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自分の生活圏のプラスチックを意識してみよう

6



街に出れば
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部屋の中
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リビングリビングリビングリビング

バスバスバスバス
トイレトイレトイレトイレ

キッチンキッチンキッチンキッチン



身のまわり
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ビニール袋？
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【参考】容器包装へのアプローチ

• 「容器包装」の歴史からのアプローチ

★陶磁器・鉄・紙の長い歴史に比し

プラスチックはたかだか１００年の歴史

• 「容器包装」⇒「器」としてのアプローチ
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• 「容器包装」⇒「器」としてのアプローチ

★社会ニーズとの対応は？

★社会現象と言われた事例は？

たかが容器包装 されど容器包装



【コラム】日本人の心 その１

★日本人の心

※万葉人の「器」に託した思い

家にあれば笱に盛る飯を草枕家にあれば笱に盛る飯を草枕

旅にしあれば椎の葉に盛る

（有間皇子）
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転用の美＝見立てそして呼継ぎ

千利休
本来茶の湯の道具で
なかった物を茶の湯

呼継ぎ⇒リユース

【コラム】日本人の心 その２
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なかった物を茶の湯
の道具に「見立て」た

例：雑器であった
高麗茶碗を侘び茶の
道具に転用

ウエブサイト「大正庵展示室」より引用



• §２

プラスチックにどのようなものがあるか
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17
プラスチック工業連盟ＨＰ「プラスチック入門」より引用



水族館の水槽水槽水槽水槽＝ＰＭＭＡ

18三菱レイヨン㈱ＨＰより
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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



20東レ㈱ＨＰより



電線

海底海底海底海底ケーブルケーブルケーブルケーブル

21
Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ、矢崎電線㈱日立電線㈱ＨＰより引用



22サンテーラ㈱ＨＰより引用



「「「「紙化紙化紙化紙化」」」」にににに注目注目注目注目がががが集集集集まるまるまるまる

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

【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】カップカップカップカップ麺麺麺麺にににに紙容器紙容器紙容器紙容器をををを採用採用採用採用

23
「ECOカップ」採用当初の広告 「ECOカップ」採用対象製品



【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】「「「「紙化紙化紙化紙化」＝「」＝「」＝「」＝「プラスチックをなくすことプラスチックをなくすことプラスチックをなくすこと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。
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ECO

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



【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】

Q プラスチックとプラスチックとプラスチックとプラスチックと紙紙紙紙からなるからなるからなるからなる容器包装容器包装容器包装容器包装でででで分離不可能分離不可能分離不可能分離不可能（（（（複合素材複合素材複合素材複合素材））））なななな
場合場合場合場合、、、、どのようにどのようにどのようにどのように表示表示表示表示すればよいのですかすればよいのですかすればよいのですか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
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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

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。



• §３

プラスチックはどのように生産されているか
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石油化学コンビナートとエチレン製造設備

27

日化協
「日本の化学工業５０年の
あゆみ」より引用

日本石油化学㈱「日本石油化学三十年史」より引用



28



• §４

プラスチックはどのくらい生産されているのか
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30

ポイントポイントポイントポイント
①①①①ＰＥＰＥＰＥＰＥはははは熱可塑性樹脂熱可塑性樹脂熱可塑性樹脂熱可塑性樹脂であるであるであるである
②②②②ＰＥＰＥＰＥＰＥは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生産生産生産生産のののの内内内内

約約約約４４４４分分分分のののの１１１１であるであるであるである

石油化学協会「石油化学工業の現状２０１０年」より引用



• §５

プラスチック製品はどのように生産されて

いるのか
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フィルム製造装置



１

32

イメージはイメージはイメージはイメージは
ビスケットビスケットビスケットビスケット

プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用



③プラスチック製容器包装 特性と成形方法

容器包装容器包装容器包装容器包装のののの形態形態形態形態 主主主主なななな成形方法成形方法成形方法成形方法

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）

２
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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

プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用



３３３３

パイプやシートなどパイプやシートなどパイプやシートなどパイプやシートなど長長長長いいいい
ものをものをものをものを連続的連続的連続的連続的にににに作作作作るのるのるのるの

がががが得意得意得意得意ですですですです
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プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用

ダイスのダイスのダイスのダイスの形形形形がががが「Ｔ」「Ｔ」「Ｔ」「Ｔ」にににに似似似似ているからているからているからているからＴＴＴＴダダダダ
イイイイ法法法法ってよびますってよびますってよびますってよびます。。。。次次次次にににに出出出出てくるインフてくるインフてくるインフてくるインフ
レーションレーションレーションレーション成形成形成形成形をダイスのをダイスのをダイスのをダイスの形形形形からからからから丸丸丸丸ダダダダ

イイイイ法法法法ともともともとも呼呼呼呼びますびますびますびます



４４４４
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プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用



５５５５
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プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用



６６６６

注射器注射器注射器注射器でででで注射注射注射注射するようするようするようするよう

立体型容器立体型容器立体型容器立体型容器、、、、蓋蓋蓋蓋、、、、キャップキャップキャップキャップ などなどなどなど
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プラ工連ＲＲ委員会「プラスチックの特性とリサイクル」より引用

注射器注射器注射器注射器でででで注射注射注射注射するようするようするようするよう
にににに溶溶溶溶けたけたけたけた樹脂樹脂樹脂樹脂をををを、、、、射出射出射出射出
機機機機からからからから金型金型金型金型のののの中中中中にににに射射射射
出出出出・・・・圧入圧入圧入圧入してしてしてして成形成形成形成形するするするする。



• §６

プラスチックの用途

汎用５大樹脂を中心に
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39

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２０１０年」より引用



フィルムフィルムフィルムフィルム
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

建材建材建材建材
雨どい、床材、壁材など

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
台所・食卓用品、文房具、玩具など

シートシートシートシート
卵・果物用包装パックなど

板板板板
波板、看板、ドアなど

強化製品強化製品強化製品強化製品
浴槽、浄化槽、ボート、つり竿など
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容器容器容器容器
洗剤・シャンプー容器、
灯油缶、ＰＥＴボトル、
コンテナなど

パイプ・パイプ・パイプ・パイプ・継手継手継手継手
水道用、土木用、農業用、

鉱工業用など
各種パイプ・継手

機械器具部品機械器具部品機械器具部品機械器具部品
家電製品、自動車、
ＯＡ機器など

各種機械器具部品

発泡製品発泡製品発泡製品発泡製品
断熱材、緩衝材、魚箱など

雨どい、床材、壁材など

石油化学協会「石油化学工業の現状２０１０年」より引用



「もし、ある日突然、

プラスチックが無く

なったら、私たちの
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日常生活はどうなる

のでしょうね

考えてみてくださいね

これで１時間目の授業は終わります


