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共和党第一回環境部会会合
2020年3月31日１８：３０～２０：００
アイオス永田町

プラスチックを巡る今までの認識

プラスチック諸問題の解決
パラダイム変革 S-１

壊れないと言う神話

壊れないと言う神話：マイクロプラスチックの果て
プラスチックは30度で分解する
漂流・漂着プラスチックは海洋環境で分解され、大量の温室効果ガスを発生している

• プラスチックは、壊れない。
• だから、自然を壊す？

道祖土勝彦
アルバトロス アライアンス 代表理事

(独）AIST、元環境管理技術部門・招聘研究員

日本大学大学院生産工学研究科上席研究員
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プラスチックの生産量は６５年間で
８００倍以上

マイクロプラスチック：
壊れるとはどういうことか？

• プラスチック（人工合成高分子）

•

魔法の成果物

劣化する 崩壊する 老化する 分解する
→ 化学分解

•

破片

→
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生活温度で分解するプラスチック

マイクロプラスチックの果て
k = A Exp (-ΔE/RT)

• 30度で分解する

• 環境に蓄積される

• 化学分解してモノマーに
• 調理器具・電子レンジ対応
• カップ麺容器？
• 医療用用具？

• 分解速度の測定
• 将来の予測量

Effect of reaction temperatures for low temperature
decomposition of Polycarbonate(PC). Reaction time : 60 min
耐熱性プラスチック、ポリカーボネートの場合

• 缶詰保存食？
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環境への蓄積
将来の蓄積量予測研究

プラスチックの変化 １ ：原材料に戻る

The results of decomposition
between temperature and velocity
constants of ST generated from PS
（ポリスチレンの場合）
k = A Exp (-ΔE/RT)

砕けて小さくなるだけでなく、
分子レベルに分解
• 化学分解して分子になっていく
• 生体内に取り込まれる
• （CH4 メタンなどに）
CH4 は温室効果は、二酸化炭素の25倍
Typical Hazardous Pollutants and Time
Lapse for Start of Plastic Degradation

Arrhenius plots at low temperature
decomposition on PS
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環境への影響 ３

分解発生する化学物質の毒性 ２

内分泌撹乱物質
エポキシ、
ポリカーボネートから
ビスフェノールA

• ポリスチレン(PS)
• エポキシ(EPX)
• ポリカーボネート(PC)
• ポリエチレンテレフタレート（PET）
• ポリウレタン(PU)

催奇形性物質

(1) Malocclusion of the Jaws and
Abion

PET からフタル酸エステル

(2) No-head,No-Brain and Albion

温暖化加速物質
ポリエチレン
ポリプロピレンからメタン、
エタンガス

•高分子と異なり生物が代謝可能

奇形の亀: 水産総合研、阿部 寧 提供
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(4) Twin and Albino

(3) No brain
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グローバルな影響 ４
廃棄ポリスチレン/ 漂流→ 化学分解→ 発生・TOXICITY
P

Monitoring/sampling sites throughout the
world (a) and SOs
contamination(Surface/Vertical)
in open ocean water 10L(b: surface,c: vertical)
and Diffusion (d) toward North West Pacific
Ocean from Japan
since 1950 to 2015. Country number in s.table
4,Curse line: stn1 to 18 in s.table 2
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(d)

海洋汚染の
真実

k1

Debris PS
into the ocean
flowing : 1.4×10 7
MT
W
Waste plastics littered
to the ocean
All plastics production :
6.98 ×10 9 MT (1950 to 2015)

G
Generated SOs,
SOs: 1.4×10 9 MT
PS converted
875,000 MT

k2

Q?
Degraded products of G
by degraded or
biological degradation

/ 1.4×10 7

= 6.0%

SCHEME 2 SCHEMATIC REPRESENTATION OF THE FATE OF DEBRIS PLASTICS
OVER THE WORLD
d-1,1950 year

d-2,2000

d-3,2005

d-5,2015

12

3

2020/3/31

漂流プラスチックの影響 ５ → 地球規模、温暖化ガスに
PE/PP由来モノマーの温室効果ガスへの換算 :
温室効果（CO2 相当） ：475～９００ 億トン
年間発生量（１９５０－２０１５年）：7.3億トン(0.02%,)

海の水と
地球の大きさ

世界の２大プラスチック ：ポリエチレン(PE/24% )、ポリプロピレン(PP/22%) (2016年)
ポリスチレンと同じ分解速度で分解すると、温室効果（CO2 相当） ：475 億トン
海洋に流入したPE/PP 量(1950年から 2015年） ：96,324,000 トン

/分解率 ： 6 %

分解量 ： 5,780,000 トン をエタンに換算、1.9 ×１０¹º
温室効果（CO2 相当） ：475 億トン（1.5倍）, 毎年発生量：7.3～１４億トン(0.02%)
世界の炭酸ガス排出量（2016年,JCCA): 323 億トン、日本は113億トン輩出。7.3億トンは64％～年間相当）

アメリカ地質局
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プラスチックは敵ではない

THANK YOU !

科学的に理解して、有効につかいたい

道祖土 勝彦
アルバトロスアライアンス代表

地球保全とイノベーション

katsu.saido@gmail.com
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