しいと聞いたことがある。ど境にはいいが、費用が高いため企業がリサイクルすることは難しいと聞いたことがある。ど境にはいいが、費用が高いため企業がリサイクルすることは難しいと聞いたことがある。ど境にはいいが、費用が高いため企業がリサイクルすることは難しいと聞いたことがある。ど    
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れくらいの費用がかかるのか知りたい。れくらいの費用がかかるのか知りたい。れくらいの費用がかかるのか知りたい。れくらいの費用がかかるのか知りたい。    

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えま 

す。マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラス

チックには戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありま

すが、この場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンと

ははるかにかけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

      

      プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

②②②②このアンケートをして、自分の身の周りを見てみるとほとんどの製品にプラスチックが使このアンケートをして、自分の身の周りを見てみるとほとんどの製品にプラスチックが使このアンケートをして、自分の身の周りを見てみるとほとんどの製品にプラスチックが使このアンケートをして、自分の身の周りを見てみるとほとんどの製品にプラスチックが使    

われていて、現代のわれていて、現代のわれていて、現代のわれていて、現代の私たちの生活にはなくてはならないものだと再認識した。私たちの生活にはなくてはならないものだと再認識した。私たちの生活にはなくてはならないものだと再認識した。私たちの生活にはなくてはならないものだと再認識した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

２９７２９７２９７２９７．原油をどの様にしてプラスチックの形にするのか。．原油をどの様にしてプラスチックの形にするのか。．原油をどの様にしてプラスチックの形にするのか。．原油をどの様にしてプラスチックの形にするのか。    

            ◆２９５◆２９５◆２９５◆２９５を参照してください。    

２９８２９８２９８２９８．プラスチックの日本以外のリサイクルの方法．プラスチックの日本以外のリサイクルの方法．プラスチックの日本以外のリサイクルの方法．プラスチックの日本以外のリサイクルの方法    

   ◆環境省ＨＰで世界のリサイクル事情を参考にしてください。 

⇒ http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/h23/html/hj11010402.html 

２９９２９９２９９２９９．．．．①①①①プラスチックを燃やすと、有害物質が発生すると聞いたことがありましたし、資源の再利用プラスチックを燃やすと、有害物質が発生すると聞いたことがありましたし、資源の再利用プラスチックを燃やすと、有害物質が発生すると聞いたことがありましたし、資源の再利用プラスチックを燃やすと、有害物質が発生すると聞いたことがありましたし、資源の再利用    

は今の地球にとってはとても大事なことであると思ったので、リサイクルはとても大事であは今の地球にとってはとても大事なことであると思ったので、リサイクルはとても大事であは今の地球にとってはとても大事なことであると思ったので、リサイクルはとても大事であは今の地球にとってはとても大事なことであると思ったので、リサイクルはとても大事であ    

ると思ったのですが、リサイると思ったのですが、リサイると思ったのですが、リサイると思ったのですが、リサイクルするためのコストはどのくらいかかるのでしょうか。輸送クルするためのコストはどのくらいかかるのでしょうか。輸送クルするためのコストはどのくらいかかるのでしょうか。輸送クルするためのコストはどのくらいかかるのでしょうか。輸送    

費や加工費などを含めると意外とコスト費はかかるのか疑問を持ちました。費や加工費などを含めると意外とコスト費はかかるのか疑問を持ちました。費や加工費などを含めると意外とコスト費はかかるのか疑問を持ちました。費や加工費などを含めると意外とコスト費はかかるのか疑問を持ちました。    

◆前半部の質問は、下記を、後半部は２９２９２９２９６６６６の①を参考にしてください。 
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「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４６～Ｐ４８ 

 

    

②②②②また、小さいころからよく聞かされていたことなのですが、カップラーメンの容器に使わまた、小さいころからよく聞かされていたことなのですが、カップラーメンの容器に使わまた、小さいころからよく聞かされていたことなのですが、カップラーメンの容器に使わまた、小さいころからよく聞かされていたことなのですが、カップラーメンの容器に使わ    

れているプラスチックは、お湯で溶けて人体に影響は出るのでしょうか。れているプラスチックは、お湯で溶けて人体に影響は出るのでしょうか。れているプラスチックは、お湯で溶けて人体に影響は出るのでしょうか。れているプラスチックは、お湯で溶けて人体に影響は出るのでしょうか。    

     ◆お湯で溶けることはありません。 

③③③③そもそもプラスチックにはいくつか種類というものが存在するのでしょうか。例えば私のそもそもプラスチックにはいくつか種類というものが存在するのでしょうか。例えば私のそもそもプラスチックにはいくつか種類というものが存在するのでしょうか。例えば私のそもそもプラスチックにはいくつか種類というものが存在するのでしょうか。例えば私の    

イメージでは、プラスチックは火に弱いのですが火に強いプラスチックなどはあるのでしイメージでは、プラスチックは火に弱いのですが火に強いプラスチックなどはあるのでしイメージでは、プラスチックは火に弱いのですが火に強いプラスチックなどはあるのでしイメージでは、プラスチックは火に弱いのですが火に強いプラスチックなどはあるのでし    

ょうか。ょうか。ょうか。ょうか。    

◆主なプラスチックでも優に１００種類は超えます。エンジニアリングプラスチック、通常 

エンプラと呼ばれるものの中には火に強く、耐熱性もあるプラスチックがあります。難燃 

剤を添加して燃えにくくする方法もあります。 

③③③③プラスチック爆弾というものはどのようなものなのでしょうか。プラスチック自体が加工プラスチック爆弾というものはどのようなものなのでしょうか。プラスチック自体が加工プラスチック爆弾というものはどのようなものなのでしょうか。プラスチック自体が加工プラスチック爆弾というものはどのようなものなのでしょうか。プラスチック自体が加工    

されて爆発するのでしょうか。されて爆発するのでしょうか。されて爆発するのでしょうか。されて爆発するのでしょうか。    

◆それはそれとして、これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテ 

キストです。参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

④④④④コカコーラ社の飲料水である、「コカコーラ社の飲料水である、「コカコーラ社の飲料水である、「コカコーラ社の飲料水である、「IROHASIROHASIROHASIROHAS」は「環境にいい、地球に優しい」をコンセプトに」は「環境にいい、地球に優しい」をコンセプトに」は「環境にいい、地球に優しい」をコンセプトに」は「環境にいい、地球に優しい」をコンセプトに    

していますが、どのくらいリサイクルされているのでしょうか。していますが、どのくらいリサイクルされているのでしょうか。していますが、どのくらいリサイクルされているのでしょうか。していますが、どのくらいリサイクルされているのでしょうか。        

 ◆「いろはす」単独のデータはありませんが、ペットボトルに関して、ＰＥＴボトルリサイ 

クル推進協議会のデータでは、２０１１年度のリサイクル率は８５．５％とあります。 
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３０３０３０３０００００．①．①．①．①....日本ではプラスチック製品のリサイクル率何パーセントであるか？日本ではプラスチック製品のリサイクル率何パーセントであるか？日本ではプラスチック製品のリサイクル率何パーセントであるか？日本ではプラスチック製品のリサイクル率何パーセントであるか？    

     

②日本ではリサイクルできないプラスチッ②日本ではリサイクルできないプラスチッ②日本ではリサイクルできないプラスチッ②日本ではリサイクルできないプラスチック製品の行方はどこに行ったのか？ク製品の行方はどこに行ったのか？ク製品の行方はどこに行ったのか？ク製品の行方はどこに行ったのか？        

    ◆「焼却」「埋立」されます。 
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３０３０３０３０１１１１．．．．①①①①プラスチック製品が出来るまでプラスチック製品が出来るまでプラスチック製品が出来るまでプラスチック製品が出来るまで    

◆２９５２９５２９５２９５を参照してください。 

②②②②プラスチックの性質を知りたい。プラスチックの性質を知りたい。プラスチックの性質を知りたい。プラスチックの性質を知りたい。        

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

３０３０３０３０２２２２．今までのペットボトルよりもつぶしやすいものを使用したコカ・コーラ社の．今までのペットボトルよりもつぶしやすいものを使用したコカ・コーラ社の．今までのペットボトルよりもつぶしやすいものを使用したコカ・コーラ社の．今までのペットボトルよりもつぶしやすいものを使用したコカ・コーラ社の「いろはす」は分「いろはす」は分「いろはす」は分「いろはす」は分    

別とは違ったアプローチで環境に対応しているので、斬新で面白い。別とは違ったアプローチで環境に対応しているので、斬新で面白い。別とは違ったアプローチで環境に対応しているので、斬新で面白い。別とは違ったアプローチで環境に対応しているので、斬新で面白い。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３０３０３０３０３３３３．私の住んでいる杉並区ではプラスチックも燃えるゴミと同じようにもやしているのですが、ち．私の住んでいる杉並区ではプラスチックも燃えるゴミと同じようにもやしているのですが、ち．私の住んでいる杉並区ではプラスチックも燃えるゴミと同じようにもやしているのですが、ち．私の住んでいる杉並区ではプラスチックも燃えるゴミと同じようにもやしているのですが、ち    

ゃんと燃えるゴミと分別している区もあります。どちらが正しいのか疑問でゃんと燃えるゴミと分別している区もあります。どちらが正しいのか疑問でゃんと燃えるゴミと分別している区もあります。どちらが正しいのか疑問でゃんと燃えるゴミと分別している区もあります。どちらが正しいのか疑問です。す。す。す。    

    ◆リサイクルの手法を学んで、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクル、マテリアルリサイ 

クルされた商品の有用性、有効性、全体の経済性を考えてみてください。 

３０３０３０３０４４４４．プラスチックのリサイクルはどのような過程を踏んでいるのかが気になります．プラスチックのリサイクルはどのような過程を踏んでいるのかが気になります．プラスチックのリサイクルはどのような過程を踏んでいるのかが気になります．プラスチックのリサイクルはどのような過程を踏んでいるのかが気になります    

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３０３０３０３０５５５５．プラスチックのリサイクルするのは重要だと言われていますが、燃やすと大気に悪いし、埋め．プラスチックのリサイクルするのは重要だと言われていますが、燃やすと大気に悪いし、埋め．プラスチックのリサイクルするのは重要だと言われていますが、燃やすと大気に悪いし、埋め．プラスチックのリサイクルするのは重要だと言われていますが、燃やすと大気に悪いし、埋め    

ると土に悪影響に与えるので、いま、一体どういうしていますかると土に悪影響に与えるので、いま、一体どういうしていますかると土に悪影響に与えるので、いま、一体どういうしていますかると土に悪影響に与えるので、いま、一体どういうしていますか        

◆燃やしても問題はありません。「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf   

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３０３０３０３０６６６６．ペットボトルの蓋は捨てる時に分ける必要があるのか．ペットボトルの蓋は捨てる時に分ける必要があるのか．ペットボトルの蓋は捨てる時に分ける必要があるのか．ペットボトルの蓋は捨てる時に分ける必要があるのか？ 

    ◆「環境意識」を高めるといった点では効果があるかもしれませんが、経済性はありません。 

「意識」だけの問題ならもっと他の方法があると思います。 

    ◆キャップ１個の重さは約３ｇ（ポリプロピレン製）、４００個１０円でリサイクル業者（以下 

     業者）が引き取るという、これすなわち８．３３円／ｋｇ。通常再商品化されたＰＰ樹脂の 

ようなものは３０円／ｋｇで取引される。業者の手取りは、３０－８．３３＝２１．６７円 

／ｋｇ。 

これで、人件費、設備費、管理費、輸送費、利益を確保しなければならない。 

４５リットルの家庭用ごみ袋に約２，５００個入る。→７．５ｋｇ、ごみ袋が１０袋、目の

前にあるとイメージしていただくと相当集まったなと感じてしまう。しかし重量は７５ｋｇ。 

和歌山の小学校で４５リットル入りごみ袋２３袋分集め寄付したという記事があったが、こ 

れを２トン車で運んだ輸送費は、チャーター料金２０，０００円として、２３袋では１７２． 

５ｋｇ、したがって１１５．９円／ｋｇの輸送費につく？？？。 
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（一般的なＰＰ樹脂は１８０～２００円／ｋｇですよ） 

ちなみに、和歌山の小学校は２３袋集めて１，４３７．５円分寄付したことになる。 

３０３０３０３０７７７７．．．．①①①①以前テレビでごみの問題が取り上げられていたときにプラスチックには多くの種類があり、以前テレビでごみの問題が取り上げられていたときにプラスチックには多くの種類があり、以前テレビでごみの問題が取り上げられていたときにプラスチックには多くの種類があり、以前テレビでごみの問題が取り上げられていたときにプラスチックには多くの種類があり、    

種類によってリサイクルできるプラスチックと出来ないものがあるということを知ったが、種類によってリサイクルできるプラスチックと出来ないものがあるということを知ったが、種類によってリサイクルできるプラスチックと出来ないものがあるということを知ったが、種類によってリサイクルできるプラスチックと出来ないものがあるということを知ったが、

プラスチックにはどれぐらいの種類がありそれはどのような製品に使われているのか？プラスチックにはどれぐらいの種類がありそれはどのような製品に使われているのか？プラスチックにはどれぐらいの種類がありそれはどのような製品に使われているのか？プラスチックにはどれぐらいの種類がありそれはどのような製品に使われているのか？    

    ◆主なプラスチックだけでも優に１００種類は超えます。 

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

②②②②世界では一日にどれぐらいのプラスチック製品が消費され、そのうちのどれぐらいが再利用世界では一日にどれぐらいのプラスチック製品が消費され、そのうちのどれぐらいが再利用世界では一日にどれぐらいのプラスチック製品が消費され、そのうちのどれぐらいが再利用世界では一日にどれぐらいのプラスチック製品が消費され、そのうちのどれぐらいが再利用    

されているのか？されているのか？されているのか？されているのか？    

⇒ 年間データ http://www.jpif.gr.jp/5topics/conts/world3_c.htm 

        

③③③③また、プラスチックのリサイクルは、実際に環境へ良い影響というものを与えているのか？また、プラスチックのリサイクルは、実際に環境へ良い影響というものを与えているのか？また、プラスチックのリサイクルは、実際に環境へ良い影響というものを与えているのか？また、プラスチックのリサイクルは、実際に環境へ良い影響というものを与えているのか？    

◆リサイクルの手法を学んで、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクル、マテリアルリサ 

 イクルされた商品の有用性、有効性、全体の経済性を考えてみてください。 

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

３３３３０８０８０８０８．プラッスチックをリサイクルする．プラッスチックをリサイクルする．プラッスチックをリサイクルする．プラッスチックをリサイクルすることのコストのほうが新しいプラスチックを作ることよりもことのコストのほうが新しいプラスチックを作ることよりもことのコストのほうが新しいプラスチックを作ることよりもことのコストのほうが新しいプラスチックを作ることよりも    

コストがかかるような気がするがそれに関してはどうなのだろうか？コストがかかるような気がするがそれに関してはどうなのだろうか？コストがかかるような気がするがそれに関してはどうなのだろうか？コストがかかるような気がするがそれに関してはどうなのだろうか？    

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えま 

す。マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラス

チックには戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありま

すが、この場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンと

ははるかにかけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 
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      プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３３３３０９０９０９０９．プラスティック製品をリサイクルする際に出る有害物質やコストを考えた際、再利用と製品作．プラスティック製品をリサイクルする際に出る有害物質やコストを考えた際、再利用と製品作．プラスティック製品をリサイクルする際に出る有害物質やコストを考えた際、再利用と製品作．プラスティック製品をリサイクルする際に出る有害物質やコストを考えた際、再利用と製品作    

成ではどちらがいいのか？私たちは成ではどちらがいいのか？私たちは成ではどちらがいいのか？私たちは成ではどちらがいいのか？私たちはプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製品やその再利用品に囲まれているというこ製品やその再利用品に囲まれているというこ製品やその再利用品に囲まれているというこ製品やその再利用品に囲まれているというこ    

とを再認識した。服などにもそれらが使われているケースがあるとを再認識した。服などにもそれらが使われているケースがあるとを再認識した。服などにもそれらが使われているケースがあるとを再認識した。服などにもそれらが使われているケースがある    

◆燃やしても問題はありません。「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf   

◆３１０３１０３１０３１０を参照してください。 

◆プラスチック容器では、ほとんど「再利用（リユース）」はありません。「リサイクル」 

であれば、マテリアルリサイクルの方法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf Ｐ１８ 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

  ◆ここで、おさらいをしておきましょう。３Ｒの意味をはっきりとしておいてください。 

        

出展 ⇒ http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/outline.html 
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    よく「衣服のリサイクルショップ」などと言われますが、正しくは「リユースショップ」なん 

ですよ。 

３１３１３１３１００００．プラスチックはそのまま廃棄しても自然に還ることができない物質であると思うが、プラスチ．プラスチックはそのまま廃棄しても自然に還ることができない物質であると思うが、プラスチ．プラスチックはそのまま廃棄しても自然に還ることができない物質であると思うが、プラスチ．プラスチックはそのまま廃棄しても自然に還ることができない物質であると思うが、プラスチ    

ックをリサイクルするにはエネルギーをたくさん使うことになると思う。プラスチックはリサックをリサイクルするにはエネルギーをたくさん使うことになると思う。プラスチックはリサックをリサイクルするにはエネルギーをたくさん使うことになると思う。プラスチックはリサックをリサイクルするにはエネルギーをたくさん使うことになると思う。プラスチックはリサ    

イクルするのと廃棄処分をするのとでは、どちらが環境に悪くないと言えるのか？イクルするのと廃棄処分をするのとでは、どちらが環境に悪くないと言えるのか？イクルするのと廃棄処分をするのとでは、どちらが環境に悪くないと言えるのか？イクルするのと廃棄処分をするのとでは、どちらが環境に悪くないと言えるのか？    

   ◆ここにいう廃棄処分は「埋立処分」と思います。こちらは「埋立地」の確保の問題があります。 

    ケミカルリサイクルが処理能力、経済性からも優れていると思います。また、サーマルリサイ 

クルも「ごみ発電」等を考えますと有効な手法と考えます。 

次のグラフは、環境省の最終処分場の残余容量と残余年数。 

⇒ www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/h21/data/disposal.doc  

          

 

３１３１３１３１１１１１．プ．プ．プ．プラスチックを燃やすと有害物質がでるのなら、プラスチックの利点を残した代替品はあるのラスチックを燃やすと有害物質がでるのなら、プラスチックの利点を残した代替品はあるのラスチックを燃やすと有害物質がでるのなら、プラスチックの利点を残した代替品はあるのラスチックを燃やすと有害物質がでるのなら、プラスチックの利点を残した代替品はあるの    

だろうか、またあるのならそちらへの移行は可能であるのか。だろうか、またあるのならそちらへの移行は可能であるのか。だろうか、またあるのならそちらへの移行は可能であるのか。だろうか、またあるのならそちらへの移行は可能であるのか。    

◆燃やしても問題はありません。「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf   

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミカ 

ルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  
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⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３１３１３１３１２２２２．プラチック（ペットボトル等）を再利用して作られたセーターが販売されているのを見たこと．プラチック（ペットボトル等）を再利用して作られたセーターが販売されているのを見たこと．プラチック（ペットボトル等）を再利用して作られたセーターが販売されているのを見たこと．プラチック（ペットボトル等）を再利用して作られたセーターが販売されているのを見たこと    

があるが、捨てられたブラスチックの何％がこのセーターのように再利用されているのか疑問があるが、捨てられたブラスチックの何％がこのセーターのように再利用されているのか疑問があるが、捨てられたブラスチックの何％がこのセーターのように再利用されているのか疑問があるが、捨てられたブラスチックの何％がこのセーターのように再利用されているのか疑問    

に思いました。に思いました。に思いました。に思いました。    

◆ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会によるデータです。 

   

３１３１３１３１３３３３．生分解性プラスチックが開発されているのは昔からだが、実際は現代社会への普及は進んでい．生分解性プラスチックが開発されているのは昔からだが、実際は現代社会への普及は進んでい．生分解性プラスチックが開発されているのは昔からだが、実際は現代社会への普及は進んでい．生分解性プラスチックが開発されているのは昔からだが、実際は現代社会への普及は進んでい    

ないように思える。その原因はもともとのプラスチックの利点でもあった強度が不足しているないように思える。その原因はもともとのプラスチックの利点でもあった強度が不足しているないように思える。その原因はもともとのプラスチックの利点でもあった強度が不足しているないように思える。その原因はもともとのプラスチックの利点でもあった強度が不足している    

ことであろう。だが、普通のプラスチックでは完全にリサイクルをすることも難しく、さらにことであろう。だが、普通のプラスチックでは完全にリサイクルをすることも難しく、さらにことであろう。だが、普通のプラスチックでは完全にリサイクルをすることも難しく、さらにことであろう。だが、普通のプラスチックでは完全にリサイクルをすることも難しく、さらに    

リサイクルにもコストがかかる。生分解性プラスチックにも完全生分解性と半生分解性プラスリサイクルにもコストがかかる。生分解性プラスチックにも完全生分解性と半生分解性プラスリサイクルにもコストがかかる。生分解性プラスチックにも完全生分解性と半生分解性プラスリサイクルにもコストがかかる。生分解性プラスチックにも完全生分解性と半生分解性プラス    

チックがあり、後者に関しては完全に分解されることもないので、その後の環境への影響も十チックがあり、後者に関しては完全に分解されることもないので、その後の環境への影響も十チックがあり、後者に関しては完全に分解されることもないので、その後の環境への影響も十チックがあり、後者に関しては完全に分解されることもないので、その後の環境への影響も十    

分に検証されているとは言い難い。故に現代社会で完全に浸透しているプラスチッ分に検証されているとは言い難い。故に現代社会で完全に浸透しているプラスチッ分に検証されているとは言い難い。故に現代社会で完全に浸透しているプラスチッ分に検証されているとは言い難い。故に現代社会で完全に浸透しているプラスチックだが、こクだが、こクだが、こクだが、こ    

れからもその技術は高めていく必要があると思われる。れからもその技術は高めていく必要があると思われる。れからもその技術は高めていく必要があると思われる。れからもその技術は高めていく必要があると思われる。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３１３１３１３１４４４４．プラスチックでとうもろこし由来などのものがある（電池の包装ケースなど）が、これはエコ．プラスチックでとうもろこし由来などのものがある（電池の包装ケースなど）が、これはエコ．プラスチックでとうもろこし由来などのものがある（電池の包装ケースなど）が、これはエコ．プラスチックでとうもろこし由来などのものがある（電池の包装ケースなど）が、これはエコ    

にどれくらい役立っているのだろうか。また、ほかにどんなエコに結び付く新開発があるか気にどれくらい役立っているのだろうか。また、ほかにどんなエコに結び付く新開発があるか気にどれくらい役立っているのだろうか。また、ほかにどんなエコに結び付く新開発があるか気にどれくらい役立っているのだろうか。また、ほかにどんなエコに結び付く新開発があるか気    

になります。になります。になります。になります。    

   ◆日本バイオプラスチック協会 グリーンプラ（生分解性プラスチック）参照してください。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/gp/gp_material.htm 
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   ◆日本では石油由来の汎用プラスチックに比し、生分解性プラスチックは割高であること、その 

製品の廃棄物処理のためのコンポスト施設が普及していないなどの理由から、海外と比べ遅れ 

ています。 

３１３１３１３１５５５５．．．．""""プラスチックという分別項目をあまり見なくなった。その代わりにペットボトルという項目がプラスチックという分別項目をあまり見なくなった。その代わりにペットボトルという項目がプラスチックという分別項目をあまり見なくなった。その代わりにペットボトルという項目がプラスチックという分別項目をあまり見なくなった。その代わりにペットボトルという項目が    

できたように思われる。できたように思われる。できたように思われる。できたように思われる。    

実際に杉並区ではプラスチックはペットボトル以外「可燃ごみ」として扱われいる。実際に杉並区ではプラスチックはペットボトル以外「可燃ごみ」として扱われいる。実際に杉並区ではプラスチックはペットボトル以外「可燃ごみ」として扱われいる。実際に杉並区ではプラスチックはペットボトル以外「可燃ごみ」として扱われいる。    

上記のアンケートでもプラスチックのリサイクルについても触れているが、実際多くの人が思上記のアンケートでもプラスチックのリサイクルについても触れているが、実際多くの人が思上記のアンケートでもプラスチックのリサイクルについても触れているが、実際多くの人が思上記のアンケートでもプラスチックのリサイクルについても触れているが、実際多くの人が思    

い浮かべるのはペットボトルのリサイクルのことではないかと私は考える。い浮かべるのはペットボトルのリサイクルのことではないかと私は考える。い浮かべるのはペットボトルのリサイクルのことではないかと私は考える。い浮かべるのはペットボトルのリサイクルのことではないかと私は考える。""""        

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３１３１３１３１６６６６．なんで燃やすと体に悪いのですか？．なんで燃やすと体に悪いのですか？．なんで燃やすと体に悪いのですか？．なんで燃やすと体に悪いのですか？    

◆燃やす、即ち酸素との結合ですから、密閉状態では酸欠の問題などが生じます。水でも大量に 

飲めば有害ですね。基本的には、焼却設備等では、きっちりと管理されていますので、燃やし 

ても問題はありません。「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３１３１３１３１７７７７．プラスチックは原油を原料としているが、その原油には限りがあると思います。そこで原油に．プラスチックは原油を原料としているが、その原油には限りがあると思います。そこで原油に．プラスチックは原油を原料としているが、その原油には限りがあると思います。そこで原油に．プラスチックは原油を原料としているが、その原油には限りがあると思います。そこで原油に    

代わる原料で代わる原料で代わる原料で代わる原料でプラスチックに最適なものはないのだろうか？プラスチックに最適なものはないのだろうか？プラスチックに最適なものはないのだろうか？プラスチックに最適なものはないのだろうか？    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３３３３１８１８１８１８．ペットボトルを捨てる時に蓋と本体を分別しているごみ箱があるが、同じプラスチックなのに．ペットボトルを捨てる時に蓋と本体を分別しているごみ箱があるが、同じプラスチックなのに．ペットボトルを捨てる時に蓋と本体を分別しているごみ箱があるが、同じプラスチックなのに．ペットボトルを捨てる時に蓋と本体を分別しているごみ箱があるが、同じプラスチックなのに    

なぜ分別する必要があるのか。なぜ分別する必要があるのか。なぜ分別する必要があるのか。なぜ分別する必要があるのか。                    

また、プラスチックによってどのように処理の仕方が違うのか。また、プラスチックによってどのように処理の仕方が違うのか。また、プラスチックによってどのように処理の仕方が違うのか。また、プラスチックによってどのように処理の仕方が違うのか。 

◆材質が違うからです。ペットボトル本体はポリエチレンテレフタレートですが、ラベルはポリ 

プロピレン製やポリスチレン製などがあります。ちなみにキャップはポリプロピレン製とポリ 

エチレン製があります。 

ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会ＨＰ ⇒ http://www.petbottle-rec.gr.jp/qanda/sec3.html 
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  ◆ペットボトルは、消費者にとっても見分けがつきやすく、量的にもまとまっており、リサイクル 

材を使う用途（繊維等）があるから、一般的なプラスチックと分けているのです。 

   

３３３３１９１９１９１９．年間でどれくらいのプラスチックが使われているのか知りたい。また、プラスチックに代わる．年間でどれくらいのプラスチックが使われているのか知りたい。また、プラスチックに代わる．年間でどれくらいのプラスチックが使われているのか知りたい。また、プラスチックに代わる．年間でどれくらいのプラスチックが使われているのか知りたい。また、プラスチックに代わる    

素材があれば知りたい。素材があれば知りたい。素材があれば知りたい。素材があれば知りたい。    

   ◆日本プラスチック工業連盟「目で見るプラスチック統計」 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/toukei_c.htm 
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◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。他の素材という意味では、元の、金属、アルミ、ガラス、紙等があります。 

３３３３２２２２００００．．．．①①①①コカコーラが提供している、いろはすのペットボトルには驚きました。コカコーラが提供している、いろはすのペットボトルには驚きました。コカコーラが提供している、いろはすのペットボトルには驚きました。コカコーラが提供している、いろはすのペットボトルには驚きました。    

あれによってわずかながら一般大衆に対して、エコの意識が出てきたと思う。一種のあれによってわずかながら一般大衆に対して、エコの意識が出てきたと思う。一種のあれによってわずかながら一般大衆に対して、エコの意識が出てきたと思う。一種のあれによってわずかながら一般大衆に対して、エコの意識が出てきたと思う。一種の CSRCSRCSRCSR 活動活動活動活動

なのだろうなと感じました。なのだろうなと感じました。なのだろうなと感じました。なのだろうなと感じました。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

②②②②また、疑問点としては、プラスチックは原油でしか製造はできないのですか？また、疑問点としては、プラスチックは原油でしか製造はできないのですか？また、疑問点としては、プラスチックは原油でしか製造はできないのですか？また、疑問点としては、プラスチックは原油でしか製造はできないのですか？    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３２３２３２３２１１１１．．．．①①①①プラスチックが世に普及し始めた頃と現在では製造工程、材質（原油の比率など）等に変化プラスチックが世に普及し始めた頃と現在では製造工程、材質（原油の比率など）等に変化プラスチックが世に普及し始めた頃と現在では製造工程、材質（原油の比率など）等に変化プラスチックが世に普及し始めた頃と現在では製造工程、材質（原油の比率など）等に変化    

                    があったのか。があったのか。があったのか。があったのか。    

            ◆ナフサを分解してエチレン、プロピレンなどを取り出す工程の基本的なプロセスは変わってい 
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ません。エチレンとプロピレンの収率を変える触媒技術の導入、ナフサ以外にＬＰＧ、重質Ｎ 

ＧＬ、粗製灯軽油等の切り込み等マイナーチェンジといったところです。 

一方、プラスチック製造、即ちポリマー製造は大きく工程が変わっているものもあります。 

ポリプロピレンの製造工程の変遷は、第一世代（脱灰･脱 AP）、第二世代（無脱灰･脱 AP, 無溶 

媒）、第三世代（無脱灰･無脱 AP）の三世代に区分されるように変わってきております。プラン 

トの設置スペースのコンパクト化、省エネ等を踏まえて変遷してきていると考えてください。 

当初、ポリエチレンでは、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）と高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ） 

の二種類でいたが、リニア低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）が主流となってくるなど大き 

く変貌しています。 

②②②②現在では焼却技術が向上したため、ビニールは燃えるごみとして扱ってもよいそうだが、プ現在では焼却技術が向上したため、ビニールは燃えるごみとして扱ってもよいそうだが、プ現在では焼却技術が向上したため、ビニールは燃えるごみとして扱ってもよいそうだが、プ現在では焼却技術が向上したため、ビニールは燃えるごみとして扱ってもよいそうだが、プ    

ラスチックはどうなのか。ラスチックはどうなのか。ラスチックはどうなのか。ラスチックはどうなのか。""""    

◆まず、質問にありますように袋状のレジ袋などを「ビニール」、あるいは「ビニール袋」とよ 

く言われますが、本来は、ビニール＝ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）（塩ビ、と略して呼ぶことも） 

を意味しますが、昔、塩ビ製のプラスチックの袋が作られていたので、その名残でこう呼ぶ人 

が多いようです。今は、実はポリエチレン製やポリプロピレン製が主流です。「ポリ袋」と呼 

ぶのがふさわしいと思います。ＰＶＣ製の袋があったその名残です。（関西では「ナイロン」 

とか「ナイロン袋」と呼ぶ方がいまだにいらっしゃいます）逆に、プラスチック消しゴム（プ 

ラけし）は、昔ゴムが使われていたのですが、今は、ＰＶＣ製に変わりましたが、プラスチッ 

ク消しゴムと呼ばれています。 

３２３２３２３２２２２２．私たちの身の回りを見渡してみると、至るところにプラスチックが使用され．私たちの身の回りを見渡してみると、至るところにプラスチックが使用され．私たちの身の回りを見渡してみると、至るところにプラスチックが使用され．私たちの身の回りを見渡してみると、至るところにプラスチックが使用されていることがわかていることがわかていることがわかていることがわか    

りますが、環境状況の改善のためには利用数を減らさなければならないと思います。りますが、環境状況の改善のためには利用数を減らさなければならないと思います。りますが、環境状況の改善のためには利用数を減らさなければならないと思います。りますが、環境状況の改善のためには利用数を減らさなければならないと思います。    

しかし、中にはプラスチックではないと対応できないような場合もあり、プラスチックを完全しかし、中にはプラスチックではないと対応できないような場合もあり、プラスチックを完全しかし、中にはプラスチックではないと対応できないような場合もあり、プラスチックを完全しかし、中にはプラスチックではないと対応できないような場合もあり、プラスチックを完全    

になくすことも不可能だと思います。そこで、環境にも優しく、プラスチックの代替品となるになくすことも不可能だと思います。そこで、環境にも優しく、プラスチックの代替品となるになくすことも不可能だと思います。そこで、環境にも優しく、プラスチックの代替品となるになくすことも不可能だと思います。そこで、環境にも優しく、プラスチックの代替品となる    

ようなモノの研究は進められてきているのか気になります。ようなモノの研究は進められてきているのか気になります。ようなモノの研究は進められてきているのか気になります。ようなモノの研究は進められてきているのか気になります。    

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

３２３２３２３２３３３３．プラスチックの原料のほとんどは原油と聞くが、仮に石油が枯渇した場合、プラスチックの原．プラスチックの原料のほとんどは原油と聞くが、仮に石油が枯渇した場合、プラスチックの原．プラスチックの原料のほとんどは原油と聞くが、仮に石油が枯渇した場合、プラスチックの原．プラスチックの原料のほとんどは原油と聞くが、仮に石油が枯渇した場合、プラスチックの原    

料である石油の代用となる原料はあるのか？もし代用となる物質があるなら、どうやってプラ料である石油の代用となる原料はあるのか？もし代用となる物質があるなら、どうやってプラ料である石油の代用となる原料はあるのか？もし代用となる物質があるなら、どうやってプラ料である石油の代用となる原料はあるのか？もし代用となる物質があるなら、どうやってプラ    

スチックへ加工するのか？スチックへ加工するのか？スチックへ加工するのか？スチックへ加工するのか？    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 
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さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

   ◆サトウキビ由来のポリエチレンの製造過程(資生堂ＨＰより引用) 

      

 

    ◆ミドリムシからのバイオプラ製造工程（産総研ＨＰより引用） 

         

３２３２３２３２４４４４．再利用された場合、何になるのか。．再利用された場合、何になるのか。．再利用された場合、何になるのか。．再利用された場合、何になるのか。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 
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各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３２３２３２３２５５５５．プラスチックは．プラスチックは．プラスチックは．プラスチックは便利で身近なものではあるが実際はどういったものなのかわからない部分もあ便利で身近なものではあるが実際はどういったものなのかわからない部分もあ便利で身近なものではあるが実際はどういったものなのかわからない部分もあ便利で身近なものではあるが実際はどういったものなのかわからない部分もあ    

る。る。る。る。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３２３２３２３２６６６６．．．．①①①①プラスチックを再利用可能なものとするためにかかる費用はどのくらいか。プラスチックを再利用可能なものとするためにかかる費用はどのくらいか。プラスチックを再利用可能なものとするためにかかる費用はどのくらいか。プラスチックを再利用可能なものとするためにかかる費用はどのくらいか。    

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えま 

す。マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラス

チックには戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありま

すが、この場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンと

ははるかにかけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 

      

      プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

②②②②また原油がなくなったらプラスチックそのものがなくなり、プラスチックの代わりとなるもまた原油がなくなったらプラスチックそのものがなくなり、プラスチックの代わりとなるもまた原油がなくなったらプラスチックそのものがなくなり、プラスチックの代わりとなるもまた原油がなくなったらプラスチックそのものがなくなり、プラスチックの代わりとなるも    

のがあるのか。のがあるのか。のがあるのか。のがあるのか。    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

③③③③実際プラスチックを燃やすことによって地球にどれくらいの影響があるのか。実際プラスチックを燃やすことによって地球にどれくらいの影響があるのか。実際プラスチックを燃やすことによって地球にどれくらいの影響があるのか。実際プラスチックを燃やすことによって地球にどれくらいの影響があるのか。        

            ◆メリット・ディメリット両面があります。埋立による自然環境破壊の回避、エネルギー回収、 
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地球温暖化ガスの発生等考えてみてください。 

⑤ 現在のプラスチック再利用率。現在のプラスチック再利用率。現在のプラスチック再利用率。現在のプラスチック再利用率。     

 

３３３３２７２７２７２７．①３．①３．①３．①３DDDD プリンターに使われる手頃な材料であるため、最近は消費量が増えている。プリンターに使われる手頃な材料であるため、最近は消費量が増えている。プリンターに使われる手頃な材料であるため、最近は消費量が増えている。プリンターに使われる手頃な材料であるため、最近は消費量が増えている。    

紙を挟むファイルが一番身近なプラスチックであると紙を挟むファイルが一番身近なプラスチックであると紙を挟むファイルが一番身近なプラスチックであると紙を挟むファイルが一番身近なプラスチックであると思う。思う。思う。思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

    

②以前、豆腐のケースを誤ってガスコンロであぶってしまったが、黒いススと異臭がした。換②以前、豆腐のケースを誤ってガスコンロであぶってしまったが、黒いススと異臭がした。換②以前、豆腐のケースを誤ってガスコンロであぶってしまったが、黒いススと異臭がした。換②以前、豆腐のケースを誤ってガスコンロであぶってしまったが、黒いススと異臭がした。換    

    気にしばらく時間がかかった。気にしばらく時間がかかった。気にしばらく時間がかかった。気にしばらく時間がかかった。    

   ◆黒いススと異臭ということから、この豆腐ケースはポリスチレン製と考えられます。ポリスチ 

レンは、発泡スチロール製の魚箱やプラモデルなどに使われます。家電製品にも使われていま 

す。 

３３３３２８２８２８２８．最近は見た目でプラスチックなのかわからないことが多いと思います。．最近は見た目でプラスチックなのかわからないことが多いと思います。．最近は見た目でプラスチックなのかわからないことが多いと思います。．最近は見た目でプラスチックなのかわからないことが多いと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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３２３２３２３２９９９９．どうやって作っているのか疑問です．どうやって作っているのか疑問です．どうやって作っているのか疑問です．どうやって作っているのか疑問です。 

 

３３３３３３３３００００．．．．    様々な製品にプラスチックが利用されて様々な製品にプラスチックが利用されて様々な製品にプラスチックが利用されて様々な製品にプラスチックが利用されているが、その原料である原油が不足したらどのよういるが、その原料である原油が不足したらどのよういるが、その原料である原油が不足したらどのよういるが、その原料である原油が不足したらどのよう    

な代替品が考えられるのか？な代替品が考えられるのか？な代替品が考えられるのか？な代替品が考えられるのか？    
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◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３３３３３３３３１１１１．現在、プラスチックといえば様々な商品包装や保存手段として用いられているが、やはりゴミ．現在、プラスチックといえば様々な商品包装や保存手段として用いられているが、やはりゴミ．現在、プラスチックといえば様々な商品包装や保存手段として用いられているが、やはりゴミ．現在、プラスチックといえば様々な商品包装や保存手段として用いられているが、やはりゴミ    

問題やリサイクルに関する問題も依然としてあげられてるためこれからはデメリットに対して問題やリサイクルに関する問題も依然としてあげられてるためこれからはデメリットに対して問題やリサイクルに関する問題も依然としてあげられてるためこれからはデメリットに対して問題やリサイクルに関する問題も依然としてあげられてるためこれからはデメリットに対して    

も深く考える必要があるのではないか。も深く考える必要があるのではないか。も深く考える必要があるのではないか。も深く考える必要があるのではないか。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３３３３３３３３２２２２．プラスチックといわれて思ったのがキャップの別回収である。大学などでも実施されており、．プラスチックといわれて思ったのがキャップの別回収である。大学などでも実施されており、．プラスチックといわれて思ったのがキャップの別回収である。大学などでも実施されており、．プラスチックといわれて思ったのがキャップの別回収である。大学などでも実施されており、    

身近にエコを感じる製品であると思う。身近にエコを感じる製品であると思う。身近にエコを感じる製品であると思う。身近にエコを感じる製品であると思う。    

◆ムード的なものだけで「エコ」と判断しないで、本当に「エコ」なのか考えてください。 

◆キャップ１個の重さは約３ｇ（ポリプロピレン製）、４００個１０円でリサイクル業者（以下 

    業者）が引き取るという、これすなわち８．３３円／ｋｇ。通常再商品化されたＰＰ樹脂の 

ようなものは３０円／ｋｇで取引される。業者の手取りは、３０－８．３３＝２１．６７円 

／ｋｇ。 

これで、人件費、設備費、管理費、輸送費、利益を確保しなければならない。 

４５リットルの家庭用ごみ袋に約２，５００個入る。→７．５ｋｇ、ごみ袋が１０袋、目の前 

にあるとイメージしていただくと相当集まったなと感じてしまう。しかし重量は７５ｋｇ。 

和歌山の小学校で４５リットル入りごみ袋２３袋分集め寄付したという記事があったが、こ 

れを２トン車で運んだ輸送費は、チャーター料金２０，０００円として、２３袋では１７２． 

５ｋｇ、したがって１１５．９円／ｋｇの輸送費につく？？？。 

（一般的なＰＰ樹脂は１８０～２００円／ｋｇですよ） 

ちなみに、和歌山の小学校は２３袋集めて１，４３７．５円分寄付したことになる。 

３３３３３３３３３３３３．実際プラスチックのごみはどういうふうに処理しているのかをよくわからない。毎週プラスチ．実際プラスチックのごみはどういうふうに処理しているのかをよくわからない。毎週プラスチ．実際プラスチックのごみはどういうふうに処理しているのかをよくわからない。毎週プラスチ．実際プラスチックのごみはどういうふうに処理しているのかをよくわからない。毎週プラスチ    

ックのごみは細かく分類しているが、本当にそこまで必要あるのかなと時々疑問を持つこともックのごみは細かく分類しているが、本当にそこまで必要あるのかなと時々疑問を持つこともックのごみは細かく分類しているが、本当にそこまで必要あるのかなと時々疑問を持つこともックのごみは細かく分類しているが、本当にそこまで必要あるのかなと時々疑問を持つことも    

ある。ある。ある。ある。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３３３３３３３３４４４４．最近は環境に配慮したペットボトル容器を売りにする飲料なども出ていますが、本当に環境に．最近は環境に配慮したペットボトル容器を売りにする飲料なども出ていますが、本当に環境に．最近は環境に配慮したペットボトル容器を売りにする飲料なども出ていますが、本当に環境に．最近は環境に配慮したペットボトル容器を売りにする飲料なども出ていますが、本当に環境に    

優しいのでしょうか。優しいのでしょうか。優しいのでしょうか。優しいのでしょうか。    

◆疑問を持つことが第一歩です。 
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プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３３３３３３３３５５５５．．．．①①①①プラスチックに代わる素材があるのか？（代替品としてなにが使えるのか？）プラスチックに代わる素材があるのか？（代替品としてなにが使えるのか？）プラスチックに代わる素材があるのか？（代替品としてなにが使えるのか？）プラスチックに代わる素材があるのか？（代替品としてなにが使えるのか？）    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

    

②②②②約何％がリサイクルされ何％が焼却され、何％が埋め立てられているなど、プラスチックご約何％がリサイクルされ何％が焼却され、何％が埋め立てられているなど、プラスチックご約何％がリサイクルされ何％が焼却され、何％が埋め立てられているなど、プラスチックご約何％がリサイクルされ何％が焼却され、何％が埋め立てられているなど、プラスチックご    

みのゆくえみのゆくえみのゆくえみのゆくえ    

    ◆２０１０年有効利用率は７７％。したがって残り２３％は単純焼却（１０％）または埋立 

（１３％）となっています。(３２５３２５３２５３２５⑤参照してください) 

    ③③③③改めて家の中を見てみると、プラスチックでできているものばかりだなと再認識した。改めて家の中を見てみると、プラスチックでできているものばかりだなと再認識した。改めて家の中を見てみると、プラスチックでできているものばかりだなと再認識した。改めて家の中を見てみると、プラスチックでできているものばかりだなと再認識した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

④④④④これだけ利便性があり、日常生活になくてはならないものとなったプラスチックを最初につこれだけ利便性があり、日常生活になくてはならないものとなったプラスチックを最初につこれだけ利便性があり、日常生活になくてはならないものとなったプラスチックを最初につこれだけ利便性があり、日常生活になくてはならないものとなったプラスチックを最初につ    

くったのはどこの誰か？くったのはどこの誰か？くったのはどこの誰か？くったのはどこの誰か？    

◆参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf    

⑤⑤⑤⑤プラスチックと一言でいってもたくさんあると思うのでどのような種類がどれくらいあるプラスチックと一言でいってもたくさんあると思うのでどのような種類がどれくらいあるプラスチックと一言でいってもたくさんあると思うのでどのような種類がどれくらいあるプラスチックと一言でいってもたくさんあると思うのでどのような種類がどれくらいある    

か？か？か？か？    

◆主なプラスチックだけでも優に１００種類は超えます。 

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

３３３３３３３３６６６６．プラスチックは製造段階で石油などのエネルギー資源を消費しますが、使用段階では、逆にエ．プラスチックは製造段階で石油などのエネルギー資源を消費しますが、使用段階では、逆にエ．プラスチックは製造段階で石油などのエネルギー資源を消費しますが、使用段階では、逆にエ．プラスチックは製造段階で石油などのエネルギー資源を消費しますが、使用段階では、逆にエ    

ネルギー資源の節約になりますか？ネルギー資源の節約になりますか？ネルギー資源の節約になりますか？ネルギー資源の節約になりますか？    

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３３３３３３３３７７７７．環境問題としては、鳥や海の生物が食べてしまったなどの話を聞くとき。．環境問題としては、鳥や海の生物が食べてしまったなどの話を聞くとき。．環境問題としては、鳥や海の生物が食べてしまったなどの話を聞くとき。．環境問題としては、鳥や海の生物が食べてしまったなどの話を聞くとき。    

前まではダイオキシンとかよく話題になったが、最近では聞かない。サランラップとかに「こ前まではダイオキシンとかよく話題になったが、最近では聞かない。サランラップとかに「こ前まではダイオキシンとかよく話題になったが、最近では聞かない。サランラップとかに「こ前まではダイオキシンとかよく話題になったが、最近では聞かない。サランラップとかに「こ    

の商品は発生させません」といった表示があるものもあるが・・・、ほかの商品ふくめプラスの商品は発生させません」といった表示があるものもあるが・・・、ほかの商品ふくめプラスの商品は発生させません」といった表示があるものもあるが・・・、ほかの商品ふくめプラスの商品は発生させません」といった表示があるものもあるが・・・、ほかの商品ふくめプラス    

チック業界全体のことはわからない。チック業界全体のことはわからない。チック業界全体のことはわからない。チック業界全体のことはわからない。    

プラスチックは自分の生活に必要不可欠だと思う。ただし、もっと再利用できる場面が増えれプラスチックは自分の生活に必要不可欠だと思う。ただし、もっと再利用できる場面が増えれプラスチックは自分の生活に必要不可欠だと思う。ただし、もっと再利用できる場面が増えれプラスチックは自分の生活に必要不可欠だと思う。ただし、もっと再利用できる場面が増えれ    

ばいいと思うし、エコバック活動などはもっと推進されるべきだと思う。ばいいと思うし、エコバック活動などはもっと推進されるべきだと思う。ばいいと思うし、エコバック活動などはもっと推進されるべきだと思う。ばいいと思うし、エコバック活動などはもっと推進されるべきだと思う。    
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◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３３３３３８３８３８３８．プラスチックと聞いたら高校のときに習った３．プラスチックと聞いたら高校のときに習った３．プラスチックと聞いたら高校のときに習った３．プラスチックと聞いたら高校のときに習った３RRRR を思い出しました。を思い出しました。を思い出しました。を思い出しました。    

また、大学のゼミ活動で工場見学をすることが多く、プラスチックにリサイクルする事例をいまた、大学のゼミ活動で工場見学をすることが多く、プラスチックにリサイクルする事例をいまた、大学のゼミ活動で工場見学をすることが多く、プラスチックにリサイクルする事例をいまた、大学のゼミ活動で工場見学をすることが多く、プラスチックにリサイクルする事例をい    

くつか目で見てきているので、環境に良いイメージです。くつか目で見てきているので、環境に良いイメージです。くつか目で見てきているので、環境に良いイメージです。くつか目で見てきているので、環境に良いイメージです。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３３３３３９３９３９３９．プラスチックは熱に弱いため高い温度の物を保管すると環境ホルモンが出る。人間の健康のた．プラスチックは熱に弱いため高い温度の物を保管すると環境ホルモンが出る。人間の健康のた．プラスチックは熱に弱いため高い温度の物を保管すると環境ホルモンが出る。人間の健康のた．プラスチックは熱に弱いため高い温度の物を保管すると環境ホルモンが出る。人間の健康のた    

めそれについてのプラスチックの代わりの解決策を考えなければならないと思う。めそれについてのプラスチックの代わりの解決策を考えなければならないと思う。めそれについてのプラスチックの代わりの解決策を考えなければならないと思う。めそれについてのプラスチックの代わりの解決策を考えなければならないと思う。    

また、地球の環境のためにはプラスチックのリサイクルも積極的に行なうべきだ。また、地球の環境のためにはプラスチックのリサイクルも積極的に行なうべきだ。また、地球の環境のためにはプラスチックのリサイクルも積極的に行なうべきだ。また、地球の環境のためにはプラスチックのリサイクルも積極的に行なうべきだ。    

   ◆イメージだけで判断しないように。正しく理解することから始めましょう。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３４３４３４３４００００．どうやって形状を変えるのか疑問に思った。またこの質問をぶつけられてから周りを見回すと、．どうやって形状を変えるのか疑問に思った。またこの質問をぶつけられてから周りを見回すと、．どうやって形状を変えるのか疑問に思った。またこの質問をぶつけられてから周りを見回すと、．どうやって形状を変えるのか疑問に思った。またこの質問をぶつけられてから周りを見回すと、    

プラスチック製品がたくさんあることに気がつき、いつごろからプラスチックは今のように多用プラスチック製品がたくさんあることに気がつき、いつごろからプラスチックは今のように多用プラスチック製品がたくさんあることに気がつき、いつごろからプラスチックは今のように多用プラスチック製品がたくさんあることに気がつき、いつごろからプラスチックは今のように多用    

されるようになったのか興味を持った。されるようになったのか興味を持った。されるようになったのか興味を持った。されるようになったのか興味を持った。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３４３４３４３４１１１１．私は以前スーパーでアルバイトをしていたのですが、包装に使われるプラスチックの量が非常．私は以前スーパーでアルバイトをしていたのですが、包装に使われるプラスチックの量が非常．私は以前スーパーでアルバイトをしていたのですが、包装に使われるプラスチックの量が非常．私は以前スーパーでアルバイトをしていたのですが、包装に使われるプラスチックの量が非常    

に多く感じたのを覚えています。一日でダンボールひと箱分は最低でも出ていたので世界レベに多く感じたのを覚えています。一日でダンボールひと箱分は最低でも出ていたので世界レベに多く感じたのを覚えています。一日でダンボールひと箱分は最低でも出ていたので世界レベに多く感じたのを覚えています。一日でダンボールひと箱分は最低でも出ていたので世界レベ    

ルでまた、私見ではありますが、日本は他国と比べて比較的多くのプラスチックを消費してルでまた、私見ではありますが、日本は他国と比べて比較的多くのプラスチックを消費してルでまた、私見ではありますが、日本は他国と比べて比較的多くのプラスチックを消費してルでまた、私見ではありますが、日本は他国と比べて比較的多くのプラスチックを消費していいいい    

るのではないでしょうか。るのではないでしょうか。るのではないでしょうか。るのではないでしょうか。    

◆日本プラスチック工業連盟「目で見るプラスチック統計」 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/toukei_c.htm 
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３４３４３４３４２２２２．．．．①①①①なぜ消しゴムとくっつくのか？なぜ消しゴムとくっつくのか？なぜ消しゴムとくっつくのか？なぜ消しゴムとくっつくのか？    

◆消しゴムは、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製です。昔はゴムが使われていたようです。そこで名前 

として残っているようです。良く「ビニール袋」といいますが実はポリエチレン製やポリプロピ 

レン製が主流です。消しゴムがポリ塩化ビニル製なのに消しゴムといわれ、ポリ袋がビニール袋 

と呼ばれたり、面白いですね。 

話が脱線しましたが、ＰＶＣは可塑剤（柔らかくするためにつかいます）が入っており、これが 

例えばポリスチレンなどで出来た定規や文房具類と長時間接触していると、移行してポリスチレ 

ンが溶けてくっついてしますのです。ポリスチレンは油などにも弱い性質の樹脂です。 

②原油以外からはつくれないのか？ 

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３４３４３４３４３３３３．．．．①①①①私たちが使っている有料袋やポットボトルなどが一体どのように処置されているか。私たちが使っている有料袋やポットボトルなどが一体どのように処置されているか。私たちが使っている有料袋やポットボトルなどが一体どのように処置されているか。私たちが使っている有料袋やポットボトルなどが一体どのように処置されているか。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

②②②②又はポットボトルには使い回数の制限はあるか。又はポットボトルには使い回数の制限はあるか。又はポットボトルには使い回数の制限はあるか。又はポットボトルには使い回数の制限はあるか。    

   ◆ペットボトルは「ワンウエー容器」です。基本的には使い終わったら適切に自治体の分別方法 

に従って処分してください。 

３４３４３４３４４４４４．．．．①①①①どのようにして作られているのかどのようにして作られているのかどのようにして作られているのかどのようにして作られているのか    

            ◆３２９３２９３２９３２９参照して下さい。 

②②②②主にどのような会社で生産されているのか主にどのような会社で生産されているのか主にどのような会社で生産されているのか主にどのような会社で生産されているのか    

◆こちらを見てください。 ⇒ http://www.jpca.or.jp/62ability/2p_olefin.htm 

 また、プラスチック原料を加工してプラスチック製品を作っている主な会社は日本ポリエチレン 

製品工業連合会の会員企業です。⇒ http://www.jpe.gr.jp/members.html 

③③③③リサイクルの方法リサイクルの方法リサイクルの方法リサイクルの方法    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

④④④④燃やすとどれほど有害なのか燃やすとどれほど有害なのか燃やすとどれほど有害なのか燃やすとどれほど有害なのか    

◆燃やす、即ち酸素との結合ですから、密閉状態では酸欠の問題などが生じます。水でも大量に 

飲めば有害ですね。基本的には、焼却設備等では、きっちりと管理されていますので、燃やし 

ても問題はありません。「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表  

稲葉 敦（工学院大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 
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http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３４３４３４３４５５５５．ただ私が知らないだけで、本当は環境にそこまで悪いというわけではないのかもしれません。．ただ私が知らないだけで、本当は環境にそこまで悪いというわけではないのかもしれません。．ただ私が知らないだけで、本当は環境にそこまで悪いというわけではないのかもしれません。．ただ私が知らないだけで、本当は環境にそこまで悪いというわけではないのかもしれません。    

いろはすみたいなペットボトルもあるなと思い、改良が進めばプラスチックはそこまで環境にいろはすみたいなペットボトルもあるなと思い、改良が進めばプラスチックはそこまで環境にいろはすみたいなペットボトルもあるなと思い、改良が進めばプラスチックはそこまで環境にいろはすみたいなペットボトルもあるなと思い、改良が進めばプラスチックはそこまで環境に    

悪いというものではなくなりそう。プラスチックは世の中からなくしたらけっこう不便なとこ悪いというものではなくなりそう。プラスチックは世の中からなくしたらけっこう不便なとこ悪いというものではなくなりそう。プラスチックは世の中からなくしたらけっこう不便なとこ悪いというものではなくなりそう。プラスチックは世の中からなくしたらけっこう不便なとこ    

ろも実際あると思う。ろも実際あると思う。ろも実際あると思う。ろも実際あると思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３４３４３４３４６６６６．再利用されるプラスチックはどのような過程を経て再利用され、どのようなものに作り替えら．再利用されるプラスチックはどのような過程を経て再利用され、どのようなものに作り替えら．再利用されるプラスチックはどのような過程を経て再利用され、どのようなものに作り替えら．再利用されるプラスチックはどのような過程を経て再利用され、どのようなものに作り替えら    

れて再利用されているのですか。れて再利用されているのですか。れて再利用されているのですか。れて再利用されているのですか。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３３３３４７４７４７４７．コカコーラ社が発売している「いろはす」は、潰し易いように柔らかいプラスチックになって．コカコーラ社が発売している「いろはす」は、潰し易いように柔らかいプラスチックになって．コカコーラ社が発売している「いろはす」は、潰し易いように柔らかいプラスチックになって．コカコーラ社が発売している「いろはす」は、潰し易いように柔らかいプラスチックになって    

いるが、あのような機能的特徴を持ったプラスチックがあることに驚いた。同時に関心も抱いいるが、あのような機能的特徴を持ったプラスチックがあることに驚いた。同時に関心も抱いいるが、あのような機能的特徴を持ったプラスチックがあることに驚いた。同時に関心も抱いいるが、あのような機能的特徴を持ったプラスチックがあることに驚いた。同時に関心も抱い    

た。た。た。た。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３３３３４８４８４８４８．プラスチックはペットボトルなどに使用されており、私たちの生活に身近かつ不可欠なもので．プラスチックはペットボトルなどに使用されており、私たちの生活に身近かつ不可欠なもので．プラスチックはペットボトルなどに使用されており、私たちの生活に身近かつ不可欠なもので．プラスチックはペットボトルなどに使用されており、私たちの生活に身近かつ不可欠なもので    

ある。しかし、アンケートにも書いてあるように原料として原油が使用されておりある。しかし、アンケートにも書いてあるように原料として原油が使用されておりある。しかし、アンケートにも書いてあるように原料として原油が使用されておりある。しかし、アンケートにも書いてあるように原料として原油が使用されており、地球温暖、地球温暖、地球温暖、地球温暖    

化につながるため環境に良いとは言えない化につながるため環境に良いとは言えない化につながるため環境に良いとは言えない化につながるため環境に良いとは言えない    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３３３３４９４９４９４９．プラスチックの分別は実際、どこまで徹底されているのか気になる。．プラスチックの分別は実際、どこまで徹底されているのか気になる。．プラスチックの分別は実際、どこまで徹底されているのか気になる。．プラスチックの分別は実際、どこまで徹底されているのか気になる。    

◆日本容器包装リサイクル協会では、自治体が収集したプラスチック容器包装などを一定の大き 

さにまとめ、他のものが混じっていないか、汚れは、等検査評価しています。ガスライターや乾 

電池、携帯電話なども捨てられていることがあるよです。分別するときはきっちりと。 
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詳しくは、容リ協の資料を参照してください。 

⇒ http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0313-05/ref01.pdf 
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３３３３５０５０５０５０．．．．①①①①世界各国での、プラスチックの利用状況・使用用途など、日本以外でのプラスチックに関す世界各国での、プラスチックの利用状況・使用用途など、日本以外でのプラスチックに関す世界各国での、プラスチックの利用状況・使用用途など、日本以外でのプラスチックに関す世界各国での、プラスチックの利用状況・使用用途など、日本以外でのプラスチックに関す    

る話を聞きたい。る話を聞きたい。る話を聞きたい。る話を聞きたい。    

 

 

 
②スターバックス・タリーズなどのカフェでは、②スターバックス・タリーズなどのカフェでは、②スターバックス・タリーズなどのカフェでは、②スターバックス・タリーズなどのカフェでは、IceIceIceIce ドリンク用のカップとしてプラスチックドリンク用のカップとしてプラスチックドリンク用のカップとしてプラスチックドリンク用のカップとしてプラスチック    

    が用いられていが用いられていが用いられていが用いられているが、保冷性があるわけでないのにプラスチックカップが用いられている理るが、保冷性があるわけでないのにプラスチックカップが用いられている理るが、保冷性があるわけでないのにプラスチックカップが用いられている理るが、保冷性があるわけでないのにプラスチックカップが用いられている理    

    由とは。由とは。由とは。由とは。    

   ◆外観から来ているのではないでしょうか。外気と接触してできる水滴の涼感等。他にも経済性、 

取扱い性なども総合的に判断されているのではないかと思います。 

３５３５３５３５１１１１．．．．①①①①実際にプラスチックのリサイクルというものは上手くいっているのか。実際にプラスチックのリサイクルというものは上手くいっているのか。実際にプラスチックのリサイクルというものは上手くいっているのか。実際にプラスチックのリサイクルというものは上手くいっているのか。    
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②②②②また、そのリサイクルにより、使用する原油の量はどれほど減らすことができているのか。また、そのリサイクルにより、使用する原油の量はどれほど減らすことができているのか。また、そのリサイクルにより、使用する原油の量はどれほど減らすことができているのか。また、そのリサイクルにより、使用する原油の量はどれほど減らすことができているのか。    

◆下の図のように原油の９０％はガソリン、灯油、軽油など燃料として使われます。プラスチ 

ックは原油の１０％のナフサを使って作ります。プラスチックの生産には３％の原油が使わ 

れ、プラスチックもプラスチック製品も、自動車の軽量化、物流コストの削減（製品包材の 

軽量化等）に貢献しています。 

「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 

                ⇒ http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

    たかが３％、されど３％。 
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３５３５３５３５２２２２．．．．①①①①リサイクルできる度合いリサイクルできる度合いリサイクルできる度合いリサイクルできる度合い    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

                    ３５７３５７３５７３５７を参照してください。。。。    

    ②②②②そもそもどのように作られてそもそもどのように作られてそもそもどのように作られてそもそもどのように作られているのかいるのかいるのかいるのか    

◆３２９３２９３２９３２９参照してください。    

③③③③いろはすのペットボトルは潰れるが、このような硬さの違いなども自由にだせるのかいろはすのペットボトルは潰れるが、このような硬さの違いなども自由にだせるのかいろはすのペットボトルは潰れるが、このような硬さの違いなども自由にだせるのかいろはすのペットボトルは潰れるが、このような硬さの違いなども自由にだせるのか    

◆この場合は、厚みによる要因が大きい。薄く、それに耐えれるような成形方法と、ポリエチ 

レンテレフタレートの種類が選ばれています。 

３５３５３５３５３３３３．プラスチックの作り方．プラスチックの作り方．プラスチックの作り方．プラスチックの作り方    

◆３２９３２９３２９３２９参照してください。    

３５３５３５３５４４４４．．．．①①①①原油をどのようにプラスチック製品へと変えているのか。原油をどのようにプラスチック製品へと変えているのか。原油をどのようにプラスチック製品へと変えているのか。原油をどのようにプラスチック製品へと変えているのか。    

   ◆３２９３２９３２９３２９参照してください。    

②どの範囲までプラスチック製品がつかわれているのか。 

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

３５３５３５３５５５５５．プラスチックはどのくらいの割合でリサイクルされているのか。フリースなどもまたペットボ．プラスチックはどのくらいの割合でリサイクルされているのか。フリースなどもまたペットボ．プラスチックはどのくらいの割合でリサイクルされているのか。フリースなどもまたペットボ．プラスチックはどのくらいの割合でリサイクルされているのか。フリースなどもまたペットボ    

トルに戻すことができるのか。トルに戻すことができるのか。トルに戻すことができるのか。トルに戻すことができるのか。    

◆３５４３５４３５４３５４①参照 

◆ペットボトルからフリースなどの繊維を作るポリエチレンテレフタレートのグレード（用途に 

あった成型ができるグループ）はできますが、逆はできません。高分子は分子が手をつないだ 

状態であり、その分子の手が離れたものは、手をつなぐことはできません。 

３５３５３５３５６６６６．．．．①①①①水や薬品などに強く腐食しにくいが、廃棄後の処理が行いにくく環境問題を引き起こす原因水や薬品などに強く腐食しにくいが、廃棄後の処理が行いにくく環境問題を引き起こす原因水や薬品などに強く腐食しにくいが、廃棄後の処理が行いにくく環境問題を引き起こす原因水や薬品などに強く腐食しにくいが、廃棄後の処理が行いにくく環境問題を引き起こす原因    

                    の一つである。紫外線に弱く、太陽光にあたる場所では劣化が早い。以前は再利用が難しくの一つである。紫外線に弱く、太陽光にあたる場所では劣化が早い。以前は再利用が難しくの一つである。紫外線に弱く、太陽光にあたる場所では劣化が早い。以前は再利用が難しくの一つである。紫外線に弱く、太陽光にあたる場所では劣化が早い。以前は再利用が難しく    

よくゴミの最終処分場に混じっていたが細かく分解して熱を加えることにより元の原油としよくゴミの最終処分場に混じっていたが細かく分解して熱を加えることにより元の原油としよくゴミの最終処分場に混じっていたが細かく分解して熱を加えることにより元の原油としよくゴミの最終処分場に混じっていたが細かく分解して熱を加えることにより元の原油とし    

て再利用が可能になった。て再利用が可能になった。て再利用が可能になった。て再利用が可能になった。            

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

元の原油としての利用は、ケミカルリサイクルの「油化」技術です。 

②②②②疑問点としてはプラスチックはどういう狙いの元開発されるようになったのかということで疑問点としてはプラスチックはどういう狙いの元開発されるようになったのかということで疑問点としてはプラスチックはどういう狙いの元開発されるようになったのかということで疑問点としてはプラスチックはどういう狙いの元開発されるようになったのかということで    

    ある。ある。ある。ある。    

参考：Ｑ＆Ａ⑦ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３５３５３５３５７７７７．プラスチックは成形がしやすく、軽量で本当に便利だと思います。小学生の時に、リサイクル．プラスチックは成形がしやすく、軽量で本当に便利だと思います。小学生の時に、リサイクル．プラスチックは成形がしやすく、軽量で本当に便利だと思います。小学生の時に、リサイクル．プラスチックは成形がしやすく、軽量で本当に便利だと思います。小学生の時に、リサイクル    

してスーツの原料としても利用していると聞いて驚きました。プラスチックといえばペットボしてスーツの原料としても利用していると聞いて驚きました。プラスチックといえばペットボしてスーツの原料としても利用していると聞いて驚きました。プラスチックといえばペットボしてスーツの原料としても利用していると聞いて驚きました。プラスチックといえばペットボ    
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トルのイメージが強いのですが、１日で生産される内のどれくらいの割合で再生資源を使用しトルのイメージが強いのですが、１日で生産される内のどれくらいの割合で再生資源を使用しトルのイメージが強いのですが、１日で生産される内のどれくらいの割合で再生資源を使用しトルのイメージが強いのですが、１日で生産される内のどれくらいの割合で再生資源を使用し    

ているのかが非常に気になります。ているのかが非常に気になります。ているのかが非常に気になります。ているのかが非常に気になります。                    

◆年間ベースですが、下記を参照して下さい。 

     

３３３３５８５８５８５８．プラスチックは、今現在、身の回りにあふれていますが、プラスチック誕生のきっかけはどの．プラスチックは、今現在、身の回りにあふれていますが、プラスチック誕生のきっかけはどの．プラスチックは、今現在、身の回りにあふれていますが、プラスチック誕生のきっかけはどの．プラスチックは、今現在、身の回りにあふれていますが、プラスチック誕生のきっかけはどの    

ようなものなのでしょうか。ようなものなのでしょうか。ようなものなのでしょうか。ようなものなのでしょうか。    

⇒ http://www.sumibe.co.jp/100th/ 

⇒ http://www.srij.or.jp/newsite/magazines/mame/mame_pdf/mame16.pdf    

３３３３５９５９５９５９．①．①．①．①私は中国からきた留学生として、プラスチックには、かなり前のことですが、品質の悪いプ私は中国からきた留学生として、プラスチックには、かなり前のことですが、品質の悪いプ私は中国からきた留学生として、プラスチックには、かなり前のことですが、品質の悪いプ私は中国からきた留学生として、プラスチックには、かなり前のことですが、品質の悪いプ    

ラスチックを食品容器に使ってしまったため、電子レンジなどで加熱すると、体に悪い物質ラスチックを食品容器に使ってしまったため、電子レンジなどで加熱すると、体に悪い物質ラスチックを食品容器に使ってしまったため、電子レンジなどで加熱すると、体に悪い物質ラスチックを食品容器に使ってしまったため、電子レンジなどで加熱すると、体に悪い物質    

が出てきて食品中毒になったニュースが確かに記憶に残っています。また、プラスチックのが出てきて食品中毒になったニュースが確かに記憶に残っています。また、プラスチックのが出てきて食品中毒になったニュースが確かに記憶に残っています。また、プラスチックのが出てきて食品中毒になったニュースが確かに記憶に残っています。また、プラスチックの    

ゴミが処分しにくいというイメージもあります。ゴミが処分しにくいというイメージもあります。ゴミが処分しにくいというイメージもあります。ゴミが処分しにくいというイメージもあります。    

                    日本で留学している間に、特に大学の授業を通して、科学技術の進化により、色々な環境に日本で留学している間に、特に大学の授業を通して、科学技術の進化により、色々な環境に日本で留学している間に、特に大学の授業を通して、科学技術の進化により、色々な環境に日本で留学している間に、特に大学の授業を通して、科学技術の進化により、色々な環境に    

も優しいプラスチック商品が開発されも優しいプラスチック商品が開発されも優しいプラスチック商品が開発されも優しいプラスチック商品が開発されたということが認識できました。以前はプラスチックたということが認識できました。以前はプラスチックたということが認識できました。以前はプラスチックたということが認識できました。以前はプラスチック    

に多分悪い面でのイメージがメインになっていたと思います。に多分悪い面でのイメージがメインになっていたと思います。に多分悪い面でのイメージがメインになっていたと思います。に多分悪い面でのイメージがメインになっていたと思います。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  



119 
 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

                ②②②②これから、原油価額の影響で、プラスチックに関する将来はどうなっていくのかをお聞きしこれから、原油価額の影響で、プラスチックに関する将来はどうなっていくのかをお聞きしこれから、原油価額の影響で、プラスチックに関する将来はどうなっていくのかをお聞きしこれから、原油価額の影響で、プラスチックに関する将来はどうなっていくのかをお聞きし    

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。    

            ◆原油ならびにナフサの価格がプラスチック樹脂価格への影響は次のグラフを参照してください。 

これからはシェールガスの市況が原油市況に与える影響が無視できません。プラスチックの価 

値はそれなりに大きいものですので、資源の枯渇問題等からも不必要な、付加価値もないもの 

に使われることはなくなっていくと思います。 

 

 

３６３６３６３６００００．プラスッチクと聞くとまず最初に思い浮かんだのがペットボトルであるが、よく考えてみると．プラスッチクと聞くとまず最初に思い浮かんだのがペットボトルであるが、よく考えてみると．プラスッチクと聞くとまず最初に思い浮かんだのがペットボトルであるが、よく考えてみると．プラスッチクと聞くとまず最初に思い浮かんだのがペットボトルであるが、よく考えてみると    

プラスチックは私たちの生活の至る所で使われており、私たちの生活を便利なものにしてくれプラスチックは私たちの生活の至る所で使われており、私たちの生活を便利なものにしてくれプラスチックは私たちの生活の至る所で使われており、私たちの生活を便利なものにしてくれプラスチックは私たちの生活の至る所で使われており、私たちの生活を便利なものにしてくれ    

ている。しかし、例をあげてみろと言われるとなかなか出てこない事から、自分はプラスチッている。しかし、例をあげてみろと言われるとなかなか出てこない事から、自分はプラスチッている。しかし、例をあげてみろと言われるとなかなか出てこない事から、自分はプラスチッている。しかし、例をあげてみろと言われるとなかなか出てこない事から、自分はプラスチッ    

クの事を何もしらないのだと思った。また、このアンケートを答えている時にプラスチックがクの事を何もしらないのだと思った。また、このアンケートを答えている時にプラスチックがクの事を何もしらないのだと思った。また、このアンケートを答えている時にプラスチックがクの事を何もしらないのだと思った。また、このアンケートを答えている時にプラスチックが    

原油であるということを原油であるということを原油であるということを原油であるということを初めて知った。プラスチックはリサイクルされると、どのようなもの初めて知った。プラスチックはリサイクルされると、どのようなもの初めて知った。プラスチックはリサイクルされると、どのようなもの初めて知った。プラスチックはリサイクルされると、どのようなもの    

に生まれ変わるのだろうかに生まれ変わるのだろうかに生まれ変わるのだろうかに生まれ変わるのだろうか????????    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 
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３６３６３６３６１１１１．プラスチックのゴミはすべて燃やして処理されるのか、リサイクルされるものもあるのか、も．プラスチックのゴミはすべて燃やして処理されるのか、リサイクルされるものもあるのか、も．プラスチックのゴミはすべて燃やして処理されるのか、リサイクルされるものもあるのか、も．プラスチックのゴミはすべて燃やして処理されるのか、リサイクルされるものもあるのか、も    

し、リサイクルされたらどのようにリサイクルされるのかしりたい。し、リサイクルされたらどのようにリサイクルされるのかしりたい。し、リサイクルされたらどのようにリサイクルされるのかしりたい。し、リサイクルされたらどのようにリサイクルされるのかしりたい。    

また、プラスチックはすべてが環境に悪いのか、環境にやさしいプラスチックを作る方法はなまた、プラスチックはすべてが環境に悪いのか、環境にやさしいプラスチックを作る方法はなまた、プラスチックはすべてが環境に悪いのか、環境にやさしいプラスチックを作る方法はなまた、プラスチックはすべてが環境に悪いのか、環境にやさしいプラスチックを作る方法はな    

いのか気になる。いのか気になる。いのか気になる。いのか気になる。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３６３６３６３６２２２２．．．．    プラスチックはとても便利で私たちの生活に欠かすことのできないものだと思います。私がプラスチックはとても便利で私たちの生活に欠かすことのできないものだと思います。私がプラスチックはとても便利で私たちの生活に欠かすことのできないものだと思います。私がプラスチックはとても便利で私たちの生活に欠かすことのできないものだと思います。私が    

講義で使うプリントを入れるファ講義で使うプリントを入れるファ講義で使うプリントを入れるファ講義で使うプリントを入れるファイル、筆箱、予備校行くために使っていたカバンなど、周りイル、筆箱、予備校行くために使っていたカバンなど、周りイル、筆箱、予備校行くために使っていたカバンなど、周りイル、筆箱、予備校行くために使っていたカバンなど、周り    

にある様々なものがプラスチックでできています。しかし、プラスチックはあまり環境によくにある様々なものがプラスチックでできています。しかし、プラスチックはあまり環境によくにある様々なものがプラスチックでできています。しかし、プラスチックはあまり環境によくにある様々なものがプラスチックでできています。しかし、プラスチックはあまり環境によく    

ない印象もあります。燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生するというのはよく聞く話ない印象もあります。燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生するというのはよく聞く話ない印象もあります。燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生するというのはよく聞く話ない印象もあります。燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生するというのはよく聞く話    

ですが、実際はどのような物質が発生していて、どのくらい有害であるのか気になります。ですが、実際はどのような物質が発生していて、どのくらい有害であるのか気になります。ですが、実際はどのような物質が発生していて、どのくらい有害であるのか気になります。ですが、実際はどのような物質が発生していて、どのくらい有害であるのか気になります。    

   ◆イメージだけでとか過去の情報にとらわれ、「燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生す 

る」という思いこまないでください。 

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

３６３６３６３６３３３３．身近に溢れすぎていてもはやない生活が考えられなくなっていると思う。．身近に溢れすぎていてもはやない生活が考えられなくなっていると思う。．身近に溢れすぎていてもはやない生活が考えられなくなっていると思う。．身近に溢れすぎていてもはやない生活が考えられなくなっていると思う。    

しかし一般に土に還らないと聞くので個人的にはあまり総合評価としては良いイメージを持っしかし一般に土に還らないと聞くので個人的にはあまり総合評価としては良いイメージを持っしかし一般に土に還らないと聞くので個人的にはあまり総合評価としては良いイメージを持っしかし一般に土に還らないと聞くので個人的にはあまり総合評価としては良いイメージを持っ    

ていない。実際によく知らずに使っているので何をどのようにしてできており、使用による環ていない。実際によく知らずに使っているので何をどのようにしてできており、使用による環ていない。実際によく知らずに使っているので何をどのようにしてできており、使用による環ていない。実際によく知らずに使っているので何をどのようにしてできており、使用による環    
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境や人体への影響、廃棄のされ方など知りたいと思う。境や人体への影響、廃棄のされ方など知りたいと思う。境や人体への影響、廃棄のされ方など知りたいと思う。境や人体への影響、廃棄のされ方など知りたいと思う。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機能 

性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３６３６３６３６４４４４．いろはすのペットボトルはなんであんなにやわらかいのですか？．いろはすのペットボトルはなんであんなにやわらかいのですか？．いろはすのペットボトルはなんであんなにやわらかいのですか？．いろはすのペットボトルはなんであんなにやわらかいのですか？    

◆この場合は、厚みによる要因が大きい。薄く、それに耐えれるような成形方法と、ポリエチ 

レンテレフタレートの種類が選ばれています。 

３６３６３６３６５５５５．ごみの処理方法を詳しく知りたい。．ごみの処理方法を詳しく知りたい。．ごみの処理方法を詳しく知りたい。．ごみの処理方法を詳しく知りたい。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３６３６３６３６６６６６．福岡では燃えるゴミで出せていたのに東京に来ると分別しろと言われて面倒。．福岡では燃えるゴミで出せていたのに東京に来ると分別しろと言われて面倒。．福岡では燃えるゴミで出せていたのに東京に来ると分別しろと言われて面倒。．福岡では燃えるゴミで出せていたのに東京に来ると分別しろと言われて面倒。    

  ◆地方自治体のごみ処理能力によって分別方法が異なります。 

３３３３６７６７６７６７．①飲料品は多くがプラスチック製のペットボトルで提供されており、コンビニの飲料コーナー．①飲料品は多くがプラスチック製のペットボトルで提供されており、コンビニの飲料コーナー．①飲料品は多くがプラスチック製のペットボトルで提供されており、コンビニの飲料コーナー．①飲料品は多くがプラスチック製のペットボトルで提供されており、コンビニの飲料コーナー    

                    は大半がペットボトル容器であるし、私自身もそれを手に取る。紙パックの商品もあるが、は大半がペットボトル容器であるし、私自身もそれを手に取る。紙パックの商品もあるが、は大半がペットボトル容器であるし、私自身もそれを手に取る。紙パックの商品もあるが、は大半がペットボトル容器であるし、私自身もそれを手に取る。紙パックの商品もあるが、    

それらは一度開けると持ち運びに困難であるからだ。それらは一度開けると持ち運びに困難であるからだ。それらは一度開けると持ち運びに困難であるからだ。それらは一度開けると持ち運びに困難であるからだ。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

②プラスチックのリサイクルがどれくらい行われているのか、②プラスチックのリサイクルがどれくらい行われているのか、②プラスチックのリサイクルがどれくらい行われているのか、②プラスチックのリサイクルがどれくらい行われているのか、    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

③また、プラスチックをつくることは環境に悪いのか、理解できていないと感じる。③また、プラスチックをつくることは環境に悪いのか、理解できていないと感じる。③また、プラスチックをつくることは環境に悪いのか、理解できていないと感じる。③また、プラスチックをつくることは環境に悪いのか、理解できていないと感じる。    

◆プラスチックは例えば比重が軽いとかの利点を活かし社会的貢献を果たしています。その機 

 能性を理解してください。  

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３３３３６８６８６８６８．これからずっとプラスチックをゴミとして廃棄して、環境面でも土地の限界の面においても、．これからずっとプラスチックをゴミとして廃棄して、環境面でも土地の限界の面においても、．これからずっとプラスチックをゴミとして廃棄して、環境面でも土地の限界の面においても、．これからずっとプラスチックをゴミとして廃棄して、環境面でも土地の限界の面においても、    

やっていけるのか。やっていけるのか。やっていけるのか。やっていけるのか。    

    ◆共存共栄ですね。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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３６３６３６３６９９９９．石油をどう加工してプラスチックにしているのか気になります。．石油をどう加工してプラスチックにしているのか気になります。．石油をどう加工してプラスチックにしているのか気になります。．石油をどう加工してプラスチックにしているのか気になります。    
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３３３３７０７０７０７０．．．．①①①①トレイや包装のゴミが出た際にゴミ出しするときプラスチックを再認識する。トレイや包装のゴミが出た際にゴミ出しするときプラスチックを再認識する。トレイや包装のゴミが出た際にゴミ出しするときプラスチックを再認識する。トレイや包装のゴミが出た際にゴミ出しするときプラスチックを再認識する。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

②②②②ペットボトルを作成するときにどれくらいリサイクルのペットボトルが使われているのか。ペットボトルを作成するときにどれくらいリサイクルのペットボトルが使われているのか。ペットボトルを作成するときにどれくらいリサイクルのペットボトルが使われているのか。ペットボトルを作成するときにどれくらいリサイクルのペットボトルが使われているのか。    

（パッケージも含めて）（パッケージも含めて）（パッケージも含めて）（パッケージも含めて）    

                ◆現時点では、ほとんどペットボトルからペットボトルにリサイクルされていません。 

３７３７３７３７１１１１．プラスチックという素材が消滅したら人間は生きていけますか。．プラスチックという素材が消滅したら人間は生きていけますか。．プラスチックという素材が消滅したら人間は生きていけますか。．プラスチックという素材が消滅したら人間は生きていけますか。    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 

→ポリプロピレン 

                    元の素材に戻れます。しかし不便に感じるでしょうね。 

３７３７３７３７２２２２．．．．①①①①なぜもっと簡単に原油に戻せないのかなぜもっと簡単に原油に戻せないのかなぜもっと簡単に原油に戻せないのかなぜもっと簡単に原油に戻せないのか。。。。    

◆プラスチック循環利用協会では下記の報告書で、廃プラスチックから石油化学原料化（原油 

のようなモノ）の研究がなされており、九州では実際に稼働している事例があります。 

        

     今、日本では、マテリアルリサイクル優先の考え方があります。 

②②②②プラスチックに依存しすぎプラスチックに依存しすぎプラスチックに依存しすぎプラスチックに依存しすぎ。。。。    

    ◆それだけ機能が認められていると考えても良いのでしょう。 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

③③③③日本人は過包装しすぎ日本人は過包装しすぎ日本人は過包装しすぎ日本人は過包装しすぎ    

    ◆本当に過剰包装か考えてみてください。デパートとかは除いて、日日、コスト低減が叫ばれ 

ており、それだけスリム化（環境にも良い）されています。 

④④④④もっとプラスチック専用のゴミ箱を作るべきもっとプラスチック専用のゴミ箱を作るべきもっとプラスチック専用のゴミ箱を作るべきもっとプラスチック専用のゴミ箱を作るべき    

◆収集費用をどう考えますか？ 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

３７３７３７３７３３３３．私たちのプラスチックの消費量はどれくらいなのか．私たちのプラスチックの消費量はどれくらいなのか．私たちのプラスチックの消費量はどれくらいなのか．私たちのプラスチックの消費量はどれくらいなのか    

プラスチックのリサイクル率はどれくらいなのかプラスチックのリサイクル率はどれくらいなのかプラスチックのリサイクル率はどれくらいなのかプラスチックのリサイクル率はどれくらいなのか    
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３７３７３７３７４４４４．．．．""""私の住んでいる練馬区では、ごみを燃えるごみと、プラスチックごみに分けます。私の住んでいる練馬区では、ごみを燃えるごみと、プラスチックごみに分けます。私の住んでいる練馬区では、ごみを燃えるごみと、プラスチックごみに分けます。私の住んでいる練馬区では、ごみを燃えるごみと、プラスチックごみに分けます。    

しかししかししかししかし、プラスチックごみに出してよいものは、汚れの付着していないきれいなものに限ら、プラスチックごみに出してよいものは、汚れの付着していないきれいなものに限ら、プラスチックごみに出してよいものは、汚れの付着していないきれいなものに限ら、プラスチックごみに出してよいものは、汚れの付着していないきれいなものに限ら    

れていて、たとえば食べ物が入っていたものであったり、シャンプーやリンスの詰め替え用れていて、たとえば食べ物が入っていたものであったり、シャンプーやリンスの詰め替え用れていて、たとえば食べ物が入っていたものであったり、シャンプーやリンスの詰め替え用れていて、たとえば食べ物が入っていたものであったり、シャンプーやリンスの詰め替え用    

の袋だったりすると、なかなか自分では汚れを取りきることができず、結局プラスチックでの袋だったりすると、なかなか自分では汚れを取りきることができず、結局プラスチックでの袋だったりすると、なかなか自分では汚れを取りきることができず、結局プラスチックでの袋だったりすると、なかなか自分では汚れを取りきることができず、結局プラスチックで    

も燃えるごみに捨ててしまうことがあります。個人的にとてももったいないと思います。他も燃えるごみに捨ててしまうことがあります。個人的にとてももったいないと思います。他も燃えるごみに捨ててしまうことがあります。個人的にとてももったいないと思います。他も燃えるごみに捨ててしまうことがあります。個人的にとてももったいないと思います。他    

にも、プラスチックの表示があるのに別の素材も含まれていて、分別できず燃えるごみに捨にも、プラスチックの表示があるのに別の素材も含まれていて、分別できず燃えるごみに捨にも、プラスチックの表示があるのに別の素材も含まれていて、分別できず燃えるごみに捨にも、プラスチックの表示があるのに別の素材も含まれていて、分別できず燃えるごみに捨    

てることもあります。もう少しプラスチックごみに対する条件がなくなればもっと分別しやてることもあります。もう少しプラスチックごみに対する条件がなくなればもっと分別しやてることもあります。もう少しプラスチックごみに対する条件がなくなればもっと分別しやてることもあります。もう少しプラスチックごみに対する条件がなくなればもっと分別しや    

すくなると思いすくなると思いすくなると思いすくなると思います。ます。ます。ます。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えま 

す。マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラス

チックには戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありま

すが、この場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンと

ははるかにかけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

上がナチュラルな高密度ポリエチレンで、下がマテリアルリサイクルされたペレットです。 
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      プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３７３７３７３７５５５５．．．．①①①①燃やしても有害物質の出ないプラスチックというものをよく目にするが、本当に有害物質は燃やしても有害物質の出ないプラスチックというものをよく目にするが、本当に有害物質は燃やしても有害物質の出ないプラスチックというものをよく目にするが、本当に有害物質は燃やしても有害物質の出ないプラスチックというものをよく目にするが、本当に有害物質は    

                    出ていないのか。出ていないのか。出ていないのか。出ていないのか。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。レジ袋などで燃やしてもダイオキシンが発生しませんと書いてあるのはこのためで 

す。 

②②②②机の周りにだけでもたくさんのプラスチックがあることに驚いた。机の周りにだけでもたくさんのプラスチックがあることに驚いた。机の周りにだけでもたくさんのプラスチックがあることに驚いた。机の周りにだけでもたくさんのプラスチックがあることに驚いた。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 
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３７３７３７３７６６６６．なぜ、プラスチックという名前なのか気になる。．なぜ、プラスチックという名前なのか気になる。．なぜ、プラスチックという名前なのか気になる。．なぜ、プラスチックという名前なのか気になる。    

◆プラスチック（合成樹脂）という名前は、ギリシャ語の Plastikos（塑造の）という言葉から 

生まれたものです。従てプラスチック（Plastic）という言葉自体も「可塑性」（＝熱によっ 

て溶ける）の意味を持っています。 

３３３３７７７７７７７７．地域によってペットボトルの回収の仕方が違うがそれはリサイクルの仕方と関係があるのか．地域によってペットボトルの回収の仕方が違うがそれはリサイクルの仕方と関係があるのか．地域によってペットボトルの回収の仕方が違うがそれはリサイクルの仕方と関係があるのか．地域によってペットボトルの回収の仕方が違うがそれはリサイクルの仕方と関係があるのか    

    ◆地方自治体の処理能力等の関係で回収方法等は異なります。 

３３３３７８７８７８７８．プラスチックは食品の包装や様々な容器に用いられていて、紙．プラスチックは食品の包装や様々な容器に用いられていて、紙．プラスチックは食品の包装や様々な容器に用いられていて、紙．プラスチックは食品の包装や様々な容器に用いられていて、紙と同じくらい身近な資源だと思と同じくらい身近な資源だと思と同じくらい身近な資源だと思と同じくらい身近な資源だと思    

う。私の実家の地域ではプラスチックは燃えないゴミではなく「プラスチックごみ」として単う。私の実家の地域ではプラスチックは燃えないゴミではなく「プラスチックごみ」として単う。私の実家の地域ではプラスチックは燃えないゴミではなく「プラスチックごみ」として単う。私の実家の地域ではプラスチックは燃えないゴミではなく「プラスチックごみ」として単    

独で分別して捨てなければならなかったのだが、現在住んでいる渋谷区ではその必要はないよ独で分別して捨てなければならなかったのだが、現在住んでいる渋谷区ではその必要はないよ独で分別して捨てなければならなかったのだが、現在住んでいる渋谷区ではその必要はないよ独で分別して捨てなければならなかったのだが、現在住んでいる渋谷区ではその必要はないよ    

うで驚いた記憶がある。しかし、プラスチックごみだけで処理した場合にどんなメリットがあうで驚いた記憶がある。しかし、プラスチックごみだけで処理した場合にどんなメリットがあうで驚いた記憶がある。しかし、プラスチックごみだけで処理した場合にどんなメリットがあうで驚いた記憶がある。しかし、プラスチックごみだけで処理した場合にどんなメリットがあ    

るのか知らないのでそれが気になる。るのか知らないのでそれが気になる。るのか知らないのでそれが気になる。るのか知らないのでそれが気になる。    

   ◆地方自治体の処理能力等の関係で回収方法等は異なります。 

   ◆プラスチックごみも分ければ資源、と考えるか、ごみはごみと考えるか。３７３７３７３７９９９９を参照してく 

ださい。 

３３３３７９７９７９７９．プラスチック．プラスチック．プラスチック．プラスチックは、リサイクルしたほうがいいのですか？は、リサイクルしたほうがいいのですか？は、リサイクルしたほうがいいのですか？は、リサイクルしたほうがいいのですか？    

    ◆ここにご質問のリサイクルは多分マテリアルリサイクルの事をおっしゃっていると思います。 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆リサイクルの手法毎にコストは異なりますので、費用対効果を考えて取り組むべきと考えま 

す。マテリアルリサイクルの場合、リサイクル（マテリアルリサイクル）しても元のプラス

チックには戻りません。よくリサイクルしてポリエチレンが何％とれたという表現がありま

すが、この場合のポリエチレンは顔料やら他の樹脂やらがまじっており元のポリエチレンと

ははるかにかけ離れたものになっています。 

しかもこの樹脂の用途は極めて限定されたものにしか使えません。 

 プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

３３３３８０８０８０８０．プラスチックで出来ること、できないことの限界はありますか？．プラスチックで出来ること、できないことの限界はありますか？．プラスチックで出来ること、できないことの限界はありますか？．プラスチックで出来ること、できないことの限界はありますか？    

「～には使えるけど、～には絶対使えない」のような「～には使えるけど、～には絶対使えない」のような「～には使えるけど、～には絶対使えない」のような「～には使えるけど、～には絶対使えない」のような    

   ◆自動車のバンパーには使えるけど（軽量化）、エンジンそのものには絶対使えない（燃えてしま 

う。） 

３８３８３８３８１１１１．プラスチックはどうやって発明されたのか。．プラスチックはどうやって発明されたのか。．プラスチックはどうやって発明されたのか。．プラスチックはどうやって発明されたのか。    

⇒ http://www.sumibe.co.jp/100th/ 

⇒ http://www.srij.or.jp/newsite/magazines/mame/mame_pdf/mame16.pdf    

３８３８３８３８２２２２．プラスチックがありすぎて、プラスチックなくしては世の中は成り立たないと思う。．プラスチックがありすぎて、プラスチックなくしては世の中は成り立たないと思う。．プラスチックがありすぎて、プラスチックなくしては世の中は成り立たないと思う。．プラスチックがありすぎて、プラスチックなくしては世の中は成り立たないと思う。    

汚れたプラスチックはプラゴミにしていいのか迷う汚れたプラスチックはプラゴミにしていいのか迷う汚れたプラスチックはプラゴミにしていいのか迷う汚れたプラスチックはプラゴミにしていいのか迷う    
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◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

    汚れたプラスチックは燃やすごみで構いません。（地方自治体の指示に従ってください） 

３８３８３８３８３３３３．．．．①①①①プラスチックのリサイクルは実際どのくらいの割合でなされているのか。プラスチックのリサイクルは実際どのくらいの割合でなされているのか。プラスチックのリサイクルは実際どのくらいの割合でなされているのか。プラスチックのリサイクルは実際どのくらいの割合でなされているのか。    

      

②どのようにリサイクルされているのか②どのようにリサイクルされているのか②どのようにリサイクルされているのか②どのようにリサイクルされているのか。 

◆プラスチックのリサイクル手法 ⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf  

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ 

ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります ⇒ 同Ｐ１６～Ｐ２４ 

     各手法の最終商品の有用性・有効性等からのアプローチも必要です。 

③プラスチックに変わるものがあるのではないか。③プラスチックに変わるものがあるのではないか。③プラスチックに変わるものがあるのではないか。③プラスチックに変わるものがあるのではないか。    

◆金属、アルミ、ガラス等は天然素材、一方プラスチックは人工的に作られた高分子化合物で 

す。他の素材からの代替で需要開発がなされ発展してきました、この間プラスチック同士の 

代替も盛んにおこなわれてきました。プラスチックを代替するのはプラスチックと考えてお 

ります。 

     自動車のバンパーを例にとると、鉄→鉄＋ウレタン（コーナー部に設置）→ウレタン 
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→ポリプロピレン 

                    元の素材に戻れます。しかし不便に感じるでしょうね。 

３８３８３８３８４４４４．昔ビニール袋が土にかえるまで．昔ビニール袋が土にかえるまで．昔ビニール袋が土にかえるまで．昔ビニール袋が土にかえるまで 10101010 年以上かかるということを耳にしましたが、実際のところち年以上かかるということを耳にしましたが、実際のところち年以上かかるということを耳にしましたが、実際のところち年以上かかるということを耳にしましたが、実際のところち    

ゃんと土にかえっているのでしょうか。ゃんと土にかえっているのでしょうか。ゃんと土にかえっているのでしょうか。ゃんと土にかえっているのでしょうか。それで害がでないのであれば、可燃処理はせず、新たそれで害がでないのであれば、可燃処理はせず、新たそれで害がでないのであれば、可燃処理はせず、新たそれで害がでないのであれば、可燃処理はせず、新た    

な分別分野を作るべきだと思います。な分別分野を作るべきだと思います。な分別分野を作るべきだと思います。な分別分野を作るべきだと思います。    

◆ご質問にある「ビニール袋」はポリエチレン製の袋の事ですね。ポリエチレンは比較的紫外線 

に弱いので、「土にかえる」程度はどこまでいうのか難しいのですが、相当劣化しボロボロにな 

るのに１０年以上はかかるようですがポリ塩化ビニール（塩ビ、塩ビ樹脂）は耐候性がありま 

すので、劣化しにくいようです。袋ではないですが、雨どいやパイプに使われている場合は耐 

候剤なども練り込んでいますので、１０年単位といったものではありません。プラスチックが 

利用されている環境、用途によってバラツキがあります。また、埋立用地の確保が日本ではか 

なり難しくなっています。自然環境との兼ね合いも考えるべきですね。   

３８３８３８３８５５５５．不完全燃焼で有害物質が出ると聞いたので分別が特に必要なのではないかと思う。．不完全燃焼で有害物質が出ると聞いたので分別が特に必要なのではないかと思う。．不完全燃焼で有害物質が出ると聞いたので分別が特に必要なのではないかと思う。．不完全燃焼で有害物質が出ると聞いたので分別が特に必要なのではないかと思う。    

   ◆地方自治体のごみ処理能力に関係しています。 

 ◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

３８３８３８３８６６６６．プラスチックの名前の意味を知りたい．プラスチックの名前の意味を知りたい．プラスチックの名前の意味を知りたい．プラスチックの名前の意味を知りたい    

◆プラスチック（合成樹脂）という名前は、ギリシャ語の Plastikos（塑造の）という言葉から 

生まれたものです。従てプラスチック（Plastic）という言葉自体も「可塑性」（＝熱によっ 

て溶ける）の意味を持っています。 

３８３８３８３８７７７７．プラスチッ．プラスチッ．プラスチッ．プラスチックの利点とは何か？クの利点とは何か？クの利点とは何か？クの利点とは何か？    

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

３３３３８８８８８８８８．正しい使い方をすれば安全だが、処分の方法を間違えると環境に悪影響を与える可能性がある．正しい使い方をすれば安全だが、処分の方法を間違えると環境に悪影響を与える可能性がある．正しい使い方をすれば安全だが、処分の方法を間違えると環境に悪影響を与える可能性がある．正しい使い方をすれば安全だが、処分の方法を間違えると環境に悪影響を与える可能性がある    

ので、注意すべきだと思う。ので、注意すべきだと思う。ので、注意すべきだと思う。ので、注意すべきだと思う。    

食器洗浄機に入れて、熱くなりすぎて溶けてしまったことがあるため、扱いには十分に注意が食器洗浄機に入れて、熱くなりすぎて溶けてしまったことがあるため、扱いには十分に注意が食器洗浄機に入れて、熱くなりすぎて溶けてしまったことがあるため、扱いには十分に注意が食器洗浄機に入れて、熱くなりすぎて溶けてしまったことがあるため、扱いには十分に注意が    

必要である。必要である。必要である。必要である。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 
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参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３３３３８９８９８９８９．プラスチックとペットは同じだと思っていたがあるとき別物だということを知った。プラスチ．プラスチックとペットは同じだと思っていたがあるとき別物だということを知った。プラスチ．プラスチックとペットは同じだと思っていたがあるとき別物だということを知った。プラスチ．プラスチックとペットは同じだと思っていたがあるとき別物だということを知った。プラスチ    

ック独自のメリットはあるのか知りたい。ック独自のメリットはあるのか知りたい。ック独自のメリットはあるのか知りたい。ック独自のメリットはあるのか知りたい。    

   ◆ペットボトルの原料ポリエチレンテレフタレートはプラスチックの一種です。ポリエチレン、 

ポリプロピレン、塩化ビニール（ＰＶＣ）などもプラスチックの仲間です。 

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

３９３９３９３９００００．以前アルバイトをしていたお店では、ペットボトル用のゴミ箱と、ペットボトルキャップ用の．以前アルバイトをしていたお店では、ペットボトル用のゴミ箱と、ペットボトルキャップ用の．以前アルバイトをしていたお店では、ペットボトル用のゴミ箱と、ペットボトルキャップ用の．以前アルバイトをしていたお店では、ペットボトル用のゴミ箱と、ペットボトルキャップ用の    

ゴミ箱があった。ゴミ箱があった。ゴミ箱があった。ゴミ箱があった。    

このことから、ペットボトルキャップの原料が気になった。このことから、ペットボトルキャップの原料が気になった。このことから、ペットボトルキャップの原料が気になった。このことから、ペットボトルキャップの原料が気になった。    

また、身近なところで、きちんと細かくゴミの分別がまた、身近なところで、きちんと細かくゴミの分別がまた、身近なところで、きちんと細かくゴミの分別がまた、身近なところで、きちんと細かくゴミの分別がされていたことに感心した。されていたことに感心した。されていたことに感心した。されていたことに感心した。    

   ◆ペットボトルのキャップは、ポリプロピレン製が多いですが、中身が水の場合、高密度ポリチ 

レン製が使われています。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３９３９３９３９１１１１．石油＝プラスチックと考えたときに、普段私たちが使っているしゃんぷーなど体に直接つけて．石油＝プラスチックと考えたときに、普段私たちが使っているしゃんぷーなど体に直接つけて．石油＝プラスチックと考えたときに、普段私たちが使っているしゃんぷーなど体に直接つけて．石油＝プラスチックと考えたときに、普段私たちが使っているしゃんぷーなど体に直接つけて    

いいいいたり、プラスチックのままレンジにかけて食べたり、そのことを実感して少し恐ろしくなったり、プラスチックのままレンジにかけて食べたり、そのことを実感して少し恐ろしくなったり、プラスチックのままレンジにかけて食べたり、そのことを実感して少し恐ろしくなったり、プラスチックのままレンジにかけて食べたり、そのことを実感して少し恐ろしくなっ    

た。た。た。た。    

   ◆石油を分解して、炭素と水素の結合したモノマーを取り出し、重合させて作りますので、全く 

性質が異なったものですよ。正しく理解して、正しく怖がってください。 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３９３９３９３９２２２２．もっとリサイクルしやすくデザインして、気軽にいろんな人がリサイクルできるようにしたほ．もっとリサイクルしやすくデザインして、気軽にいろんな人がリサイクルできるようにしたほ．もっとリサイクルしやすくデザインして、気軽にいろんな人がリサイクルできるようにしたほ．もっとリサイクルしやすくデザインして、気軽にいろんな人がリサイクルできるようにしたほ    

うがよいと思う。うがよいと思う。うがよいと思う。うがよいと思う。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

３９３９３９３９３３３３．プラスチックがどのような過程を経て、ペットボトルになるのか、そしてなぜリサイクル可能．プラスチックがどのような過程を経て、ペットボトルになるのか、そしてなぜリサイクル可能．プラスチックがどのような過程を経て、ペットボトルになるのか、そしてなぜリサイクル可能．プラスチックがどのような過程を経て、ペットボトルになるのか、そしてなぜリサイクル可能    

なのかなのかなのかなのか    

ペットボトルで手で変形できるプラスチック製品と、できない製品があるが、プラスチックとペットボトルで手で変形できるプラスチック製品と、できない製品があるが、プラスチックとペットボトルで手で変形できるプラスチック製品と、できない製品があるが、プラスチックとペットボトルで手で変形できるプラスチック製品と、できない製品があるが、プラスチックと    

関係があるのか。関係があるのか。関係があるのか。関係があるのか。    

   ◆ペットボトルの原料であるポリエチレンテレフタレートはプラスチックの一種です。ペットボ 

トルも中身により、ボトルの厚みを変えたりしています。水とお茶とビタミンウォーターなど 

比べてみてください。炭酸系の場合は形状は丸いですね。 

３９３９３９３９４４４４．プラスティックの再利用のエコマークやプラスティックの包装識別マークなど普段意識してい．プラスティックの再利用のエコマークやプラスティックの包装識別マークなど普段意識してい．プラスティックの再利用のエコマークやプラスティックの包装識別マークなど普段意識してい．プラスティックの再利用のエコマークやプラスティックの包装識別マークなど普段意識してい    

なかったからいざプラスティックと聞いて上げられるものの例などでしっかりした判別がつかなかったからいざプラスティックと聞いて上げられるものの例などでしっかりした判別がつかなかったからいざプラスティックと聞いて上げられるものの例などでしっかりした判別がつかなかったからいざプラスティックと聞いて上げられるものの例などでしっかりした判別がつか    

なかった。なかった。なかった。なかった。    
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◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 

３９３９３９３９５５５５．プラスチックといえばペットボトルが思い浮かぶのですが、ごみ箱できちんと分別されなかっ．プラスチックといえばペットボトルが思い浮かぶのですが、ごみ箱できちんと分別されなかっ．プラスチックといえばペットボトルが思い浮かぶのですが、ごみ箱できちんと分別されなかっ．プラスチックといえばペットボトルが思い浮かぶのですが、ごみ箱できちんと分別されなかっ    

たものは、可燃ごみと一緒に燃やされてしまうのですか？有毒ガスは大丈夫なんでしょうか？たものは、可燃ごみと一緒に燃やされてしまうのですか？有毒ガスは大丈夫なんでしょうか？たものは、可燃ごみと一緒に燃やされてしまうのですか？有毒ガスは大丈夫なんでしょうか？たものは、可燃ごみと一緒に燃やされてしまうのですか？有毒ガスは大丈夫なんでしょうか？    

◆◆◆◆３８５３８５３８５３８５を参照してください。    

３９３９３９３９６６６６．製造過程が全く想像できません．製造過程が全く想像できません．製造過程が全く想像できません．製造過程が全く想像できません    
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３９７．プラスチックの原料に原油の代替になるものはなにがあるか３９７．プラスチックの原料に原油の代替になるものはなにがあるか３９７．プラスチックの原料に原油の代替になるものはなにがあるか３９７．プラスチックの原料に原油の代替になるものはなにがあるか    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 
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などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

３９８．３９８．３９８．３９８．①①①①プラスチックといえば、一番に思い出されるのはペットボトルなどの容器です。清涼飲料、プラスチックといえば、一番に思い出されるのはペットボトルなどの容器です。清涼飲料、プラスチックといえば、一番に思い出されるのはペットボトルなどの容器です。清涼飲料、プラスチックといえば、一番に思い出されるのはペットボトルなどの容器です。清涼飲料、    

                    醤油、ソース、食品に関係しているものはすべてプラスチックでできているような印象があ醤油、ソース、食品に関係しているものはすべてプラスチックでできているような印象があ醤油、ソース、食品に関係しているものはすべてプラスチックでできているような印象があ醤油、ソース、食品に関係しているものはすべてプラスチックでできているような印象があ    

ります。ります。ります。ります。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

②②②②環境問題について何かのレ環境問題について何かのレ環境問題について何かのレ環境問題について何かのレポートを書いた時には３００度くらいの低温でペットボトル等のポートを書いた時には３００度くらいの低温でペットボトル等のポートを書いた時には３００度くらいの低温でペットボトル等のポートを書いた時には３００度くらいの低温でペットボトル等の    

    プラスチックを燃焼させるとダイオキシンが発生するということは強く印象に残っていまプラスチックを燃焼させるとダイオキシンが発生するということは強く印象に残っていまプラスチックを燃焼させるとダイオキシンが発生するということは強く印象に残っていまプラスチックを燃焼させるとダイオキシンが発生するということは強く印象に残っていま    

す。す。す。す。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

４４４４９９９９９９９９．原油が原料と初めて知り、どのように形成されるのか、興味を持った。．原油が原料と初めて知り、どのように形成されるのか、興味を持った。．原油が原料と初めて知り、どのように形成されるのか、興味を持った。．原油が原料と初めて知り、どのように形成されるのか、興味を持った。    

   ◆３９３９３９３９６６６６を参照して下さい。 

４０４０４０４０００００．リサイクルするものだという認識があります。．リサイクルするものだという認識があります。．リサイクルするものだという認識があります。．リサイクルするものだという認識があります。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

４０４０４０４０１１１１．安全性．安全性．安全性．安全性    

◆ポリオレフィン等衛生協議会という団体があり、ここでは「世界一安全な食品用器具、容器包 

 装の普及」に取組んでいます。 

    ポリオレフィン等衛生協議会 ⇒ http://www.jhospa.gr.jp/ 

４０４０４０４０２２２２．プラスチックはどれほど環境に有害なのか具体的な数値が知りたい。．プラスチックはどれほど環境に有害なのか具体的な数値が知りたい。．プラスチックはどれほど環境に有害なのか具体的な数値が知りたい。．プラスチックはどれほど環境に有害なのか具体的な数値が知りたい。    

◆プラスチックは例えばプラスチック製容器包装に代表されるように、イメージとは異なり、環 

境にも配慮され、機能も発揮して社会に貢献しています。 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 
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４０３．プラスチックはとても便利だと思う。軽く、それなりの硬さもあるので色々な事に使用しやす４０３．プラスチックはとても便利だと思う。軽く、それなりの硬さもあるので色々な事に使用しやす４０３．プラスチックはとても便利だと思う。軽く、それなりの硬さもあるので色々な事に使用しやす４０３．プラスチックはとても便利だと思う。軽く、それなりの硬さもあるので色々な事に使用しやす    

いと思う。いと思う。いと思う。いと思う。    

また、プラスチック繊維もプラスチックだと知り驚いた。また、プラスチック繊維もプラスチックだと知り驚いた。また、プラスチック繊維もプラスチックだと知り驚いた。また、プラスチック繊維もプラスチックだと知り驚いた。    

疑問点として、プラスチックにかかるコストは一体どれくらいなのか分からないので知りたい。疑問点として、プラスチックにかかるコストは一体どれくらいなのか分からないので知りたい。疑問点として、プラスチックにかかるコストは一体どれくらいなのか分からないので知りたい。疑問点として、プラスチックにかかるコストは一体どれくらいなのか分からないので知りたい。    

   ◆プラスチックの種類は優に１００種類を超えます。またそれぞれのプラスチックが用途別にグ 

レードと呼ばれるものをかかえており、すべてコストが違います。グレードとは、スーツでい 

えば、ＡＢ７とかＹＡ３とかいうように、その人の体形に合わせて作られるようなものです。 

ボタンを変えたり、ステッチを追加すれば価格が異なりますね。 

４０４．４０４．４０４．４０４．①①①①日常生活のなかでプラスチックはなくてはならないものだと思います。日常生活のなかでプラスチックはなくてはならないものだと思います。日常生活のなかでプラスチックはなくてはならないものだと思います。日常生活のなかでプラスチックはなくてはならないものだと思います。    

しかし、プラスチックが環境にそのような影響を与えているのかなどの知識はまったくありしかし、プラスチックが環境にそのような影響を与えているのかなどの知識はまったくありしかし、プラスチックが環境にそのような影響を与えているのかなどの知識はまったくありしかし、プラスチックが環境にそのような影響を与えているのかなどの知識はまったくあり    

ません。ません。ません。ません。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

②②②②また、プラスチックは地域によって燃えるゴミになったり燃えないゴミになったりすることまた、プラスチックは地域によって燃えるゴミになったり燃えないゴミになったりすることまた、プラスチックは地域によって燃えるゴミになったり燃えないゴミになったりすることまた、プラスチックは地域によって燃えるゴミになったり燃えないゴミになったりすること    

    があります。なぜよそのような違いが出で来るのかがあります。なぜよそのような違いが出で来るのかがあります。なぜよそのような違いが出で来るのかがあります。なぜよそのような違いが出で来るのか。。。。    

◆地方自治体のごみ処理能力に関係しています。 

③③③③プラスチックのリサイクルがどのように行われているのかしりたいです。プラスチックのリサイクルがどのように行われているのかしりたいです。プラスチックのリサイクルがどのように行われているのかしりたいです。プラスチックのリサイクルがどのように行われているのかしりたいです。    

◆プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マテリアルリサイクル・ケミ 

カルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

４０５．最近さまざまなカタチになるペットボトルが発売されています。従来のペットボトルは固くて、４０５．最近さまざまなカタチになるペットボトルが発売されています。従来のペットボトルは固くて、４０５．最近さまざまなカタチになるペットボトルが発売されています。従来のペットボトルは固くて、４０５．最近さまざまなカタチになるペットボトルが発売されています。従来のペットボトルは固くて、    

とくに５００ミリのものだと潰すことすら大変ですがなにが違うのか気になります。プラスチとくに５００ミリのものだと潰すことすら大変ですがなにが違うのか気になります。プラスチとくに５００ミリのものだと潰すことすら大変ですがなにが違うのか気になります。プラスチとくに５００ミリのものだと潰すことすら大変ですがなにが違うのか気になります。プラスチ    

ックではないのかな？ックではないのかな？ックではないのかな？ックではないのかな？    

   ◆ペットボトルの原料であるポリエチレンテレフタレートはプラスチックの一種です。ペットボ 

トルも中身により、ボトルの厚みを変えたりしています。水とお茶とビタミンウォーターなど 

比べてみてください。炭酸系の場合は形状は丸いですね。 

４０６．自分たちが普段何気なく使っている消しゴムやその他の物も意外なところでプラスチックのリ４０６．自分たちが普段何気なく使っている消しゴムやその他の物も意外なところでプラスチックのリ４０６．自分たちが普段何気なく使っている消しゴムやその他の物も意外なところでプラスチックのリ４０６．自分たちが普段何気なく使っている消しゴムやその他の物も意外なところでプラスチックのリ    

サイクルがおこなわれているということ。サイクルがおこなわれているということ。サイクルがおこなわれているということ。サイクルがおこなわれているということ。    

◆消しゴムはともかくとして、プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マ 

テリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

４０７．プラスチックは軽くて丈夫で生活にはなくてはならないものだと感じている。だが、原料が石４０７．プラスチックは軽くて丈夫で生活にはなくてはならないものだと感じている。だが、原料が石４０７．プラスチックは軽くて丈夫で生活にはなくてはならないものだと感じている。だが、原料が石４０７．プラスチックは軽くて丈夫で生活にはなくてはならないものだと感じている。だが、原料が石    

油であるため、リサイクルをさらに推進していくべきだと感じる。油であるため、リサイクルをさらに推進していくべきだと感じる。油であるため、リサイクルをさらに推進していくべきだと感じる。油であるため、リサイクルをさらに推進していくべきだと感じる。    

◆ご質問のリサイクルはマテリアルリサイクルの意味だと思いますが、プラスチック塾のテキ

スト ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466 を参考にして、本当にそうすべきか、資源循環

の観点やリサイクルされた製品の価値なども総合的に考えて判断してください。    

４０８．どのように製造されているのか４０８．どのように製造されているのか４０８．どのように製造されているのか４０８．どのように製造されているのか    

   ◆３９３９３９３９６６６６を参照してください。 
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４０９．４０９．４０９．４０９．①①①①プラスチックはどのようにしてできているのだろうかプラスチックはどのようにしてできているのだろうかプラスチックはどのようにしてできているのだろうかプラスチックはどのようにしてできているのだろうか    

   ◆３９３９３９３９６６６６を参照してください。 

②②②②ボールペンのケースが壊れたときにプラスチックを再認識した。ボールペンのケースが壊れたときにプラスチックを再認識した。ボールペンのケースが壊れたときにプラスチックを再認識した。ボールペンのケースが壊れたときにプラスチックを再認識した。    

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

４１０．原油を使わずにプラスチックのようなものを作ることは出来ないのですか？４１０．原油を使わずにプラスチックのようなものを作ることは出来ないのですか？４１０．原油を使わずにプラスチックのようなものを作ることは出来ないのですか？４１０．原油を使わずにプラスチックのようなものを作ることは出来ないのですか？    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

４１１．プラスチックはいつの時代から使われ始め、どこが発祥の地であるのか。４１１．プラスチックはいつの時代から使われ始め、どこが発祥の地であるのか。４１１．プラスチックはいつの時代から使われ始め、どこが発祥の地であるのか。４１１．プラスチックはいつの時代から使われ始め、どこが発祥の地であるのか。    

⇒ http://www.sumibe.co.jp/100th/ 

⇒ http://www.srij.or.jp/newsite/magazines/mame/mame_pdf/mame16.pdf    

４１２．当たり前のようにプラスチックという名称を口にしていたけれどどこからどこまでがプラスチ４１２．当たり前のようにプラスチックという名称を口にしていたけれどどこからどこまでがプラスチ４１２．当たり前のようにプラスチックという名称を口にしていたけれどどこからどこまでがプラスチ４１２．当たり前のようにプラスチックという名称を口にしていたけれどどこからどこまでがプラスチ    

ックなのかあまりりかいできていない。ックなのかあまりりかいできていない。ックなのかあまりりかいできていない。ックなのかあまりりかいできていない。                    

◆ペットボトルの原料ポリエチレンテレフタレートもポリプロピレンも、塩化ビニル樹脂（Ｐ 

ＶＣ）もポリカーボネートのプラスチックの仲間です。雀や燕、カラスも鳥の仲間で、飛ん 

でいる見かけないものも「鳥だ！」と言っているようなものです。 

◆主なプラスチックの特性と用途 

⇒ http://www.jpif.gr.jp/2hello/conts/youto_c.htm 

４１３．原油からプラスチックになる工程が気になります。４１３．原油からプラスチックになる工程が気になります。４１３．原油からプラスチックになる工程が気になります。４１３．原油からプラスチックになる工程が気になります。    

◆３９３９３９３９６６６６を参照してください 

４１４４１４４１４４１４．プラスチックは環境にいいものではないと思うが、大変便利な発明品であって、今の生活にな．プラスチックは環境にいいものではないと思うが、大変便利な発明品であって、今の生活にな．プラスチックは環境にいいものではないと思うが、大変便利な発明品であって、今の生活にな．プラスチックは環境にいいものではないと思うが、大変便利な発明品であって、今の生活にな    

くてはならないものとなているので、エコに対する意識がここ数年上がってきてることは大変くてはならないものとなているので、エコに対する意識がここ数年上がってきてることは大変くてはならないものとなているので、エコに対する意識がここ数年上がってきてることは大変くてはならないものとなているので、エコに対する意識がここ数年上がってきてることは大変    

いいことだと思うし、そのおかげでこれからもプラスチックを使うことがでいるのかん、ともいいことだと思うし、そのおかげでこれからもプラスチックを使うことがでいるのかん、ともいいことだと思うし、そのおかげでこれからもプラスチックを使うことがでいるのかん、ともいいことだと思うし、そのおかげでこれからもプラスチックを使うことがでいるのかん、とも    

思う。思う。思う。思う。    

◆イメージだけで環境にいいものではないと考えないでください。 

プラスチックは例えばプラスチック製容器包装に代表されるように、イメージとは異なり、環 

境にも配慮され、機能も発揮して社会に貢献しています。 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

４１５．小さい頃親にプラスチックを燃やすと有４１５．小さい頃親にプラスチックを燃やすと有４１５．小さい頃親にプラスチックを燃やすと有４１５．小さい頃親にプラスチックを燃やすと有毒ガスが出ると聞いて、あまりいい印象を持っていま毒ガスが出ると聞いて、あまりいい印象を持っていま毒ガスが出ると聞いて、あまりいい印象を持っていま毒ガスが出ると聞いて、あまりいい印象を持っていま    

せん。しかし、世の中にはプラスチックからできているものが多々あり、これなしにしては生せん。しかし、世の中にはプラスチックからできているものが多々あり、これなしにしては生せん。しかし、世の中にはプラスチックからできているものが多々あり、これなしにしては生せん。しかし、世の中にはプラスチックからできているものが多々あり、これなしにしては生    

活が不便になるのは確かであると思います。活が不便になるのは確かであると思います。活が不便になるのは確かであると思います。活が不便になるのは確かであると思います。    

プラスチックはとても軽く自分の知らない世界で大変活躍しているイメージがあります。プラスチックはとても軽く自分の知らない世界で大変活躍しているイメージがあります。プラスチックはとても軽く自分の知らない世界で大変活躍しているイメージがあります。プラスチックはとても軽く自分の知らない世界で大変活躍しているイメージがあります。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 
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大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

◆イメージだけで環境にいいものではないと考えないでください。 

プラスチックは例えばプラスチック製容器包装に代表されるように、イメージとは異なり、環 

境にも配慮され、機能も発揮して社会に貢献しています。 

⇒ 「プラスチック容器包装の機能と環境配慮」 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 

◆これを機にプラスチックに親しんでください。 プラスチック塾のテキストです。 

参考にしてください。 ⇒ http://www.jpe.gr.jp/content/466    

４１６．４１６．４１６．４１６．①①①①プラスチックの原料が原油だというのは知っているのですが、どうも腑に落ちません。プラスチックの原料が原油だというのは知っているのですが、どうも腑に落ちません。プラスチックの原料が原油だというのは知っているのですが、どうも腑に落ちません。プラスチックの原料が原油だというのは知っているのですが、どうも腑に落ちません。    

            ◆３９６◆３９６◆３９６◆３９６を参照してください。    

            

   ②②②②また、プラスチックがリサイクルでワイシャツになるというのもイメージができません。また、プラスチックがリサイクルでワイシャツになるというのもイメージができません。また、プラスチックがリサイクルでワイシャツになるというのもイメージができません。また、プラスチックがリサイクルでワイシャツになるというのもイメージができません。    
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４１７．①４１７．①４１７．①４１７．①そもそも、なぜプラスチックを作ったのかそもそも、なぜプラスチックを作ったのかそもそも、なぜプラスチックを作ったのかそもそも、なぜプラスチックを作ったのか    

⇒ http://www.sumibe.co.jp/100th/ 

⇒ http://www.srij.or.jp/newsite/magazines/mame/mame_pdf/mame16.pdf    

②②②②石油を原料としないプラスチックはあるのか石油を原料としないプラスチックはあるのか石油を原料としないプラスチックはあるのか石油を原料としないプラスチックはあるのか    

◆近年は、トウモロコシなどを原料としたバイオプラスチックもあります。 

⇒ http://www.jbpaweb.net/bp/bp.htm 

さらに、二酸化炭素を原料とする技術、ミドリムシからのバイオプラなどの技術、人工光合成 

などの技術も確立されています。 

参考：Ｑ＆Ａ⑥ ⇒ http://www.jpe.gr.jp/sites/default/files/H250419zemiQ%26A_0.pdf 

 

③③③③プラスチックから原油を抽出することは可能かプラスチックから原油を抽出することは可能かプラスチックから原油を抽出することは可能かプラスチックから原油を抽出することは可能か    

◆抽出することはせきませんが、ケミカルリサイクルすることによって「油化」することが出来 

ます。 

プラスチックのリサイクルの手法としては３つのリサイクル（マ 

テリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・サーマルリサイクル）があります  

⇒ http://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf   同Ｐ１６～Ｐ２４ 

◆プラスチック循環利用協会では下記の報告書で、廃プラスチックから石油化学原料化（原油 

のようなモノ）の研究がなされており、九州では実際に稼働している事例があります。 
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小生も、実際に見学に行ってきました。 

４１８．実はプラスチックを燃やしても大して有害な物質は発生しない、と耳にしたことがありますが、４１８．実はプラスチックを燃やしても大して有害な物質は発生しない、と耳にしたことがありますが、４１８．実はプラスチックを燃やしても大して有害な物質は発生しない、と耳にしたことがありますが、４１８．実はプラスチックを燃やしても大して有害な物質は発生しない、と耳にしたことがありますが、    

実際のところはどのようなものが発生するのか気になります。実際のところはどのようなものが発生するのか気になります。実際のところはどのようなものが発生するのか気になります。実際のところはどのようなものが発生するのか気になります。    

◆ダイオキシンに関しては「プラスチックごみの処理方法を考える研究会 代表 稲葉 敦（工学院 

大学工学部 教授）」の中間報告に記載されています。⇒ 

http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhookoku20110904.pdf Ｐ４２～４４ 

        

    プラスチックは燃やしてもダイオキシンは発生しないと考えてください。 

   ◆例えばポリエチレンもプラスチックの一種ですが、炭素（Ｃ）と水素（Ｈ）が結合したもので 

す。燃やす（酸化＝酸素（Ｏ）と結びつく）と二酸化炭素（ＣＯ２）と水（Ｈ２Ｏ）が発生する 

だけです。 

 

 

 

   ※重複するものについても、適当な間隔で参照とした。 

 

 

   特別講義前のアンケートにご協力いただきました明大商学部他の学生さんに感謝申し上げます。 

 

 


