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１． はじめに

現在の経済・社会・市民生活は合成高分子の

存在なくして語ることはできない。市民生活に合

成高分子が大きくかかわっていることは多くの人

が潜在的には認識しているが、合成高分子の加工

品があまりにも一般化しているために逆に合成高

分子の経済・社会・市民生活への大きな関係が見

落とされる面も生じている。衣、食、住、自動車、

バイク、自転車、電車、船舶、飛行機、ロケット、

人工衛星、パソコン、テレビ等電化製品、携帯電

話、医薬品すべてに合成高分子が大きなかかわり

合いを持っている。その合成高分子の歴史は 70

年以内と言っても過言ではない。

1700 年代中頃から 1800 年代前半にかけての産

業革命によって機械工業の発展と鉄、石炭などの

活用が急速に増大した。1800 年代中頃からの染

料を中心とした（有機）化学の進歩によって、

1940 年頃までに合成医薬や合成高分子の工業化

が起こり、我が国でも 1950 年頃から合成高分子

の工業生産が開始されるとともに、石油化学の進

歩と相和して合成高分子の汎用化、特性向上がも

たらされ、大量生産化、活用の多様化へと発展し

た。有機化学の発展の姿は医薬品類と合成高分子

類と見なすことができよう。合成高分子は繊維、

成形品（樹脂）、フィルム、シートなどの形で日

常生活に多様にかかわり合いを持っており、非常

に多くの便利さをもたらした。終戦直後に小学校

に入学した筆者は合成高分子の成長とともに成長

した世代であり、合成高分子による多面にわたる

恩恵を感じた。そのイメージは、明るい、さわや

かさ、丈夫、欧米的、近代性などの好印象ばかり

であった。ナイロンの靴下、しわになりにくい学

生服、透明な風呂敷、丈夫な文房具、そしてやが

てはポリエステル（“テトロン”）のワイシャツ、

セミシャツ（“セミスリーブ”）がそれを代表して

いた。これらを早く所有していないと時代遅れを

自他ともに感じた状況にあった。

現在では合成高分子の生産量は世界で約 1.5 億

トン、日本では約 1,500 万トンに及び、近代生活

の貴重な素材になっている。

Point
1 合成高分子の廃棄物による環境汚染等が要因になって多くの生分解性高分子が研究開発され、具体

的活用が進んでいるが、その進展は意外に遅延している。
2 生分解性高分子の飛躍を阻害している要因は、既存の合成高分子対比の特性不良と高価格にある。
3 近年の石油価格の上昇は、それ自体が産業や社会に大きな影響を及ぼしているが､化石資源を原材

料とせずに、糖質（植物）資源を原材料とする生分解性高分子には、生分解の他に現世代資源活用

の大きな特徴があり、具体化を急進させる期待がある。
4 生分解性高分子が端緒となって、現世代資源活用による化石資源活用の低減や、物質や資源の蓄積

も夢ではない。

生分解性高分子の価値
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２． 合成高分子の裏面と生分解性高分子

1970 年頃から“公害”、1980 年頃から“環境

汚染”なる言葉で、あるいはその頃までの便利

さの代償として個人的に一部懸念点を感じてい

たことが一般社会認識となった。主要因子は廃

棄物であった。古来より不要物、障害物、故障

物などは「水に流す」「埋める」で代表されるよ

うに捨てて障害をなくする習慣が日本だけでは

なく世界中にあった。要するに不要な概念、物

品等すべて（何もかも）を捨ててその場をしの

ぐことが一般に行われていた。少なくとも産業

革命以前は量的に少ないこともあってそれで実

質的に問題はなかった。自然浄化作用で収支が

取れていた。

ところが、産業革命以後の大量処理時代にな

ると天然物ですら大量廃棄物量が自然浄化時間を

超えて問題化し、特に加工品・合成物品はその問

題を絶対的にした。自然浄化の限界が現実となっ

ただけではなく、合成高分子が腐食、腐敗によっ

て分解されにくいことが実証された。埋立て

（Landfill）地での包装資材で代表される一過性消

費材の中での合成高分子の形状保持もやがては問

題になってきた。包装資材の焼却による問題解消

化も合成高分子の燃焼熱が高いことによる炉の劣

化や、ダイオキシン発生などの懸念点が指摘され、

焼却炉の改善やダイオキシン発生低減策も検討さ

れるようになった。リサイクル化も種々検討され

たが大幅なコスト高になることや、合理的回収方

策（含手間暇）の限界などの理由でまだ部分的に

しか実用化されていない現実がある。現在では合

成高分子に限らずすべての物質を３Ｒ（Reduce、

Reuse、Recycle）として国家的にも環境と経済が

両立した循環型社会形成策が展開されている。

このような時代から生分解性高分子（プラス

チック）の研究開発の兆しが生じてきた。合成高

分子の特徴（長）の一つが腐食・腐敗しにくいこ

とであったはずなのに不思議なことである。工業

用で代表される多くの高分子には現在でも耐久性

が当然求められているが、特に包装資材で代表さ

れる一過性消費材では一部の合成高分子には生分

解（腐食・腐敗による自然浄化、炭化水素の炭酸

ガスと水への分解）が望ましい状況になってきた。

一部の国や地域では包装材料の生分解性が必須と

される状況になってきた。そして図表１に示すよ

うな多くの生分解性プラスチックが開発ないし試

験生産されるようになってきた。

図表１　主な生分解性高分子

出所：参考文献１）等を基に東レ経営研究所作成

産生系分類 高分子名称 

微生物産生系
 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA） 

（ポリヒドロキシブチレート、ポリヒドロキシブチ　　 
  レ―ト／ヒドロキシヘキサノエート等） 

天然物系

 エステル化澱粉 
酢酸セルロース 
キトサン／セルロース／澱粉 
澱粉／化学合成系生分解高分子 

化学合成系

 ポリ乳酸（PHA） 
ポリカプロラクトン 
ポリブチレンサクシネート 
ポリエチレンサクシネート 
ポリグリコール酸 
ポリ乳酸／ポリブチレンサクシネート 
ポリブチレンサクシネート／アジパート 
ポリブチレンサクシネート／カーボネート 
ポリエチレンテレフタレート／サクシネート 
ポリブチレンアジパート／テレフタレート 
ポリカプロラクトン／ブチレンサクシネート 
ポリビニルアルコール 
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３． 生分解性高分子の誕生から現在

図表１のように種々の生分解性高分子（プラ

スチック）が誕生したが、誕生してからすでに約

１／４世紀を経るのに一般普及は必ずしも進んで

いない。

一般普及を阻害している最大の要因は特性不

良と高価格であろう。そのことが実使用上のブレ

ーキとなり、「生産量低減とそれによる更なるコ

スト高」のサイクルとなって部分活用程度で一般

化は意外に進展しなかった。包装材料用の汎用プ

ラスチックの市販価格が当時約 100 円/kg という

時代に＞ 1,000 円/kg の生分解性プラスチック価

格では魅力が低下するし、加工機器・加工条件な

どの新設・新条件設定を考えると実用段階では汎

用高分子の 20 ～ 50 倍もする価格になり、このあ

まりにも高価な“生分解”は現実のものになりに

くかった。

2000 年頃にカーギルダウ社（米国）は、生分

解性高分子ポリ乳酸（PLA ： Poly Lactic Acid）

の大量生産と汎用高分子に近い約 1＄/ポンドで

販売する構想を発表した 1。生分解性プラスチッ

クの汎用プラスチック価格への近接を示唆した。

生産技術や加工技術による更なる価格低下の期待

もあって、生分解性プラスチックが手の届くゾー

ンに入ってきた。このことは生分解性プラスチッ

クにとって画期的であった。カーギルダウ社はネ

ブラスカ州にポリ乳酸原料（モノマー乳酸）の

20 万トン/年の生産設備計画、ポリ乳酸の 14 万

トン/年生産計画を具体化し、生分解性プラスチ

ックの工業化が現実のものとなった。

昨年､メタボリックス社（米国）は､ICI がかつ

て研究開発し､成功しなかったポリヒドロキシア

ルカン酸 （PHA ： Poly Hydroxyalkanoates）系

生分解性高分子を全く独立な技術で研究開発し、

2005 年に ADM社と 5 万トン/年の生産設備を建

築計画すること、カーギルダウ社の PLA より安

価で市販できるよう計画を発表した 2。更に微生

物による生産ではなく植物（スィッチグラス等）

による生産により更に安価になる計画を発表し

た。

PLA 系と PHA 系とは特性的にも異なり、用途

もかなり違うし、一般実用化までには解決すべき

課題も種々あろうが、実用化の基礎はできたよう

に考えられる。いずれも既存の汎用高分子対比で

各種特性が生分解以外は良好ではないし、加工特

性も不十分な点も多いが、高分子加工メーカーの

技術開発により図表２に示すような種々の実用化

も具体化しつつある。

我が国でもトヨタ自動車がPLAの生産化構想発表

とともに1,000トン/年の試験生産設備を設置した 3。

NEDOや生分解性プラスチック研究会の努力によ

り昨年開催された万国博覧会（愛・地球博）でも

多くの具体化例とともに実使用が進められた。

このように生分解性プラスチックの実用化が大

きく前進しつつあるものの経過時間に対する実用化

の進展は鈍さを感じる。その背景には、現実のゾー

ンに入ったとはいうもののまだまだ価格や加工費が

高いこと、特性が劣ることなどがあり、生分解性の

利点に対して欠点が多（大き）いことが挙げられる。

特性が良好で安価な物を使用するのが当然で、「“生

分解”だから特性が不十分で価格が高くても使用す

る」ことはあり得ない。問題点の改善努力や最適用

途の探索努力が現在も傾注されているが、この延長

で実用化が急進するであろうか。

４． 生分解性の価値と新時代

生分解性の価値はどのくらいのものであろう

か。現状の問題点をどの程度改善したら生分解性

高分子の実用化が急進するだろうか。特性や価格

ではなく、個人の環境意識や、国や自治体あるい

は国際的な政令化、勧告、指導あるいは義務化な

どが必要なのだろうか。生分解性高分子関係者の

１　参考文献２）
２　参考文献３）
３　参考文献４）
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多くがこれらのことを常に考えている。事による

とこれらの事項がすべて必要なのかもしれない。

生分解性高分子には、図表１のように多くの種

類があるが、PLAや PHAのように原材料を化石資

源に依存せずにグルコースなど基本原料を澱粉な

どの糖質物質にしている高分子がある（現状では

製造工程のエネルギー源は化石資源に依存してお

り、すべてが糖質物質使用ではない）。その澱粉は

現世代の植物により産生されている。すなわち化

石資源依存度を大きく低下させており、生分解の

特徴の他に「化石資源依存度低下」の特徴がある。

人間の生命が直接、間接に植物によって維持

されていることは論を待たない。植物こそ太陽エ

ネルギーを活用して、主として（一部で地球温暖

化の原因物質ともされている）炭酸ガスと水から

生命体を構成している Sustainability の典型であ

り、動物や人類にとっての有用物質への固定工場

である。

逆に現代人は石炭と石油で代表される化石資源

を大量消費してきた。化石資源の埋蔵量は歴史的

には増加している統計的数字もあるが、無限であ

るはずがない。いずれは枯渇の危険にさらされる。

石油は特に 1950 年頃からの流体革命によって

大量生産、大量消費の時代になり、主要原材料、

主要エネルギー資源になった。現在の原油の生産

量は世界で 250億バレル/年と厖大な量になってい

る。また原油価格も数年前には想像もできなかっ

た約 80＄/バレルと史上最高領域にある。結果的

に一般の高分子（プラスチック）やガソリンも価

格上昇している。レギュラーガソリンが 140 円/

超とやはり史上最高値となり、市民生活にも大き

な影響が出ている。原料も製造工程のエネルギー

も実質的にすべて石油に依存している既存の合成

高分子原料（モノマー）や合成高分子、その加工

品の価格もここ数年来大幅に上昇しており、産業

や社会生活にも支障が出始めている。

ガソリンはガソリン税だけで 53.8 円/ がかか

り、その他に石油関連税金（原油関税、石油税な

ど）もかかっているので単純比較はできないが、

工業用のエタノールの価格が約 120 円/ の時代

に 140 円/ 超のガソリン価格はとにかく高い。

原油やガソリン価格の今後を想定する知識も力も

ないが、高くなりこそすれ、安くなる要因は少な

いのではなかろうか。

ブラジルではサトウキビを原料としたエタノ

ールの製造とそのガソリン代替化やエタノール等

を基とした各種化学合成が数年前から展開され、

少しずつ効果が発現されている。最近はカナダや

図表２　生分解性高分子の主な実用化例

出所：参考文献１）等を基に東レ経営研究所作成

用途領域 実用化例 
 
IT関連用 パソコン等の筐体、DVDプレーヤーフロントパネル、 

LSI用キャリアテープ、乾電池用ブリスターパック 
 
自動車用 各種内装部品・内装材、スペアタイヤカバー 
 
医療用 手術用縫合糸、骨片接合用スクリュー・ピン、 

衛生用品（歯ブラシ等） 
 
農林・園芸用 農業用マルチフィルム（黒・白・透明）、薫蒸シート、 

植林苗保護シート、青果袋、育苗ポット、植木鉢 
 
水産用 漁網、養殖網、ロープ、釣り糸、ルアー、発泡魚箱 
 
土木用 地盤補強用ネット、土嚢袋、土壌改良用シート 
 
衣料用 ポロシャツ、Ｔシャツ、アンダーウエア、タオル、 

インテリア、寝装品、ハンガー、マネキン 
 
家庭用 ゴミ袋、水切りかご、水切り袋、食器類、おもちゃ 
 
その他雑貨用等 窓付き封筒、ショッピングバック、包装シート（フィルム）、 

塗料、接着剤、エアーキャップ、緩衝材 
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米国でもトウモロコシ等を原料とした同様の政策

が進められている。生分解性高分子には、“生分

解”の特徴の他に現世代の植物による（直接ない

し間接的な）生産が可能である特徴があるので、

石油価格の上昇による漁夫の利的な相対的有利な

大きな特徴があることになる。すなわち、もし今

後石油価格の更なる上昇が起これば、生分解性高

分子の既存合成高分子対比での高価格の問題点は

軽減される可能性がある。

欧州では、ニューバイオテクノロジーを赤緑白

の色調で三つに分類して具体化促進を図っている。

Red Biotechnology（ 医 薬・医 療 用 ）、 Green

Biotechnology（農業用）、White Biotechnology（化学

製品用）である。この中で世界的に見てもWhite

Biotechnology の具体化が最も遅れているとされて

いるが、石油価格の上昇は、結果的にその具体化を

促進するのではないかとも考えられる。澱粉などの

糖質や植物を素原料としたバイオコンビナートなど

の構想も世界的に種々検討されており、現世代植物

資源をバイオマスとして石油資源に替わる時代が

21世紀中に到来することも予測される。期待的想

像の域に過ぎないが、もし現世代植物の活用による

化石資源依存度の低下、現世代植物の活用による蓄

積資源化が図られれば、本当のSustainable Growth

の時代、社会であり、特に 18世紀以後に化石資源

を大量消費した人類のツケを払える方向が生じるこ

とになる。生分解性高分子はこのような状況下の試

金石と見なすことができよう。

５． むすび

合成高分子の本来の特徴（長）は軽量性、強

靱性、難腐食性、透明性等であり、ナノ複合など

の先端技術を活用して本来の特徴を更に向上させ

ることが高分子工業界の研究開発の主流である。

高分子加工製品の実用面からも社会生活を考えて

もこれは当然で望ましいことである。高分子加工

製品の用途に包装材料で代表される一過性資材が

ある。この一過性廃棄物による環境問題を端緒と

して種々の生分解性高分子が研究開発された。グ

ローバルな地球環境改善を意図した生分解性高分

子加工品の実用化も進められている。ただ、その

規模的拡大や一般社会普及は意外にも遅延してい

る。その最大の原因は特性不良と高価格であると

考えられる。特性改良関連の研究開発やコストダ

ウン策も進められているが、現在の延長線上では

大幅飛躍は難題であろう。

しかしながら、石油価格の大幅上昇が生じて

おり、原材料に化石資源を用いず植物（糖質）資

源を用いる生分解性高分子には、単に“生分解”

という以外に、現世代資源を活用する大きな価値

があると考える。製造工程の用役、エネルギーを

含めると、現世代資源活用割合も少ないが、逆に

これが端緒となって現世代資源の化学品活用が推

進される可能性がある。18 世紀以後、人類は化

石資源をその時代の人々のためだけに大量に取り

崩してきたが、後世代のために化石資源活用量を

低減させて、現世代の植物資源（間接的には太陽

エネルギー）を活用した物質や資源を貯えておく

ことができれば、罪は少なくなることになろう。

そして夢の夢かもしれないが、もし化石資源活用

効果対比で植物資源の活用効果が大きくなれば、

まさに資源活用変曲点になり、人類の未来は明る

くなろう。近代科学の発達はそれを夢の夢ではな

く、具体性があることを示唆しているし、生分解

性高分子はその具体例ではあるまいか。その時代

には“生分解”の価値は必ずしも必要ではなくな

ると考えられる。

補足：生分解性高分子や生分解性プラスチックを
一般社会に馴染みやすい表現にするべく 1995 年
に通商産業省（現 経済産業省）、（財）バイオイ
ンダストリー協会、生分解性プラスチック研究会
が広く名称を公募し、愛称が“グリーンプラ”に

なった。
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