
第５時間目

• Ｑ＆Ａ

⇒ゼミ生からの質問とそれに対する

答えをまとめてみたものである
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Ｑ１：「時間軸と相互理解要領域」の図の相互理解要領
域の具体的な意味はどのようなものか
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Ｑ１：「時間軸と相互理解要領域」の図の相互理解要領
域の具体的な意味はどのようなものか

ＡＡＡＡ１１１１：消費者ＶＳ事業者という対立軸で物事が語られることが多い
ですが（この方が興味を持ちやすい）、「環境問題」は地球規

模で考える必要性があるテーマだと思っております

事業者は結構、プラスチックの使用後の「ごみ」として（嵩張

る、目立つ等）また、ある種「もったいないという感覚」で「何と
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る、目立つ等）また、ある種「もったいないという感覚」で「何と

かしろ」と刃を向けられますが、使用前に果たしている「社会

的貢献」の部分にも理解を示して欲しいと考えています。減

容化、減量化への取り組みもあります。一方「容リ法」という

法律の枠組みの中で、事業者は再商品化の義務を負ってい

ることなども理解して欲しいところです。この部分は一朝一夕

には語れませんので、それこそ、お互いに理解を深める絶好

のテーマと考えております



Ｑ２：今回のマーケティング・コミュニケーション
のターゲットはどういった人か
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Ｑ２：今回のマーケティング・コミュニケーション
のターゲットはどういった人か

ＡＡＡＡ２２２２：：：：

• プラスチック、ポリエチレンに無関心な層
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• プラスチック、ポリエチレンに無関心な層

• 関心があっても的をはずした理解をしている層

• ターゲットというより、プラスチック、ポリエチレンのよ
き理解者（ファン的存在）を１人より２人、２人より３
人と少しずつ、根気強く、愚直に増やしていくことが
ミッションと考えてください



Ｑ３：ポリエチレンの包装以外にも拡大して活用
して行きたい方法はなにかあるのか

Ａ３：

• ポリエチレン（樹脂）の市場拡大は包装以外
の市場はまだまだ余地はあると考えます。

• 包装を通して、今回の活動を行おうとしている
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• 包装を通して、今回の活動を行おうとしている
ことに対しては、それ以外の用途でも可能で
あると考えます。

• 「方法」は前者の場合は、技術的側面の開発
（製法・触媒・用途開発等）、後者も様々な方
法が考えられます。



Ｑ４：ポリエチレン開発が今後進んでゆくことに
よって、さらに賞味期限が延びるのか

Ａ４：

• 延びると思います。ポリエチレン開発のみな
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• 延びると思います。ポリエチレン開発のみな
らず、他の素材との組み合わせ（複合化）に
より可能性はさらに高まります。

• 夢がありますね。



Ｑ５：ポリエチレン市場は拡大しているが、今後
どのような製品に普及しようとしているのか

ＡＡＡＡ５５５５：：：：
• ∞です。夢を現実化させるのが「化学」です。市場開発、市場
開拓も「連想ゲーム」のようなものです。これができたら、これ
もできないか、そこまでできたらあれもできるだろう。あとは
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もできないか、そこまでできたらあれもできるだろう。あとは
チャレンジ！

• （脱線）ポリプロピレンは「夢の繊維」として期待されたが、染
色性等に問題があり、その後「樹脂」としての特性が見出さ
れ、自動車用途等他に巾広く使用されるようになった。（初期
は、イタリアから繊維メーカーと化学メーカータイアップして技
術導入：三井化学‐東洋レーヨン、三菱化学‐三菱レーヨン、
住友化学‐東洋紡、３社のPPのブランド名は「三井ノーブレ
ン、三菱ノーブレン、住友ノーブレン」でノーブレン３社といわ
れた）



ＱＱＱＱ６６６６：：：：低密度低密度低密度低密度ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン、、、、直鎖状低密度直鎖状低密度直鎖状低密度直鎖状低密度ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン、、、、高密度高密度高密度高密度ポリエチレンのポリエチレンのポリエチレンのポリエチレンの
それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに適適適適しているしているしているしている製品製品製品製品のののの具体例具体例具体例具体例はどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのか

ＡＡＡＡ６６６６：：：：それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの特性特性特性特性からこれまでのテキストをからこれまでのテキストをからこれまでのテキストをからこれまでのテキストを参照参照参照参照してしてしてして考考考考えてみようえてみようえてみようえてみよう

ＬＤＰＥＬＤＰＥＬＤＰＥＬＤＰＥ ＬＬＬＬ‐‐‐‐ＬＤＰＥＬＤＰＥＬＤＰＥＬＤＰＥ ＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥ
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密度密度密度密度 低い 高い
硬硬硬硬ささささ 柔らかい 硬い
衝撃衝撃衝撃衝撃にににに 強い 普通
透明度透明度透明度透明度 透明に近づく 半透明

テキストを
参照して
考えて
みましょう



Ｑ７：カップ麺の内側のポリエチレンは熱湯を
注いだ際に溶け出したりしないのか

Ａ７：

ポリエチレンの「融点」（固体が融解し液体化

する温度を融点といいます）は、高密度ＰＥ
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（ＨＤＰＥ）で１２０～１４０℃、低密度ＰＥ（ＬＤＰ

Ｅ）で１０７～１２０℃、直鎖状低密度ＰＥ（Ｌ‐

ＬＤＰＥ）で１２２～１２４℃ですので、

熱湯で溶け出すことはありません。



Ｑ８：プラスチックは原油から生産されているとあるが、
逆に使用後のプラスチックをなんらかの処理に
よって原油に戻すことは出来ないのか

新潟市で１９９７年１

ＡＡＡＡ８８８８：：：：ケミカルリサイルのガス化、油化技術等がこれに該当いたします。
「原油」に近い組成の油に戻すというのが正解でしょう。
その中の「油化技術」は次の通りです。
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新潟市で１９９７年１
２月から試運転を開
始、９５年５月商業運
転に移行しましたが、
容リプラの入札が困
難になり０６年度から
撤退しています。同じ
ような理由から札幌
市でも撤退していま
す.。



Ｑ９：ポリエチレン固有の性質とはなにか

ＡＡＡＡ９９９９：：：：
低密度ＰＥで見てみましょう。

• 軟らかくて弾力性がある：フィルムを２倍から３倍に伸ばしても切れませ
ん。

• 非常に軽い：水に浮きます。比重は０．９１０～０．９２５（ＰＰが０．９００～
０．９１０で他の樹脂は１．００以上です）

•
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• 低温に強い：冷蔵庫・冷凍庫内での包装や寒冷地での農業用フィルムな
どがその例です。

• 酸やアルカリに強い：ＰＥは耐薬品性が優れています。（ＨＤＰＥも同様で
すので、工業用薬品缶や洗剤容器等に使われています）

• 電気絶縁性に優れる：電線の絶縁材・被覆材に使われています。ケーブ
ルなど

• ヒートシールが可能：複合化における接着材的役目を果たす。
• バーガー紙、牛乳パック他
• 毒性が全くない
• 燃焼性に優れる：比較的燃焼速度が速く、最も高い発熱量をもっている。



Ｑ１０：石油の消費量の３％しかしめていないのに、リサ
イクルを行うことはどれくらい環境問題へ影響が
あるか
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Ｑ１０：石油の消費量の３％しかしめていないのに、リサ
イクルを行うことはどれくらい環境問題へ影響が
あるか

ＡＡＡＡ１０１０１０１０：：：：

• ３％全てを熱エネルギーとして回収すると仮定しますと、原油
が３％節約できます。

14

• 様々なリサイクルがありますが、リサイクルするために必要
な資源からリサイクルによって回避できる資源消費量を引い
たものが節約できる資源量になります。

• 材料リサイクルは他の手法から比べても優れているとは言え
ません。



ＱＱＱＱ１１１１１１１１：：：：最近最近最近最近、、、、コンビニなどでコンビニなどでコンビニなどでコンビニなどで、、、、レジレジレジレジ袋削減袋削減袋削減袋削減のキャンペーンをしていたりのキャンペーンをしていたりのキャンペーンをしていたりのキャンペーンをしていたり、、、、レジレジレジレジ袋自体袋自体袋自体袋自体にににに
レジレジレジレジ袋袋袋袋をををを貰貰貰貰わないようにわないようにわないようにわないように呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けるメッセージがけるメッセージがけるメッセージがけるメッセージが載載載載っているのをよくっているのをよくっているのをよくっているのをよく目目目目にするがにするがにするがにするが、、、、
生産者側生産者側生産者側生産者側からはこのようなキャンペーンをどうからはこのようなキャンペーンをどうからはこのようなキャンペーンをどうからはこのようなキャンペーンをどう思思思思っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。またまたまたまた、、、、レジレジレジレジ袋袋袋袋はははは、、、、
ほかのプラスチックほかのプラスチックほかのプラスチックほかのプラスチック製品製品製品製品（（（（包装包装包装包装やややや、ＰＥＴ、ＰＥＴ、ＰＥＴ、ＰＥＴボトルなどをボトルなどをボトルなどをボトルなどを含含含含むむむむ））））などのようになどのようになどのようになどのように、、、、環境環境環境環境にににに
いいいいいいいい点点点点（（（（リサイクルできるかなどリサイクルできるかなどリサイクルできるかなどリサイクルできるかなど））））はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

ＡＡＡＡ１１１１１１１１：：：：

• 環境問題への意識付け、問題提起としては問題はないと考える。しかし、
現実問題として、レジ袋を貰わないが、レジ通過後のサッカー台に取り付
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現実問題として、レジ袋を貰わないが、レジ通過後のサッカー台に取り付
けてある、ロール袋（ロール上になっており、必要な枚数を取り出せる極
薄フィルムの袋）用の原料樹脂の出荷量が過去最高を記録している。ま
た、レジ袋をゴミ袋として再利用できないのでゴミ袋を新たに購入する必
要がある。（レジ袋４００×４８０×０．０１８ｍｍ１枚とロール袋２００×３０
０×０．００６ｍｍ１０枚とほぼ重さは同じ）

• レジ袋も「リサイクル」は出来ます。しかし、嵩張りますので経済性には疑
問です。

• 消費者にとっても、「やりがいのある」「見える化された」リサイクルが望ま
しいと思います。



Ｑ１２：業者側からの、ごみ問題に対する相互理解の
ための努力として何をしているか知りたい

Ａ１２：

• プラスチック容器包装製造事業者や利用事業
者は再商品化義務を負っており、（財）日本容
器包装リサイクル協会にリサイクル費用（委託
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器包装リサイクル協会にリサイクル費用（委託
料）を支払って再商品化義務の履行を委託して
いる。

• 減量化、減容化への取り組み

• ３Ｒに対する事業者としての啓発活動や連携
活動

• ＰＳトレイ等の店頭回収等



Ｑ１３：ラミネートによって、逆に機能が失われることは
あるのか

Ａ１３：

• たとえば、アルミ箔をラミネートすると中味が
見えない。（透明蒸着といってガラス成分を
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見えない。（透明蒸着といってガラス成分を
フィルムの表面に覆う方法も開発されている
が、これはこれでコストが嵩む）

• 消費者がプラゴミの分別時に判断を迷う。

• 分離が困難



Ｑ１４：レジ袋を有料化している地域があるが、全国的に
は実施されることは今後あるのか

ＡＡＡＡ１４１４１４１４：：：：
環境省によりま
すと、市町村レ
ベルで見ると、
平成２０年１１
月１日現在、１
６都道府県の２
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環境省ＨＰより

６都道府県の２
４５市町村で、
有料化に取り
組んでおり、さ
らに平成２２年
３月末までに２
３都道府県の３
８４市町村で有
料化が実施さ
れる予定。



Ｑ１５：プラ製容器にすることで、物流コストを下げることが
できるにも関わらず、びんなどを容器にする商品が
多くあるのは何故か。
消費者にとってびんのほうが高級に見えるのか
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Ａ１５：

炭酸飲料には、びん、缶、ＰＥＴボトルがありますが、

消費者の立場で考えてみてください

シーン、味覚等「商品学」の観点からも考えてください



Ｑ１６：プラ製容器包装の社会的貢献とは
どのようなことか

Ａ１６：

• 軽量化による物流エネルギー、コストの削減

20

•

• 内容物の賞味期限の向上

• 利便性の向上

• デザイン性の自由度向上

• 作業性の向上等



Ｑ１７：現在販売されている商品の包装で形や大きさを
変えて使用樹脂量を減らすことが可能な商品は
どのくらい存在しているのか

Ａ１７：

• 可能性といった点から見れば限りなくといって良い
でしょう

• 原料樹脂の改良による物性の向上をプラ容器包装
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• 原料樹脂の改良による物性の向上をプラ容器包装
の例えば薄肉化に応用するといったことはこれまで
も行われてきましたし、これからも可能性は十分に
あります

• 容器包装製造設備の改善とか他の要素との組み合
わせによる減量化も考えられます



Ｑ１８：プラスチックの中にも熱によって形が変形し易いもの
もあるが、それはポリエチレンの分岐の量に関係が
あるのか

Ａ１８：

• プラスチックそれぞれの固有の性質であり、ポリエチレ
ンの分岐とは関係がありません。

• ポリエチレンで低密度ポリエチレンでは分岐の量に関係
します。分子の並び方、小枝の数が多いと幹の割合が
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します。分子の並び方、小枝の数が多いと幹の割合が
少なくなります。この幹の割合を少し難しいですが「結晶
度」という言い方をします。

• 太い幹が整然と並ぶ高密度ポリエチレンのほうが結晶
度が高いのはそのためです。

• 結晶度は温度によって変わります。温度が高くなれば
結晶が崩れる（氷が溶けるようなイメージ）と考えてくだ
さい。熱に対して低密度ＰＥの方が変形しやすのはこの
ためです。



Ｑ１９：プラスチック製容器包装へのアプローチにある
社会現象とはなにか
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Ｑ１９：プラスチック製容器包装へのアプローチに
ある社会現象とはなにか

Ａ１９：

• 「もったいない」といった言語情報からの

アプローチ等

• 「レジ袋削減」の動きとプラ製容器包装との
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• 「レジ袋削減」の動きとプラ製容器包装との

関わりなど

• かつての「ダッコちゃんブーム」「フラフープの

流行」等

• その他にも、文化生活水準とプラ製容器包装と
か、冷凍技術の発達とプラ容器包装とか、様々
なアプローチが考えられます



Ｑ２０：相互情報共有化とは具体的に何をするのか

Ａ２０：

• 今回の活動もこの一環ですね。

• 理解できなかった点のところでも書きましたが、
ここがポイントです
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ここがポイントです

「環境問題」というとある意味、対立軸が想定
されますが、「環境」という共通の目標に向
かって、お互いの立場を理解しあうことから始
めることになります



ＱＱＱＱ２１２１２１２１：：：：プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック生産生産生産生産はははは全石油消費量全石油消費量全石油消費量全石油消費量のののの約約約約３３３３％％％％しかしかしかしか使用使用使用使用されてされてされてされて
いないといないといないといないと説明説明説明説明されたがされたがされたがされたが、、、、プラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックを燃燃燃燃やしたやしたやしたやした時時時時のののの有害度有害度有害度有害度はははは
ガソリンガソリンガソリンガソリン、、、、灯油灯油灯油灯油、、、、軽油軽油軽油軽油、、、、重油重油重油重油、、、、ガスにガスにガスにガスに比比比比べるとべるとべるとべると高高高高いのかいのかいのかいのか、、、、低低低低いのいのいのいの
かをかをかをかを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください

ＡＡＡＡ２１２１２１２１：：：：

• 一概に比較は出来ません。燃やし方、焼却炉の性能により、有害度は異な
ります。

• 大気汚染（光化学スモッグや酸性雨等）の原因は窒素酸化物であり、主な
発生源は自動車の排気ガスであった。「自動車から排出される窒素酸化物
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発生源は自動車の排気ガスであった。「自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」
（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法：平成１３年改正）により規制されている。

• 石油や石炭など硫黄分が含まれている化石燃料を燃やすと硫黄酸化物（Ｓ
Ｏｘ）が発生する。これも大気汚染防止法によって環境基準が定められ排煙
脱硫技術の進歩により改善されている。

• ダイオキシンは、炭素・酸素・水素・塩素が燃やされるような工程で、意図せ
ずにできてしまうものです。我が国のダイオキシンの発生源は一般廃棄物
焼却が８０％、産業廃棄物焼却が１０％（環境省データ）



プラスチックごみの焼却に関して
東京２３区清掃一部事務組合資料「廃プラスチックのサーマルリサイクル」
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Ｑ２２：ポリエチレンはどのようなものにリサイクル
されているのか教えてください

Ａ２２：

• このご質問の「リサイクル」は材料リサイクル
の意味だと思います。ＰＥＴボトルの場合は、
繊維（ぬいぐるみの詰め物等）やＰＥＴトレイ

28

繊維（ぬいぐるみの詰め物等）やＰＥＴトレイ
がありますが、ポリエチレンの再生品は、これ
といった大きくまとまった用途がありません。
再生業者もＰＰはそれなりに市場はあるが、Ｐ
Ｅは少ない、と言っています）

• ＰＰリッチであれば成形用途として杭、板など
の用途があります。（次ページ参照）



29出典；プラスチック処理促進協会「プラスチックリサイクルの基礎知識２００９」



Ｑ２３ 発泡させることで軽量化が図れる。
しかし、発泡には熱源を使用するが、
ＣＯ２の削減効果があるのか知りたい
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Ｑ２３ 発泡させることで軽量化が図れる。
しかし、発泡には熱源を使用するが、
ＣＯ２の削減効果があるのか知りたい
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• 皆様も疑問に思ったら

日本ポリエチレン製品工業連合会の

HPに質問をしてください。

これで５時間目の授業を終わります
32


