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プラスチックの社会的貢献 

～身近で遠い存在～ 

平成２７年６月１９日 

日本ポリエチレン製品工業連合会 

           顧問 戸上宗久 
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【参考資料】プラスチックのイメージ 



【参考資料】化学には「悲観的な予測」が付きまとう 
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時
間
軸 



4 

【参考資料】 

グラフは全国清涼飲料工業会統計資料を参照作成した 



       本日配布の資料（１） 
 
日本プラスチック工業連盟 

5 



参考資料 
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(一社）プラスチック循環利用協会 
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本日の内容 

§１．暮らしの中のポリエチレン 

§２．身のまわりにあるものからポリエチレン製品や 

     他のプラスチック製品を探してみよう 

§３．プラスチック入門 

§４．プラスチックの安全性 

§５．プラスチックの社会的貢献 

§６．まとめに代えて 
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§１．暮らしのなかの 

           ポリエチレン 
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バーガー紙、バーガー袋 
Ｑ：ポリエチレンはどこに？ 

睦化学工業㈱ＨＰより 
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ポリエチレン 
厚み：８μ 

 

紙 

    
レジ袋の厚みは 

だいたい 

２０～２５μ 

 

バーガーの写真はマクドナルドＨＰより 
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牛乳パック 
Ｑ：ポリエチレンはどこに？ 
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全国牛乳容器環境 

協議会ＨＰより 一晩水に漬けて 

はがしてみました！ 

ポリエチレン 

ポリエチレン 

紙 



13 サンテーラ㈱ＨＰより引用 

 

農業用フィルム 



電線 
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海底ケーブル 

Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、矢崎電線㈱日立電線㈱ＨＰより引用 



そして宇宙食用にも！ 
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３枚の写真はＮＨＫ「けさの知りたい」（‘１３１１１５放送）より 
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 §２ 身のまわりにあるものから  

     ポリエチレン製品や 

  その他のプラスチック製品を 

       探してみよう！ 
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街に出れば 
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某氏の部屋の中 

リビング 

バス 
トイレ 

キッチン 
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身のまわり 

弁当箱 

各種トレイ＆パック 
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プラスチック工業連盟ＨＰ「プラスチック入門」より引用 

自動車 



自動車バンパーの変遷⇒軽量化 
鉄の比重 

７．９ 

ＰＰの比重 

０．９ 

鉄⇒ＰＰ 

９０％ 

軽量化 

自動車バンパーの変遷⇒軽量化 



水族館や新幹線にも使われているプラスチック 
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エプソン品川アクアスタジアム（Togami撮影） 

パンダグラフの風防 
☆繊維強化プラスチック（ＦＲＰ） 

窓（N７００系） 
☆ポリカーボネート 

連結器カバー 
☆繊維強化プラスチック（ＦＲＰ） 

水槽 

☆メタクリル樹脂 
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「紙化」に注目が集まる 

2008年4月 

日清食品は「カップヌードル」において、「ECOカップ」（紙製カップ）を採用 

「ECOカップ」採用当初の広告 「ECOカップ」採用対象製品 

【参考資料】 紙か？プラか？ 
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【参考資料】「紙化」＝「プラスチックをなくすこと」？？ 

「カップ原紙」に発泡ポリエチレンをコーティングして断熱性を高める 

とともに、従来の発泡ポリスチレン容器が持つ手触りを再現した。 

日清食品「カップヌードル」は、 

発泡ポリスチレン容器から  

紙製の「ECOカップ」に切り替え。 

PETフィルムなどを加えた5層構造 

日清食品HPより http://www.cupnoodle.jp/story/index.html 

「紙」にない機能を補うために、「プラスチック」は不可欠な素材 
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   【参考資料】 

経済産業省 ３R政策 「資源有効利用促進法」容器包装の識別表示Q&Aより 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_08.html#q21 

Q プラスチックと紙からなる容器包装で分離不可能（複合素材）な 

  場合、どのように表示すればよいのですか？ 

 

A 重量比が大きい方の識別マークを表示してください。 

  プラスチックと紙の複合素材の場合には、重量的に主たる素材に 

  ついての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの 

  重量比が５０％を超える場合はプラマークを、紙の重量比が５０％ 

  を超える場合は紙マークを表示してください。 

   なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には、 

  各素材についての識別マークが必要になります。 
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§３．プラスチック 入門 
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プラスチックとは 

◆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。 

 したがってプラスチック（Ｐｌａｓｔｉｃ）という 

 言葉自体も、「可塑性」の意味をもっています 

 

    ポリエチレンもプラスチックの一種 

日本プラスチック工業連盟監修「よくわかるプラスチック」（日本実業出版社）より引用 
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チョコレートとビスケット 

日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 



プラスチックの種類 

29 三菱樹脂ＨＰ「プラスチックとは？」から」引用 

プラスチック 



プラスチックの成形 
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三菱樹脂ＨＰ「プラスチックとは？」から」引用 

プラスチックの成形は基本的に３つの工程から成り立っています。まず材料のプ
ラスチックを加熱して溶融し（可塑化）、ドロドロの液状になったものを型に入れ
（成形）、冷やして固めます（固化）。これはすべての成形法に共通する原理です。 
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プラスチック製容器包装の形態と成形方法 

  容器包装の形態        主な成形方法 

 

袋、ラップフィルム       インフレーション他 

 

食品トレー、卵パック、弁当箱  熱成形（シート成形） 

 

立体型容器、蓋、キャップ    射出成形 

 

各種ボトル           ブロー成形 

 

レトルト用、詰め替え容器    ラミネート成形 

 

 

 

 

 

日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 
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押出成形 

パイプやシートなど長い
ものを連続的に作るの

が得意です 

ダイスの形が「Ｔ」に似ているからＴダ
イ法ってよびます。次に出てくるインフ
レーション成形をダイスの形から丸ダ

イ法とも呼びます 

 

日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 



中空成形（ブロー成形）と 

インフレーション成形 
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溶けたプラスチックを筒状に
押出し、空気で膨らませる 

日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 

住友重機械モダンＨＰより 



熱成形と圧縮成形 
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板状に成型したプラスチックを
再度加熱し、気圧の変化を 

利用して金型に密着させる 

日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 

溶かしたプラスチックを金型に
入れプレスして製品を作る 



射出成形とカレンダー成形 
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日本プラスチック工業連盟「こんにちはプラスチック」より引用 

東芝機械ＨＰより 
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プラスチックは年間 

どのくらい生産されているのか？ 

 

 

  ★２０１３年実績 

    熱可塑性樹脂  計   ９４２万㌧ 

    熱硬化性樹脂他 計   １１６万㌧ 

     合  計     １，０５８万㌧ 

  ★内ポリエチレンは     ２６３万㌧  

              （  ２５％） 

 石油化学協会「石油化学工業の現状２０１４年」より 
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プラスチックの生産量推移 

         ポイント 

①ＰＥは熱可塑性樹脂である 

②ＰＥはプラスチック生産の内 

             約４分の１である 

石油化学協会「石油化学工業の現状２０１４年」より引用 
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５大樹脂とはＬＤＰＥ，ＨＤＰＥ、ＰＰ，ＰＳ，ＰＶＣをいいます 

石油化学協会「石油化学工業の現状２０１４年」より引用 
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強化製品 

浴槽、浄化槽、ボート、つり竿など 

石油化学協会「石油化学工業の現状２０１４年」より引用 

プラスチック加工製品の 

分野別生産比率(201３年） 

     フィルム 

農業用（温室・温床）、 

スーパーの袋・ラップ等包装用、 

加工紙など 

     容器 

洗剤・シャンプー容器、 

灯油缶、ＰＥＴボトル、 

コンテナなど 

機械器具部品 

家電製品、自動車、 

ＯＡ機器など 

各種機械器具部品 

パイプ・継手 

水道用、土木用、農業用、 

鉱工業用など 

各種パイプ・継手 

日用品・雑貨 

台所・食卓用品、文房具、玩具など 

発泡製品 

断熱材、緩衝材、魚箱など 

建材 

雨どい、床材、壁材など 

シート 

卵・果物用包装パックなど 

板 

波板、看板、ドアなど 
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石油化学コンビナートとエチレン製造設備 

写真は日化協 

「日本の化学工業５０年の 

あゆみ」より引用 写真は日本石油化学㈱「日本石油化学三十年史」より引用 

表は、住友化学「プラスチック高機能化の歴史とグローバル戦略」より引用作成 
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§４．プラスチックの安全性 

43 



    プラスチックの安全性 

• 「天然物は無害で、プラスチックのような高分子化
合物や添加剤に使われる合成化学物質は有害」と
考えておられる方も多いのでは？ 

【食塩】 
 ◆過剰に摂取すれば体重の減少や、発育を 

   阻害したり、ひいては死に至ることも知られて 

   います 

【ビタミン類】 
 ◆ビタミンＡ,Ｃ,Ｄ,Ｅ等は、健康食品等による過剰 

   摂取で肝機能、疲労感、嘔吐などの健康障害を 

   ひき起こす可能性があることが知られています 
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ポリオレフィン等衛生協議会「知らなかった知りたかったプラスチック2007年」参照 



天然の毒物 

• ジャガイモの皮や芽に含まれる猛毒のソラニン 

• お茶やコーヒーに含まれるカフェイン 

• タバコに含まれるニコチン 

• ホウレン草には体内で発がん性のあるニトロソアミンに 

  代わる可能性のある硝酸塩類 

• フグのテトロドトキシン 

 

■長年問題なく利用しているという事実のみで、その安全性 

  が担保されているとは言えません 

■「適切な使い方のもとでは安全である」と言えるに過ぎま 

  せん 

       プラスチックと比べてどうでしょうか？ 
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ポリオレフィン等衛生協議会「知らなかった知りたかったプラスチック2007年」参照 



• 「天然物（＝人類が慣習的に利用してきた物質）は、
合成物（＝近年開発された化学物質）より安全で、か
つ環境への負荷が少ない」と考えがち  

             ですが、 

■人類が長い間、慣習的に利用してきたことが、 

  ある物質の安全性を一定のレベルで担保する 

  との考えは必ずしも誤りとは言えませんが、 

  このことのみで「合成された化学物質は危険で 

  ある」と考えることは科学的な考えとはいえません 

■「環境に良さそう、身体に良さそう」という主観的、 

  情緒的な判断ではなく、科学的な根拠に基づく 

  客観的な判断が大切 

46 
ポリオレフィン等衛生協議会「知らなかった知りたかったプラスチック2007年」参照 
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§５．プラスチックの 

         社会的貢献 



【参考資料】世界が抱える 

エネルギー問題と食料問題 
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出典：経済産業省エネルギー庁「世界のエネルギー需要見通し」 出典：農林水産省「２０５０年における世界の食料需給見通し」 

２０３０年は２０００年比＋６６％ ２０５０年は２０００年比＋５５％ 

＜世界の所得階層別食料需要の変化＞ 
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プラスチック製容器包装の 

果たす役割 
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例: プラスチック包装資材 
          軽量化による効果が大きい 

プラスチックがなければ、小売業のロジスティクスは 

    50%増の配送が必要。 

        

ガラスビン 

36% 
包装資材比率 
 

プラスチック袋 

3.56%  

包装資材比率 

最終製品に占めるプラスチック包装資材の割合（重量比）は、平均わずか １～３％： 
•  200g のチーズを入れるプラスチックフィルムが 2g 
• 1.5ℓ 入の飲料ボトルが 35g 
• 物流時の包装を加味しても平均 3.56% 

50 ※PlasticsEurope「温暖化対策へのプラスチックの貢献」より引用 
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品質向上 – 賞味期限の向上 

 

• 真空包装; ガス置換包装;   
ガス透過性包装;棒状の菓
子類のピロー包装 

革新的な小売の為の賢い選択 

51 

※PlasticsEurope「温暖化対策へのプラスチックの貢献」より引用 
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 軽量化と賞味期限の向上の事例 
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出典：農林水産省「食品ロス削減に向けて～「もったいない」を取り戻そう 

出典 



54 出典 
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出典 



食品のロスを防ぎます！ 

56 



【Ｐ８】 優れもの！「鰹節削りパック」 
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【Ｐ９】 ハムは４枚、フィルムは１２層 
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カットハム包装のイメージ写真 H250930 撮影101010 
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時間軸で考えよう！ 

使用 

ごみ問題 

プラ容器包装の社会的貢献 
物性等からみた機能 
マーケティング機能等 

消
費
者
他 

事
業
者 

     相互理解要領域 

相互理解要領域 

カップ 

ラーメン 

時間軸 

カップ 

ラーメン 
カップ 

ラーメン 

ス
ー
プ 

ス
ー
プ 



プラスチック製容器包装と３Ｒ 
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プラスチック製容器包装 

３R事例集 
―事業者の取組み事例― 

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 
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プラスチック容器包装リサイクル推進協議会「プラスチック製容器包装３R事例集リスト」より引用 

【２０１３年度版】 
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事例項目 軽量化

会社名（推薦会員） 敷島製パン株式会社（社団法人日本パン工業会）

【事例説明】
0.35g・0.33g/個→0.31g/個
(削減率11.4%、6.1%)
使用樹脂量削減：23,875kg/年間

【効果】

商品名 食パン類に使用する留め具

（ＴＧＳ－3）

（ＴＧＳ－4）

（ＴＧＪＢ－５）

改良前

改良後

食パン包装紙の留め具として使用しているクロージ
ャーの内側形態を変更し、軽量化を図った。

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会「プラスチック製容器包装３R事例集（２００８年）」より引用 



63 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会「プラスチック製容器包装３R事例集（２０１２年）」より引用 
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【参考資料】 

  使用済みプラスチック製容器包装の洗浄 

プラ工連「プラスチック製容器包装に関する話題（平成２１年度消費者団体殿との懇談会資料）」より引用 
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【参考資料】 

    マイバッグとレジ袋の環境負荷比較 

プラ工連「プラスチック製容器包装に関する話題（平成２１年度消費者団体殿との懇談会資料）」より引用 



66 （一社）プラスチック循環利用協会「プラスチックの基礎知識」から引用 



【参考資料】ダイオキシン類総排出量の推移 

67 
出典：環境省「図で見る環境白書（平成２５年版）」 



   §６．まとめに代えて 

68 



サスティナブル社会実現への 

プラスチックの貢献 
歴史的にプラスチック（生まれて100年、世界で265百万㌧）は、 

「紙、木材、金属、ガラス、陶磁器などの素材」を代替してきた 
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紙、木材の代替 

（耐水性、強度） 
金属の代替 

（軽量化、耐腐食） 
ガラス、陶磁器の代替 

（軽量化、割れにくさ） 

コルク、天然繊維の
代替＜発泡技術＞ 

（断熱、緩衝、保温） 

熱帯雨林の保護・砂漠化抑制 輸送効率化・流通性の向上 効率的な熱利用 

生物多様性の確保 地球温暖化の抑制 化石資源の抑制 

住友化学「プラスチック高機能化の歴史とグローバル戦略」より引用作成 



講義資料の掲載について 

• 本日の講義資料は、 

  日本ポリエチレン製品工業連合会の 

  ＷＳに掲載しますので、ご参照ください。 

 

  ◆ＵＲＬ：http://www.jpe.gr.jp/ 

  ＞コンテンツ「あなたの身近にポリエチレン」 
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http://www.jpe.gr.jp/
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プラスチックの正しい理解のために 

相互情報共有化をしましょう！  

 

    

  ご清聴 

   ありがとうございました 


