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バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会について 

 

１．「バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会」は、バイオ生分解素材

の普及促進に向けた戦略的な政策を検討し、これを国に提言することを目

的として、本年３月に設置された研究会である。 

 

２．この研究会は、木村俊範氏（筑波大学教授）を座長に、有識者、開発者、

需要者で構成され、（株）三菱総合研究所が事務局となって５回の検討を重

ねてきたところである。 

 

３．この結果を踏まえ、研究会は７月３１日に下記事項を柱とする「バイオ

生分解性素材普及に向けた政策提言」を発表したところである。 

 
記 

 

  (1) 国としての長期戦略策定 

  (2) 品質向上等の技術開発及び関連研究 

  (3) 安全性の確認 

  (4) 経済性の確保 

  (5) 情報提供と理解促進 

  (6) 循環型社会システムにおける位置づけの明確化 

  (7) 初期需要喚起に向けた支援等 

 
 



 
 
 

                                 2002 年 7 月 31 日 
 

株式会社 三菱総合研究所 
    

バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会が 

『バイオ生分解素材普及に向けた政策提言』を発表 

―開発・普及には、国による方向性の明確化、初期市場の創出等が必要－ 

 
１． 経緯 
バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会（座長：木村俊範 筑波大学農林工学系教授）

は、『バイオ生分解素材普及に向けた政策提言』を発表した。同研究会は、農林水産省及び各識者

の協力のもと、株式会社三菱総合研究所（取締役社長 谷野剛、東京都千代田区大手町二丁目３

番６号）が事務局となり、設置された研究会である。 

同研究会では、平成 14 年 3 月 11 日から同年 7月 3 日の間に、計 5回の研究会を開催し、専門

家による現状報告、バイオ生分解素材を利用する秋田県小坂町への現地視察を行った。また、消

費者、食品容器利用事業者、農業協同組合に対してアンケート調査を実施し、バイオ生分解素材

の利用者側の意向について分析を行った。それらの情報をもとに議論を重ね、このたび、研究会

報告書『バイオ生分解素材普及に向けた政策提言』をとりまとめた。 

現在我が国は、地球温暖化問題への対応、循環型社会の構築、国内農業・農村の活性化という

課題に直面しており、この解決策の一つとして「バイオ生分解素材」の普及促進が期待されてい

る。折しも、「経済財政運営と構造改革の基本方針 2002（平成 14 年 6月 25 日閣議決定）」におい

て、農林水産資源を活用したバイオマス産業の重要性を位置づけており、農林水産省ではこれを

受け、関係府省の協力を得つつ、バイオマスの総合的な利活用に関する戦略（「バイオマス・ニッ

ポン総合戦略（仮称）」）を策定するためのプロジェクトチームを設置している。今回の政策提言

は、このようなバイオマスの利活用に関する全体戦略の中で、具体的に検討されていくことが期

待される。 

 

２． 報告書の概要 
 報告書は４章構成で、第１章では、バイオ生分解素材の定義、普及の必要性を示し、第２章で

は、法制度、普及の見通し、普及効果、経済性、品質、安全性等の現状を整理しており、第３章

では、アンケート結果を踏まえ、バイオ生分解素材の利用者側の意向を分析している。 
以上の整理・分析結果を踏まえ、第４章では普及に向けた政策提言をとりまとめた。具体的に

は、バイオ生分解素材の普及に向けた国による方向性の明確化、安全性の保証、初期市場の創出、

普及啓発、識別表示の実施、ＬＣＡ研究の推進、循環システムの確立と受け皿の確保、生ごみた

い肥の品質基準策定、有機農産物の日本農林規格における位置づけ、先進的取組間の連携支援、

各種モデル事業の実施、愛知万博での循環型社会構築プロジェクトへの参加などを提言している。 
 
注 バイオ生分解素材とは？ 

バイオ生分解素材は、でんぷん等のバイオマスを原料として作られるものであり、使用時は石

油から作られるプラスチック等と同様に使用可能で、使用後は自然界の微生物によって最終的に

ＣＯ２と水に分解（生分解）されて自然に還るものである。 

バイオ生分解素材はバイオマスを原料とするカーボンニュートラルな素材であるため、化石燃

料由来製品をバイオ生分解素材の製品に代替していくことは、効果的な地球温暖化対策の一つに

なると考えられる。また、バイオ生分解素材を食品容器包装やごみ袋に利用することで、生ごみ

たい肥製造の効率化が期待でき、生成たい肥を農業利用することにより循環型農業システムの構

築が可能になる。加えて、バイオ生分解素材は、糖分等を含む未利用バイオマスを原料とするこ

とも可能であるため、国内農業を活性化させる素材としても期待できる。 



 
 
 
 

研究会委員名簿（五十音順、敬称略、◎は座長） 
 

石川 雅紀  東京水産大学水産学部食品生産学科助教授 

江口 法生  日本スーパーマーケット協会流通推進部次長 

大澤 哲哉  日本食品化工株式会社研究所研究２課第三チームリーダー 

◎木村 俊範  筑波大学農林工学系教授 

白井 義人  九州工業大学大学院生命体工学研究科教授 

施山  紀男  社団法人日本施設園芸協会常務理事 

辰巳 菊子  社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事 

中井 尚   社団法人日本フードサービス協会業務部部長 

中崎 清彦  静岡大学工学部物質工学科教授 

富士 重夫  全国農業協同組合中央会食料農業対策部部長 

松村 泰治  日清食品株式会社執行役員、資材部長 

松本 明   株式会社ファミリーマート営業企画本部品質管理部企画担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

山元 重基  日本生活協同組合連合会組織推進本部環境事業推進室室長 

   〈オブザーバー〉 

上田 敏文  社団法人日本有機資源協会事務局主幹 

大島 一史  生分解性プラスチック研究会事務局長 

田中 秀行  日本コーンスターチ株式会社開発研究所主席リーダー 

八木 正   三井化学株式会社機能樹脂事業部門 LACEA 開発室課長 

経済産業省製造産業局生物化学産業課（第４回より） 

   〈協力〉 

農林水産省総合食料局食品産業企画課 

 



図 バイオ生分解素材普及促進に当たっての課題と今後の取り組みの方向性 
○国としての明確なビジョン策定の必要性（←現状では欠如） 

 ・バイオ生分解素材の普及に向けた国家戦略・ビジョンの明確化と具体的目標設定 

 ・関連法制度の見直し 

 ・国産開発力の強化（未利用バイオマスの利用）、アジア全体の循環システムを視野に入れた戦略的な産業育成 等 

 
 ●は短期的な政策 ○は中長期的な政策 ◎は継続性が重要な政策  

バイオ生分解

素材の普及 

のポイント 

現状と課題 普及に向けた取り組み 

（全般） 

普及に向けた取り組み 

（食品容器包装分野） 

普及に向けた取り組み 

（農業用資材分野） 

品質向上等の

技術開発及び

関連研究 

・分解性と汎用プラスチックと同等の品質という相反す

る性質の両立が必要 

・各製品の用途に応じた品質の向上 

・環境負荷の低減効果が不明 

●技術開発、新規用途の開発の支援充実 

○支援した技術の事後評価の実施 

◎バイオ生分解素材のＬＣＡ研究の推進と環境保全効果（特

にＣＯ２削減効果）の明確化 

●調理時の加熱、水分等に対応可能な品質の向上に係わ

る技術開発支援の充実 

●農作業（農業機械の使用等）に対応した強度等の

品質向上に係わる技術開発支援の充実 

●農作業への適合性（使い勝手）の向上に係わる技

術開発支援の充実 

安全性の確認 

 

 

・人と生態系への安全性について各種試験による確認が

進められているが、その安全性の評価結果を公的な機

関が認証、保証するまでには至っていない。 

 

○安全性の客観的な保証、モニタリング等するための仕組み

づくり（第三者認証、ガイドライン策定等） 

 

●バイオ生分解素材の食品容器包装への利用に係る公的

基準の策定 

 

○生態系への包括的な安全性を確認する中立的な機

関の設定 

経済性の確保 ・バイオ系の生分解性プラスチックの我が国の利用量は､

年間約34,600t 

・汎用プラスチックに比べて割高(バイオ系生分解性プラ

スチック(PLA):600円/kg､汎用プラスチック:100～150

円/kg)→コストが最大の普及阻害要因 

・現状では容器包装リサイクル法において、プラスチッ

ク容器包装として、石油系プラスチックと同等の負担金

が課せられている。 

・量産化によるコスト低減 

→●積極的な初期市場形成策が必要 

●未利用バイオマスの調達可能性検討 

◎廃棄物を原料とした製造技術開発の支援 

・既存プラスチックとの競争環境の整備 

→●容器包装リサイクル法における負担軽減策の検討 

 ○環境税の導入等、経済的措置の推進 

・汎用プラスチック資材との競争環境の整備 

→○市場を拡大させるための方策として、経済的手

法等の政策手法導入の検討 

一般消費

者におけ

る社会的

認知度の

向上 

・認知度が低い 

・「生分解」という特性についても一部で誤解がある。 

・漠然とした不安感が広がる可能性大 

・製品中の微量成分等の安全性が懸念される可能性大 

・バイオ生分解素材の識別が困難 

●石油系プラスチックとの識別表示の設定 

◎バイオ生分解素材の特性と環境面でのメリットをわかり

やすく普及・啓発 

 

●普及に貢献するイベント等の支援 

◎「バイオ」や「生分解」という用語の意味等の普及・

啓発 

◎農業用資材にバイオ生分解素材を利用しているこ

との意義・効果の普及・啓発 
情
報
提
供
と
理
解
促
進 

利用者へ

の具体的

情報の提

供 

・利用者（食品容器包装利用事業者、農家等）の求める

具体的情報や利用による効果情報の提供不足 

●情報提供媒体の整備 ◎食品容器としての品質や安全性、価格、利用実績、入

手方法等についての情報提供 

●バイオ生分解素材を利用するメリットのＰＲ 

◎利用実績、品質（強度、土壌中での分解性能等）、

安全性（作物への影響、土壌中残留物の影響等）

についての情報提供 

 

循環型システ

ムにおける位

置づけの明確

化 

・バイオ生分解素材の特性を活かした使用後のリサイク

ルシステムが作られておらず、各主体の果たすべき役

割も明確になっていない。 

 

●都市緑化をはじめとした公共事業へのたい肥の優先的利

用施策 

●バイオ生分解素材を原料に含む生ごみたい肥の品質基準

の策定 

●たい肥化以外のリサイクル用途の開発･普及 

●たい肥の海外輸出の可能性検討 

●事業系生ごみリサイクルの推進策として事業系の食品

容器包装等にバイオ生分解素材を利用する取組への支

援 

○分別回収システムの確立、市町村の取組に対する支援 

 

○バイオ生分解素材を組み込んだ環境調和型の農業

体系（バイオマス資源の持続的循環利用システム）

の確立 

 

初期需要喚起

に向けた支援 

 

・普及促進・初期需要喚起のための政策的支援が十分に

行われていない。 

 

●先進的な取組間の連携システム等の構築 

●グリーン購入法に基づく行政の率先購入 

●特定地域で実証利用するモデル事業の実施(cf.独カッセ

ル市) 

●有機農産物の日本農林規格の明確化 

●愛知万博での循環型社会構築プロジェクトへの参加 

●環境教育への活用 

●バイオ生分解素材製の食品容器包装や、ごみ袋等の行

政による率先購入 

●都市規模及び地域特性を考慮したモデル事業のプラン

ニング 

●バイオ生分解素材を活用して製造した生ごみたい

肥等の行政の率先購入 

●気候や原料調達方法等を考慮したモデル事業のプ

ランニング 



 

 

 

 

 

バイオ生分解素材普及に向けた政策提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年７月 

 

バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会 

  



はじめに 
 

２１世紀を迎え、我が国は、かつて経験したことのない課題に直面している。まず、

化石燃料の恩恵による産業活動の拡大・高度化の見返りとして、地球温暖化問題が顕

在化しており、京都議定書の批准により本格的な取組みが必要となっている。また、

長期間に渡る「大量生産・大量消費・大量廃棄」により、ダイオキシン発生、不法投

棄増加、埋立処分場不足等の問題が生じており、限られた資源を循環利用する循環型

社会を構築していくことが急務となっている。さらに、農産物輸入量の増加に伴う国

土への養分集積が深刻化しており、有機性廃棄物のたい肥化とその農業利用によって、

国内農業生産を維持・発展させつつ国土への養分集積の軽減に努めるとともに、地力

を長期的に維持することが必要になっている。 

 

このような課題への解決策の一つとして期待されるのが、「バイオ生分解素材」で

ある。バイオ生分解素材はバイオマスを原料とするカーボンニュートラルな素材であ

るため、化石燃料由来製品をバイオ生分解素材の製品に代替していくことは、効果的

な地球温暖化対策の一つになると考えられる。また、バイオ生分解素材は、循環型社

会を構築していく上でも有効に活用することができる。例えば、バイオ生分解素材を

食品容器包装やごみ袋に利用することで、生ごみたい肥製造の効率化が期待でき、生

成たい肥を農業利用することにより循環型農業システムの構築が可能になる。加えて、

バイオ生分解素材は、糖分等を含む未利用バイオマスを原料とすることも可能である

ため、国内農業を活性化させる素材としても期待できる。 

 

既に欧米では、国として、バイオ生分解素材の戦略的な普及促進策が講じられてい

おり、米国においてはバイオプロダクト・バイオエネルギーの開発・普及に関する大

統領指令が出され、民間化学会社によって年間 14 万ｔの生分解素材原料を生産する

工場が建設されている。また、ドイツのカッセル市では現在、バイオ生分解素材の普

及・浸透を図ることを目的としたモデル事業が実施されている。一方、我が国では、

バイオ生分解素材の普及に関する明確な戦略（ビジョン）は提示されていない。 

 

こうした背景を踏まえ、バイオ生分解素材の普及促進に向けた戦略的な政策を検討

し、これを国に提言することを目的として、バイオ生分解素材の開発者、需要者と関

連分野の有識者で構成される「バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会」を設

置した。 

なお、政策の検討に当たっては、生産や消費段階における政策だけではなく、消費

後の循環システムの構築も視野に入れて検討を行った。 

 

 

平成 14 年７月 

 

バイオ生分解素材の開発・普及に関する研究会 

事務局 （株）三菱総合研究所 

資源・循環研究部 
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研究会における検討経緯 

 

○本研究会では、その設置目的を踏まえ、委員のバイオ生分解素材に係わる現状と課

題についての認識の共有化を図るために、委員、オブザーバー、及び研究会外部の

専門家に、製造者側と利用者側の視点から、これまでの取組内容等を報告いただい

た。 

 

○また、利用者側の意向を把握するために、食品容器利用事業者、農業協同組合、消

費者を対象としたアンケート調査の内容を検討し、これらの調査結果を含めて、バ

イオ生分解素材の普及・開発に関する課題の整理を行った。 

 

○さらに、秋田県小坂町における生分解性プラスチック製のごみ袋を利用した生ごみ

のたい肥化施設等を見学するとともに、担当者及び町長へのヒアリングを実施した。 

 

○以上の検討経緯等を経て、本研究会では、国等に対して、バイオ生分解素材普及に

向けた新たな政策提言をとりまとめた。本研究会の検討経緯を以下に示す。 

  

 

研究会 議  題 

第１回 

３月 11 日 

（１） 本研究会における検討内容について 

（２） 製造者側から見た生分解素材の現状と課題について 

・生分解性プラスチック研究会 大島オブザーバーより報告 

・日本食品化工株式会社 大澤委員より報告 

（３） アンケート実施要領（案）について 

第２回 

４月５日 

（１） 利用者側から見た生分解素材の現状と課題について 

・日本コーンスターチ株式会社 田中秀行オブザーバーより報告 

・長野県野菜花き試験場 小澤智美氏より報告 

（２） 生分解素材をめぐる制度等の概要について 

（３） アンケートの実施要領（案）について 

施 設 

見学会 

４月 24 日 

○秋田県小坂町見学会 
有機堆肥投入野菜団地、小坂小学校調理室、小坂鉱山事務所、生ごみ集積所、小

坂クリーンセンター、ポークランド、ミートランドを見学 

第３回 

５月 28 日 

（１） 事例報告  

・秋田県小坂町の取組 

・ドイツ・カッセル市の取組 

（２） 消費者へのインターネットアンケート結果（速報）について 

（３） バイオ生分解素材の開発・普及に関する論点 

第４回 

６月 19 日 

（１） 生分解素材の市場規模、LCA、品質・安全性等のデータについて  

（２） 生分解素材の認知・利用状況に関するアンケート調査結果について 

（３） バイオ生分解素材の開発・普及の論点と報告書の構成（案）について 

第５回 

７月３日 

（１） 報告書概要版（案）について 
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１． バイオ生分解素材へのニーズの高まり 

 

ここでは、本研究会における「バイオ生分解素材」の定義を示すとともに、

わが国の抱える環境、食料、農業分野における課題を背景に、「今、なぜ、生分

解素材なのか」についてその概略を概観した。 

 

 

１．１ バイオ生分解素材とは 

 

バイオ生分解素材は、でんぷん等のバイオマスを原料として作られるもので

あり、使用時は石油から作られるプラスチック等と同様に使用可能で、使用後

は自然界の微生物によって最終的にＣＯ２と水に分解（生分解）されて自然に還

るものである。 

バイオ生分解素材は、大きくわけて、①天然物由来のバイオ系生分解性プラ

スチックと②植物性素材を用いた製品の 2 種類からなる。なお、生分解性プラ

スチックには①の他に、ナフサ等石油由来の原料から作られる石油系生分解性

プラスチックがあるが、これらは「バイオ生分解素材」には含まれないことと

する。 

 

バイオ生分解素材

バイオ系生分解性プラスチック

微生物系
微生物が作り出すバイオポリエステルなどを
使った生分解性プラスチック

天然物系
とうもろこしから抽出されるでん粉などの動植物
の基本組成を活用した生分解性プラスチック

化学合成系（天然物由来)
ポリ乳酸等のように、天然物を原料として化学
処理にて作られる生分解性プラスチック

複合系（天然物由来）
上記の原料をブレンドして作られる生分解性プラスチック

微生物
様々な植物の繊維等を成型加工した製品
　例えば････
・アシ
・ケナフ
・サトウキビ
・わら
・ユーカリの木　など

•ﾊﾟﾙﾌﾟを利用した紙製品（古紙製品を含む)   
•柏もちの柏や、和菓子を含む竹の皮など

　植物をそのまま利用した食品包装材
•敷わらなどの伝統的な植物残さの有効　
　利用

新しい素材

古くからの素材

植物性素材を用いた製品

注：生分解性プラスチックには、このほかナフサなど石油由来の原料から作られるもの（石油系）もあるが、「バイ
オ生分解素材」には含まれない。

バイオ生分解素材

バイオ系生分解性プラスチック

微生物系
微生物が作り出すバイオポリエステルなどを
使った生分解性プラスチック

天然物系
とうもろこしから抽出されるでん粉などの動植物
の基本組成を活用した生分解性プラスチック

化学合成系（天然物由来)
ポリ乳酸等のように、天然物を原料として化学
処理にて作られる生分解性プラスチック

複合系（天然物由来）
上記の原料をブレンドして作られる生分解性プラスチック

微生物
様々な植物の繊維等を成型加工した製品
　例えば････
・アシ
・ケナフ
・サトウキビ
・わら
・ユーカリの木　など

•ﾊﾟﾙﾌﾟを利用した紙製品（古紙製品を含む)   
•柏もちの柏や、和菓子を含む竹の皮など

　植物をそのまま利用した食品包装材
•敷わらなどの伝統的な植物残さの有効　
　利用

新しい素材

古くからの素材

植物性素材を用いた製品

注：生分解性プラスチックには、このほかナフサなど石油由来の原料から作られるもの（石油系）もあるが、「バイ
オ生分解素材」には含まれない。

図 1-1 バイオ生分解素材とは 
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１．２ 今、なぜ、バイオ生分解素材なのか 

 

我が国は、環境、食料、農業分野において、いくつかの喫緊の課題に直面し

ている。 

 

① 地球温暖化への対策 

近年、人の活動に伴って発生するＣＯ２、フロン等の温室効果ガスの大気

濃度が増加し、地表及び大気の温度が追加的に上昇、自然の生態系及び人類

に悪影響を及ぼすことが懸念されている。この地球温暖化問題は、多くの

国々が人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つとして捉えてお

り、平成 13 年の気候変動枠組み条約第七回締約国会議（COP７）では、地球

温暖化対策の各国目標等を定めた「京都議定書」の運用ルールが最終合意、

我が国は、平成 14 年６月に京都議定書を批准した。 

我が国においても、温室効果ガスの６％削減に向けて、平成 14 年３月に、

「地球温暖化対策推進大綱」をとりまとめ、地球温暖化対策を本格的に実施

することが必要となっている。 

 

② 循環型社会の形成 

 我が国では、高水準の廃棄物発生量、廃棄物処理施設の残余量減少、不法

投棄の増大、枯渇性資源の残存量減少等を背景として、「大量生産・大量消

費・大量廃棄型の社会」を脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」へ

転換することをが急務となっている。特に有機性資源については、食料生産

上の問題から輸入農作物の流入が増大しており、物質収支上のアンバランス

が生じていることからも物質循環を促進する早急な対応が求められている。 

そのため、循環型社会づくりの基本的枠組として平成 12 年に「循環型社

会形成推進基本法」及びその関連法を制定された。関連法の一つとして、「食

品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」が平成

13 年５月から施行されているが、容器包装と食品廃棄物との分別の手間が

かかることや再生品需要の確保が困難であることが、食品リサイクルの阻害

要因として指摘されている。 

なお、循環型社会の形成に際しては、環境と経済を調和させる視点（環境

配慮活動における市場的価値の創出や環境価値の考慮等）や、グローバルな

循環を形成する視点が必要となってきている。 

 

③ 国内農業・農村の活性化 

我が国では、農業従事者の高齢化による作業効率悪化、及び輸入農作物の

流入による国産農産物の競争力減少、等によって国内農業・農村の活力が減

少している。このことは同時に農業が本来的に有する環境保全機能の低下に
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繋がるという懸念もあり、農業の自然循環機能を維持増進させる環境保全型

農業の普及・定着、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律

（持続農業法）」に基づく認定農業者（エコファーマー）の増加が期待され

ている。 

平成 14 年６月 25 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革の基本方

針 2002」においても、有機性廃棄物等からエネルギー源や製品を得るバイ

オマスの利活用を推進することにより、農林水産業を環境保全やバイオマス

生産の場として再活性化させていくことが求められている。 

また、欧米諸国では、農業政策の一環として農作物を非食用用途に利用す

る取組が進められている。 

 

バイオ生分解素材は、以下の通り、これらの課題・時代的要請の全てに応え

られる素材である。以下のような意義に着目すると、生分解素材の中でも、特

に、バイオ生分解素材について、製造技術の確立、製品の普及・浸透を図るこ

とが必要であると考えられる。 

 

①地球温暖化への対策 

 

 

 

 

 

石石油油をを原原料料ととすするる汎汎用用ププララススチチッッククををババイイオオ生生分分解解素素材材でで代代替替すするるここととにに

よよりり、、温温室室効効果果ガガスス（（ＣＣＯＯ２２））のの排排出出量量をを削削減減すするるここととががででききるる。。  

ささららにに、、石石油油原原料料にに代代替替すするるここととはは、、枯枯渇渇性性資資源源ででああるる化化石石原原料料のの省省資資源源化化

ににももつつななががるる。。 

 

②循環型社会の形成 

 

 

 

 

 

③国内農業・農村の活性化 

 

 

 

 

 

食食品品リリササイイククルルををササポポーートトすするる資資材材ととししてて、、ああるるいいはは使使用用後後土土壌壌還還元元さされれるる

農農業業資資材材ととししてて利利用用すするるここととにによよりり、、循循環環型型社社会会形形成成をを促促進進すするるここととががでできき

るる。。  

使使用用後後土土壌壌にに還還元元さされれるる農農業業資資材材ととししてて利利用用すすれればば農農作作業業体体系系のの効効率率化化・・高高

度度化化にに繋繋ががりり、、農農業業のの活活性性化化にに寄寄与与ででききるる。。ままたた、、ババイイオオママススのの利利活活用用をを推推

進進すするるここととでで、、環環境境保保全全ややババイイオオママスス生生産産のの場場ととししてて農農業業をを活活性性化化すするるこことと

ががででききるる。。  

ささららにに、、ババイイオオママスス生生産産工工程程やや生生分分解解素素材材製製造造・・販販売売過過程程をを通通じじてて、、新新たたなな

環環境境産産業業のの創創出出・・活活性性化化もも見見込込ままれれ、、農農業業もも含含めめたた地地域域産産業業のの活活性性化化ににももつつ

ななががるるここととがが期期待待さされれるる。。 
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２． バイオ生分解素材の現状 

 

ここでは、既存文献等を基にバイオ生分解素材の法制度における位置づけ、

利用・普及状況、ＣＯ2 の削減効果、品質・安全性に係わる現状についてとりま

とめた。なお、バイオ生分解素材の様々な効果のうち、ＣＯ２の削減効果を取り

上げたのは、地球温暖化防止は世界的な緊急度の高い課題であり、また、バイ

オ生分解素材の普及が直接的かつ具体的に効果として現れるためである。 

 

 

２．１ バイオ生分解素材の法制度上の位置づけ 

 

（１）法制度上の位置づけ 

 バイオ生分解素材に、直接又は間接的に関係する法制度としては、以下のも

のがある。 

 

① 容器包装リサイクル法 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リ

サイクル法）」は、家庭から出る容器包装のリサイクルを推進することを目的と

したもので、容器製造事業者、容器包装の利用事業者にリサイクルの義務（自

ら義務を果たせない場合は指定法人に義務履行を委託し、事業者は費用を負担）

が課せられている。 

木くず、稲わら等を用いたバイオ生分解素材は本法律の対象外となっている

が、生分解性プラスチック（バイオ系、石油系ともに）は、「その他プラスチッ

ク製容器包装」としてリサイクル義務がある。 

 

② 食品リサイクル法 

食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制、リサイクル、減量を推進する

ことを目的としており、食品関連事業者には、平成 18 年度に発生する食品廃棄

物の 20％以上について、リサイクル等を実施する義務が課せられている。 

リサイクルの対象は食品廃棄物であり、食品容器包装自体は対象外であるが、

バイオ生分解素材の食品容器包装は、食品廃棄物と分別せずにたい肥化等のリ

サイクルが可能であるため、分別過程を必要としない。 

また、食品廃棄物を原料としたバイオ生分解素材の製造が研究開発されてお

り、これが実用化した場合、食品リサイクル法のリサイクル手法として運用上

評価されることになる。 

 

③ 食品衛生法   

食品衛生法は、人の健康を損なうおそれがある容器包装の製造、販売、輸入

等を禁止するもので、容器包装及びこの原材料につき、厚生労働大臣は規格を

定め、製造方法の基準を規定している（＝食品、添加物等の規格基準：厚生省

告示第 370 号）。 
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食品容器包装として食品と接触する可能性のあるバイオ生分解素材は、この

「食品、添加物等の規格基準」に適合している必要がある。この基準に適合す

るには、器具若しくは容器包装又はこれら原材料一般の規格に適合する必要が

あり、また、用途に応じて求められる試験を実施する必要がある。 

 

④ 有機農産物の日本農林規格 

有機農産物の日本農林規格は、農作物に「有機」の表示ができるものの基準

を定めたものである。ここで、有機農作物とは、「化学的に合成された肥料及び

農薬の使用を避けることを基本として、播種又は植付け前２年以上（多年生作

物にあっては、最初の収穫前３年以上）の間、たい肥等による土づくりを行っ

たほ場において生産された農産物」と定義されている。 

バイオ生分解素材を含んだ生ごみで製造したたい肥を、有機農産物用の農業

資材として利用する場合、「化学的に合成された物質を添加していないこと」が

前提とされる。 

なお、一般的な農作物に施用されるたい肥は、肥料取締法に基づいて都道府

県知事に届出しなければならないが、そのたい肥原料にバイオ生分解素材を含

んでいることで特別な規制を受けることはない。 

 

（２）国による補助等の概要 

 農林水産省では、食品リサイクルを推進するために、「食品リサイクルモデル

整備事業」や「食品リサイクル促進技術開発」の実施主体に補助をしており、

また、農業資材への生分解性プラスチックの利用技術を発展させるために、「農

業生産資材廃棄物処理適正化事業」と「でん粉グリーンプラ実用化実証事業」

の実施主体に補助をしている。さらに、木質廃棄物から生分解性プラスチック

を製造する技術の開発を支援している。 

 各事業の予算額、事業内容、実施期間、実施主体を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 バイオ生分解素材に係わる国の補助事業一覧 

事業名 
平成 14年度予

算額 

(補助率) 

事業内容 実施期間 実施主体 

食品リサイク

ルモデル整備

事業 

1,381,250 千

円の内数 

(1/2,1/3,1/4

) 

先端技術を取り入れた新素材を

製造する等の食品廃棄物のリサ

イクル施設の整備 

平成 14～

16 年度 

地 方 公 共 団

体、事業協同

組合等 

食品リサイク

ル促進技術開

発 

402,043 千円

の内数 

(定額) 

食品と容器の分別処理問題を解

消する生分解性素材の食品容器

包装への導入に必要な品質保持

や迅速分解等の技術開発 

平成 14～

17 年度 

民間団体等 

農業生産資材

廃棄物処理適

正化事業 

44,252 千円の

内数 

(1/2) 

生分解性マルチフィルム等によ

る農業生産資材廃棄物の減量化

技術の実証 

平成 13～

16 年度 

都道府県、市

町村、農業者

団体等 

 5 



でん粉グリー

ンプラ実用化

実証事業 

7,175 千円 

(1/2) 

でん粉を使用した、環境に優しい

生分解性プラスチックで製造さ

れた農業資材を使用した農業生

産活動等の実証試験 

平成 13～

17 年度 

民間団体 

木質廃棄物か

らの有用ケミ

カルスの開発 

7,000 千円 

(委託) 

木質成分を用いた、ポリウレタン

フィルム等の生分解性プラスチ

ックの製造利用技術の開発 

平成 12～

16 年度 

独 立 行 政 法

人 

（出所）農林水産省資料 

 

 

２．２ バイオ生分解素材の利用・普及状況 

 

（１）利用状況 

 本研究会で定義したバイオ生分解素材という視点から利用量を推計した例は

ないが、バイオ生分解素材のうち、バイオ系の生分解性プラスチックについて

は、生分解性プラスチック全体の利用量から類推できる。 

現在、生分解性プラスチックは､我が国では､年間約 6,000ｔ（世界全体での利

用量５～６万ｔ：米国 60％､欧州 30％､日本 10％）が利用されている。このうち、

我が国では約６割、世界では７～８割がバイオ系と考えられているため、バイ

オ系の生分解性プラスチックの利用量は、我が国で 3,600ｔ程度、世界全体で４

万ｔ程度と推計される。 

また、現在、以下のような分野での実用化､利用の拡大が期待されている｡ 

 

表 2-2 バイオ生分解素材の実用化・利用の拡大が期待される分野 

分野 分野 用途

農林水産用資材 マルチフィルム、移植用苗ポット、釣り糸、魚網等
土木・建築資材 断熱材、山間・海中等回収困難な土木工事の型枠、土留め等

荒地・砂漠の緑化用、工事等の保水シート、土嚢、植生ネット等
野外レジャー製品等 ゴルフのティー、釣り（疑似餌等）
食品包装用ﾌｨﾙﾑ・容器 生鮮食品のトレイ、即席食品容器、ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ容器、弁当箱等
衛生用品 紙オムツ、生理用品等
事務用品・衣料その他 ﾍﾟﾝｹｰｽ、芯ｹｰｽ、髭剃り、歯ブラシ、ｺｯﾌﾟ、ごみ袋、水切り、ｸｯｼｮﾝ材、

衣服等
除放性を利用した被覆材 医薬品・農薬・肥料・種子等の被覆材

保水性・吸水性を利用し
た用途

砂漠・荒れ地等での植林用素材、コンポスト化の水分調整材

生体内分解性を利用した
医療関連製品

手術用縫合糸、骨折固定材、医用ﾌｨﾙﾑ、医用不織布等

低酸素透過性・非吸着性
を利用した機能性包装資
材

食品用包装ﾌｨﾙﾑ、飲料用パックの内部ｺｰﾃｨﾝｸﾞ等

低融点を利用した接着剤 包装・製本・製袋の際に用いる接着剤

（出所）BPS資料を基に作成

環境中で利用さ
れる分野

使用後回収・再
利用が困難な分
野

特殊機能を活か
した分野

 

 なお、海外では、バイオ生分解素材に関して、以下のような利用実績、取組
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実績がある。 

 

①ドイツ 

 ドイツのカッセル市では、2001 年５月から 2002 年 12 月まで、市内の各店舗

にとうもろこしのでんぷんから作ったバイオ生分解素材を利用した商品を販売

しており、ショッピングバッグや青果の量り売り用の袋にも利用している。廃

棄後は、生ごみとともに専用バケツで収集・コンポスト化し、農家等に頒布し

ている。ドイツでは、このカッセルプロジェクトをモデルとして、バイオ生分

解素材の一層の普及・浸透を図ることを目的としている。 

 

②米国 

 クリントン大統領は、1999 年８月、農務省での演説において、「バイオプロダ

クツ及びバイオエネルギーの開発・普及に関する大統領令」を発表。農務長官

等を中心にした関係閣僚の対策本部を設置し、バイオプロダクツ及びバイオエ

ネルギーの開発・普及に向けた国家戦略を策定することとした。 

 さらに、穀物メジャーであるカーギル社と化学会社であるダウ・ケミカルに

よるカーギル・ダウ社は、とうもろこしから年間１４万ｔのポリ乳酸を生産す

る工場をネブラスカ州に建設している。我が国においても、三井化学等と提携

し、ポリ乳酸を提供する予定である。 

 

（２）今後の普及見通しについて 

生分解性プラスチック研究会（BPS）では、実用化が進む生分解性プラスチッ

クの用途として、①マルチフィルム・植生マット・ポット・土嚢の様な農林土

木分野、②生ゴミ回収用のコンポストバッグ、③包装フィルムや緩衝材等を挙

げており、今後は食品容器包装資材としての展開、また環境低負荷資材として

の事務用品・日常品・産業副資材等への展開が拓かれていくとしている。また、

これに続く分野として高齢化社会を反映した紙おむつ等の衛生用品向け資材や

長寿命製品向け資材が要求されると考えている。これらを背景に同研究会では、

図 2-1 に示すように生分解性プラスチック市場を 2003 年度の２万ｔ、2005 年度

に５万ｔ、2010 年度に 10 万ｔ、2010 年代に 150 万ｔと予測している。 

また、矢野経済研究所は、1999 年に、生分解性プラスチックの需要について、

３つのシナリオを立てて予測（予測１，２，３）をしている（表 2-3 参照）。こ

のうち、最も現実的と考えられている予測２によると、2000 年から 2003 年まで

は年率 35～60％程度のスピードで成長し、食品リサイクル法の義務を達成する

ための資材としてコンポストバック需要が 2004 年に増大し、2005 年に４万ｔと

なり、その後安定成長し、2010 年に８万ｔに達するとしている。 
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図 2-1 生分解性プラスチックの市場規模見通し 

（出所）大島一史（BPS）「生分解性プラスチックの開発動向」『工業材料』Vol.49、

No.10、2001.10 

 

表 2-3 生分解性プラスチック用途別構成（予測２のケース） 

 

 

 

 

 

 

（単位：ｔ、％）
1999年実績 2003年予想 2010年予想

構成比 構成比 構成比
緩衝材 900 35 1,200 10 5,000 6
マルチフィルム 530 21 4,000 33 10,000 13
容器包装 530 21 3,200 27 30,000 37
コンポストバッグ 50 2 2,400 20 24,000 30
その他 560 22 1,200 10 11,000 14
合計 2,570 100 12,000 100 80,000 100
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（出所）「生分解性プラスチックの市場展望」『ヤノレポート』No.1110、

2002.1.25 

 

 さらに、日本経済新聞社が実施した未来市場予測調査によると、2020 年にお

ける生分解性プラスチックの世界市場規模は約 5000 億円に達する。これは 1998

年の 29 倍にのぼる。我が国の市場も 2020 年に 770 億円になる見通しである。

なお、この見通しを基に、生分解性プラスチックの価格が kg 約 200 円とすると、

世界市場規模は 250 万ｔ、我が国の市場は約 40 万ｔとなる。 

 

（３）コスト 

 生分解性プラスチックの製造コストは、現在、500～600 円/kg 程度であり、

量産化によりその価格が 200～300 円/kg 程度に低下することが期待されている。

量産化の規模とコストの関係については、シーエムシー（1992 年）が PHB（ポ
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リヒドロキシブチレート）を対象に表 2-4 に示す試算を行っている。 

 これによると、施設規模が１万ｔ/年で 2,450 ドル/ｔ（120 円/ドルとすると、

294 円/kg）であり、５万ｔ/年では 2,125 ドル/ｔ（255 円/kg）に低下すると考

えられる。 

 

表 2-4 PHB の生産規模別コスト 
設備規模（t/年） 10,000 20,000 50,000 

設備費（1,000$） ＢＬ（本体設備） 

付帯 

合計 

1,500 

750 

2,250 

2,400 

1,200 

3,600 

4,600 

2,300 

6,900 

原価（$/t） 

原料費 

用役費 

固定費 

ＲＯＩ（投資回収率） 

販売費他 

 

1,225 

200 

560 

280 

185 

 

1,225 

200 

450 

225 

185 

 

1,225 

200 

345 

170 

185 

総原価 2,450 2,285 2,125 

（出所）（株）シーエムシー『生分解性プラスチックの実際技術』1992 

 

 

２．３ バイオ生分解素材の利用によるＣＯ２削減効果 

 

（１）酸化分解時のＣＯ２発生量 

汎用プラスチックがサーマルリサイクル（プラスチック廃棄物燃焼発電等）

を経る場合にも、或いは生分解性プラスチックが微生物分解を受けバイオリサ

イクル（コンポスト化等）を経る場合も、何れも最終的には自らはＣＯ２に変換

される。 

図 2-2 は、汎用プラスチックである PE（ポリエチレン）、PP（ポリプロピレン）、

PS（ポリスチレン）、PC（ポリカーボネイト）、PET（ポリエチレンテレフタレー

ト）と、生分解性プラスチックである PLA（ポリ乳酸）、PCL（ポリカプロラクト

ン）、PHB、PBS（ポリブチレンサクシネート）、及び Cel（セルロース）のＣＯ２

変換量を比較したものである。汎用プラスチックは、自らの酸化分解により自

重の３倍程のＣＯ２を放出するのに対し、生分解性プラスチックでは、自重の２

倍程のＣＯ２を放出するのがわかる。 

 

 9 



出所　小原仁実：Health Digest, 14(1), 1(1999)出所　小原仁実：Health Digest, 14(1), 1(1999)

各種プラスチックを燃やした時の二酸化炭素発生量
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図 2-2 プラスチックが酸化分解時に発生するＣＯ２量（化学構造由来分） 

（出所）大島一史「グリーンプラの環境インパクトについての一考察」 

 

（２）原料採集から再資源化に至る工程でのＣＯ２排出量 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）が、汎用プラスチックである PE、

PET、PS と、生分解性プラスチックである PHBB（ポリヒドロキシブチレート系）、

SPCL（澱粉－ポリカプロラクトン）、PBSC（ポリブチレンサクシネートのカーボ

ネート変性系）の原料採集から再資源化に至るまでの工程で排出されるＣＯ２量

をＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）手法により解析している。 

図 2-3 に示すこの結果から、プラスチック自らが転換するＣＯ２を含んだ量で

あるのでこの分を補正することにより原料採集～再資源化工程に由来するＣＯ

２排出量を評価することが可能である。 

汎用プラスチックは、再資源化法としてサーマルリサイクル（ゴミ燃焼発電

（効率 10％））を採用した場合、約３g- ＣＯ２/g-プラスチック程度排出するの

に対して、生分解性プラスチックは、コンポスト化（１回／週の切り返し．維

持時間＝10Hrs/回）を採用した場合、１g- ＣＯ２/g-プラスチック程度の排出に

留まる。 

したがって、汎用プラスチックに替わって生分解性プラスチックを使用し再

資源化することは、自重の２倍程のＣＯ２放出量の削減に貢献する事を意味する。 

 

 

 

 

 

 10 



 

各種プラスチックの原料採集～再資源化工程由来のＣＯ２排出量

（ RITE’LCA評価 - 化学構造に由来する理論量 ）

各種プラスチックの原料採集～再資源化工程由来のＣＯ２排出量

（ RITE’LCA評価 - 化学構造に由来する理論量 ）
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図 2-3 プラスチックの原料採集～再資源化に至る工程で排出するＣＯ２量 

（出所）大島一史「グリーンプラの環境インパクトについての一考察」 

 

（３）削減可能量とその意義 

以上、「（１）酸化分解時のＣＯ２発生量」、また「（２）原料採集から再資源

化に至る工程でのＣＯ２排出量」を合わせると、生分解性プラスチックを製造し、

その製品を使用し再資源化を果たすことは自重の３倍程度のＣＯ２放出量削減

を意味する。 

さらに、生分解性プラスチックのうち、バイオ生分解素材に限定した場合、

酸化分解時に放出されるＣＯ２は、そもそも自然界に存在していたものであるた

め、実質的な放出量はゼロである。したがって、「（１）酸化分解時のＣＯ２発

生量」は、バイオ生分解素材を使用することにより、自重の３倍分のＣＯ２放出

量の削減を意味することになり、（２）と合わせると、自重の５倍程度のＣＯ２

放出量削減が可能となる。 

例えば、我が国のプラスチック総使用量の 10％に相当する 150 万ｔ/年のプラ

スチックをバイオ生分解素材で代替した場合、750 万ｔ-ＣＯ２/年（＝150 万×

５）相当のＣＯ２放出量の削減につながる。 

平成 14 年３月にとりまとめられた「地球温暖化対策推進大綱」によると、京

都議定書における我が国の６％削減約束を達成するためには、ＣＯ２発生量を

11 億 5,500 万ｔ-ＣＯ２に削減することが必要であり。そのためには、現行対策

に加えて、さらに約 13％分、約１億 6,000 万ｔ-ＣＯ２（＝現行対策を前提とし

た場合の 2012 年のＣＯ２発生量 13 億 2,000 万ｔ-ＣＯ２－1990 年レベルの６％
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削減値 11 億 5,500 万ｔ-ＣＯ２）相当の排出削減対策が必要となる。 

 この追加的排出削減量と、バイオ生分解素材への転換による削減効果を比較

すると、約５％（＝750 万ｔ-ＣＯ２／１億 6,000 万ｔ-ＣＯ２）であり、これは、

地球温暖化対策推進大綱に示されている以下の対策にも勝る意義があるものと

言える。 

■ クリーンエネルギー自動車の普及促進 約 220 万ｔ-ＣＯ２（現行対策） 

■ 廃棄物の焼却量削減 約 300 万ｔ-ＣＯ２（現行対策） 

■ 公共交通機関の利用促進 約 540 万ｔ-ＣＯ２（追加対策） 

 

 

２．４ バイオ生分解素材の品質・安全性について 

 

（１）品質について 

生分解素材の品質については、農業試験場等の公立試験機関や大学が、特に

農業用マルチについて、物性、地温、崩壊性、生育収量等の試験を実施してお

り、「土壌の種類によって崩壊性が異なること」や、「生育収量はポリマルチと

有為な差が認められないこと」、「地温の昇温は透明フィルムではポリマルチと

ほぼ同程度であること」等が報告されている。また、農業機械学会誌の報告に

よれば、早期水稲のマルチ資材として有効に利用できることや、これに対応し

たマルチ穴切開機構の開発例が報告されている。 

愛知県三河繊維技術センターでは、各種原料の熱可塑性生分解樹脂を産業資

材として用いるために溶融紡糸し、加工適性や品質を評価しており、加工適性

については、PP、ナイロン等と比較すると、強度、耐熱性等でやや劣ること等

が報告されている。 

その他、分解素材を市販している各メーカーでは、生分解性能、物理特性（耐

熱性、強度等）、加工適性等の品質情報を公表しており、様々な加工が可能であ

り、良好な着色性・染色性・印刷性を示すことが報告されている。 

なお、分解性に関し、評価法の規格は存在するものの、分解性を実用的な観

点から評価するコンポスタビリティ（＝たい肥化可能性）や、実環境下におけ

る分解性に関する知見は国内において極めて少ない状況にある。 

 

（２）安全性について 

バイオ生分解素材を食品容器包装として利用し、それが食品と接触する可能性

がある場合には、前述のとおり食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」に

適合しなければならない。ポリオレフィン等衛生協議会では食品衛生法の規格

に上乗せして、業界の自主基準を設定、確認しており（現在 27 種類）、業界は

この自主基準をクリアしたものを使用するのが実態となっている。 

日本、北米及び EU では、業界団体（我が国では BPS）によって生分解性プラ
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スチック製品に対する識別表示制度（認証制度）が運営されており、その認証

基準として表 2-5 のような基準が定められている。 

一方、（財）バイオインダストリー協会では、従来の「高分子化合物安全性評

価フロースキーム」では評価できない生分解性高分子化合物の特性を考慮し、

図 2-4 に示すような、生分解性高分子化合物についての安全性評価スキームを

検討している。また、「分解中間体の生成パターン、残留性」、「コンポスト化残

留物の環境生物への影響」、「細菌等及び発酵食品に対する安定性」等の試験を

実施しており、安全性に係わるデータを蓄積している。 
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表 2-5 各国の生分解性プラスチックに対する識別表示制度の運用状況（＊a） 
国・地域 日本（"グリーンプラ"） 米国（"compostable"）

項目 - DIN CEN ⇒ DIN ASTM

１．化学分析に基づく
    基準
　　・行政上の背景 "GreenPla' Test Scheme" DIN V 54900 EU 13432 ⇒ DIN EN 13432 ASTM D 6400
　　・製品構成 天然物＋樹脂 ≧ 50wt.% 有機材料 ≧ 50wt.% LOI ≧ 50wt.% - LOI：灼熱減量（Loss Of Ignition）

               or  ≧ 50vol.%

　　・キャラクタリ
      ゼーション

(*b) TOC TOC - TOC：全有機炭素量

ＴＣ gTS TC：全炭素量
LOI & 残渣物 LOI gTS：揮発性全硫黄量
元素分析（C,H,O,S,N）

　　・肥料栄養素 - N,P,K,Mg,Ca - -
　　・無機系有害元素  Zn ≦ 150 mg/kg  Zn ≦ 100 mg/kg  Zn ≦ 150 mg/kg  Zn ≦ 1,400 mg/kg

 Cu ≦  37.5  Cu ≦  23  Cu ≦  50  Cu ≦   750
 Ni ≦  25  Ni ≦  15  Ni ≦  25  Ni ≦   210
 Cd ≦   0.5  Cd ≦   0.3  Cd ≦   0.5  Cd ≦    17
 Pb ≦  50  Pb ≦  30  Pb ≦  50  Pb ≦   150
 Hg ≦   0.5  Hg ≦   0.3  Hg ≦   0.5  Hg ≦     8.5
 Cr ≦  50  Cr ≦  30  Cr ≦  50
 Mo ≦   1  Mo ≦   1
 Se ≦   0.75  Se ≦   0.75  Se ≦    50
 As ≦   3.5  As ≦   5  As ≦    20.5
 F  ≦ 100  F  ≦ 100

　　・有機系有害元素 (*c) PCB  ：検出されない事 - - PCB：ポリ塩化ビフェニル
PCDD：検出されない事 PCDD：ポリ塩化ジベンゾダイオキシン
PCDF：検出されない事 PCDF：ポリ塩化ジベンゾフラン

　　・環境毒性 ・樹脂： - - -
　- 分解中間体の安全性 化審法準拠
・添加物：
　- 食品添加物, or 食品衛生法指定物
　- LD50 ≧ 2,000 mg/kg, or 経口急性毒性（ラット）

　- LD50 ≧ 300 mg/kg, and

　   LC50 ≧ 100 mg/l 環境急性毒性（藻，ミジンコ，ヒメダカ）

  - OECD 201,202,203

２．微生物分解性に
     関わる基準

　　・試験法:基本枠 "GreenPla' Test Scheme" DIN V 54900 DIN EN 13432 ASTM D 6400 コンポスト化迄のテスト・スキーム
　　　　　　　 構成 JIS K 6950-2000 DIN V 54900-2-V１ ISO 14851 - 活性汚泥縣濁法・酸素消費量

(ISO 14851) （20-25℃）
or or

JIS K 6951-2000 DIN V 54900-2-V2 ISO 14852 - 活性汚泥縣濁法・ニ酸化炭素発生量
(ISO 14852) （20-25℃）

or or
JIS K 6953-2000 DIN V 54900-2-V３ ISO 14855 ASTM D 6002 高濃度堆肥法・ニ酸化炭素発生量

(ISO 14853) ASTM D 5338 （58±2℃）
or

OECD 301C(MITI-法) 活性汚泥縣濁法・酸素消費量（化審法）

　　　　　　　 期間 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月 ６ヶ月
or

C14使用の場合１年間
　　・基準 60％（理論値） 60％（単一：理論値） 90％（相対値） 60％（単一：相対値）

90％（複合：理論値） 90％（複合：相対値）
　　・対象 1%以上の構成資材 1%以上の構成資材 1%以上の構成資材 1%以上の構成資材
　　・対象外 １％未満の構成資材 １％未満の構成資材 １％未満の構成資材 １％未満の構成資材

但しその総計≦５％ 但しその総計≦３％ 但しその総計≦５％
３．コンポスト性に
     関わる基準
　　・崩壊性試験法
      :基本枠

"GreenPla' Test Scheme" DIN V 54900 DIN EN 13432 ASTM D 6400 コンポスト化迄のテスト・スキーム

　　　  構成：モデル ASTM D 5338 準拠 DIN V 54900-3-V1 （記載されていないが証明必要） ASTM D 6400-6.2 最適化条件下での試験
or or ASTM　D　6002-7.2.1

　　　　構成：実装置 ISO 16929 準拠 DIN V 54900-3-V2 （記載されていないが証明必要） - 実装置使用条件下での試験

　　　　　　　 期間 モデル試験：5週間 モデル試験：12週間 モデル試験：12週間 モデル試験：5週間
実装置試験：12週間 実装置試験：10-15週間 （延長可能）

　　・崩壊性基準 ２mm以上の砕片≦10％ ２mm以上の砕片≦10％ ２mm以上の砕片≦10％ ２mm以上の砕片≦10％ (*d)
　　・環境安全性 ・(*e) ・大麦育成試験：正常である事 ・(*e)

（ガイドライン：OECD 208） （試験法：DIN V 54900-4） （ガイドライン：OECD 208）
or ・ミミズ生育試験：正常である事
・小松菜育成試験：正常 （ガイドライン：OECD 207）

　　・コンポスト品質 （総理府通達5005号） ・育成阻害粒が無い事
・育成阻害が見られない事

・化学分析： 参照：EN 13432 基準で運営されている制度

  - 比重，gTS，LOI，pH
  - 塩分含量
  - 養分：N,NH4性N,P,Mg,Ca

４．運営様式
　　・認証機関
      ／運営機関

BPS/BPS DIN CERTCO/IBAW USCC/BPI

　　・ロゴ グリーンプラ kompostierbar compostable AIB Vincotte（ベルギー）
　　・マーク

Jaetelaitosyhdistys（フィンランド）

(*a)：M.Weber@DIN CERTCO：Neue　Entwicklungen in der Zertifizierung von Produkten aus BAW, Biodegradable Polymers Conference, Feb.20th-21st 2001(Wuerzburg, Germany) に一部BPS見解を加えて
(*b)：原文：２mm以上の砕片の90％が生分解性である事
(*c)：ハゼ及び最小３種の植物の育成試験：正常
(*d)：特に規定しないが，TOC, TC, LOI, 残滓物 及び 構成材料についての化学構造式を含む一般的な同定が必要
(*e)：化審法・労働安全衛生法等で指定された有害化合物はポジティブリストに登録しない事で対応

ドイツ（"kompostierbar"）
備　　　　　考

今後正式に決定される
⇒　備考欄

（出所）BPS 資料、2002 年４月 
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YES 

安 全毒性影響 

・生態毒性試験 

残留性物質の安全性試験⑥ 

・生物濃縮度試験 

・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ毒性試験 

各成分の 

残存率＞30％⑤ 無機化度＞60％④ 

分解中間体の分解度試験③ 

OECD TG 301 

非生分解性 

高分子化合物 

生分解性高分子化合物

無機化度＞60％② 

高分子化合物の生分解度試験① 

・JIS K 6950 
・ISO 14851,14852,14855 
・ISO 147853,15985 
・ISO 17556 

高分子化合物の構造確認 

・構造式及び組成式 
・分子量、分子量分布 
・元素分析値 他 

高 分 子 化 合 物

NO 

YES YES 

NO 
NO 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注① JIS 又は ISO(国際標準化機構)で標準化されたいずれかの試験法で試験。（高分子化合物の分解性と残留物の評価が「化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」の分解度試験で評価できる場合は、その判定に従う。） 

注② 60％は、OECD テストガイドラインの易分解性の基準値を採用した。ブレンド体では、含まれている全ての高分子化合物成分

がこの基準値に達成しなければならない。 

注③ 高分子化合物の構造や分解メカニズム等の既知見から合理的に推定される分解中間体を試験物質とする。化審法の枠内での

評価をする場合、OECD テストガイドライン 301C 試験(MITI 法試験)を用いる。 

注④ 60％は、OECD テストガイドラインの易分解性の基準値を採用した。推定されるすべての分解中間体の分解度が基準値以上で

あることが必要である。 

注⑤ HPLC 法等で測定した各成分の残存率が 30％以下。30％は、OECD テストガイドラインの易分解性のパスレベルとして定めら

れている DOC 除去率＞70％を DOC 残存率＜30％とみなし、HPLC 法等で測定した各成分の残存率に適用した。 

注⑥ 化審法の枠内での評価をする場合、生物濃縮度試験とスクリーニング毒性試験が必要である。環境中で使用される生分解性

高分子化合物については生態毒性試験も考慮する必要がある。 

図 2-4 生分解性高分子化合物の安全性評価スキーム（案） 
（出所）（財）バイオインダストリー協会『平成 10 年度バイオインダストリー安全性向上
対策調査－生分解性プラスチックの安全性等に関する調査』平成 11 年 3 月を一部修正 
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２．５ 将来見通しや品質評価等の信頼性に係わる課題 

 

ここで整理した現状データ等を基に検討し、バイオ生分解素材の普及促進の

ための要件を以下にまとめた。 

 

（１） 関連法制度に係わる課題 

バイオ生分解素材の普及に大きく影響すると思われるリサイクル関連法制度、

及び肥料取締法、さらに日本農林規格における有機農産物規定等において個々

の内容に不整合性がみられ、また記述が曖昧・不充分な場合が多々あり、普及

推進に当たってはこれらの内容整備が必要とされる。 

例えば、バイオ系の生分解性プラスチックが生ごみとともにたい肥化されて

いたとしても、容器包装リサイクル法上、その製造者や利用事業者は、それを

含めた量を根拠として、再商品化コストを負担しなければならない。また、有

機農作物の日本農林規格では、有機農作物用の農業資材として、バイオ生分解

素材を含んだ原料で製造したたい肥を利用する場合、そのたい肥には、「化学的

に合成された物質が添加されていない」ものであることを証明する必要がある

が、「化学的に合成された物質」の定義が曖昧で、利用しづらい状況にある。 

 

（２） 安全性に係わる課題 

 安全性については、法制度上は、食品衛生法の規格を満たせば問題はないが、

実際には、ポリオレフィン等衛生協議会が認めなければ、食品容器利用事業者

は利用しないという状況にある。また、ここでの食品容器としての安全性と、

上記の有機農産物の安全性とは、独立した議論となっている。 

 短期的には、現状の法制度や業界の自主基準における安全性が、速やかに確

認されることが必要であるが、中長期的には、安全性を包括的に確認する仕組

みについても検討が必要である。 

    

（３） 情報の収集・評価に係わる課題 

バイオ生分解素材の普及促進の方向性を定め、具体的な事業を展開していく

には、将来見通しが必要である。また、その見通しやそれを越える普及目標を

政策的に実現するには、説得力のある普及促進の意義が必要がある。 

しかし、将来見通しについては、様々な機関で予測されているものの、予測

間の差異が大きく、バイオ生分解素材の普及促進の意義となるＣＯ２削減効果や

品質・機能等についても、一貫性のある検討あるいは評価例は乏しい。したが

って、これらに関する一層信頼性の高いデータの収集とその周知が望まれる。 

 16 



３． バイオ生分解素材に対する利用者側の意向 

 

バイオ生分解素材に対する利用者側の意向を把握するために、消費者と事業

者（農業資材の利用者として農業協同組合、食品容器包装の利用者として食品

メーカー等事業者）を対象にアンケート調査を実施した。 

但し、現状では本研究会で定義した「バイオ生分解素材」に対する認知が低

いことから、実際には、普及が進んでいる石油系生分解性プラスチックも含め

た「生分解素材」全体に対する意向を調査する目的でアンケート調査を実施し

た。 

 

 

３．１ 消費者の意向 

 

一般消費者と専門性を有する消費者を対象とした。一般消費者としては、イ

ンターネットアンケートにて 3,317 人より回答を得、専門性を有する消費者と

しては、（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の協力を得て会

員向けの郵送アンケートを行い、210 名より回答を得た。 

生分解性プラスチックおよび植物性素材に対する認知度については、一般消

費者で各々66、60%、専門知識を有する消費者で各々90、83%が少なくとも聞い

たことがあるとし、一般消費者ではテレビ、専門知識を有する消費者では新聞・

書籍・雑誌等のメディアを通じて認知することが多いことがわかった。また、

９割以上の消費者は生分解素材に対して「環境にやさしい」「分別の手間が省け

る」等の肯定的なイメージを有しているほか、専門知識を有する消費者では「環

境教育の教材となる」とのイメージも多く示された。 

生分解素材が普及するためには、一般消費者の６割以上、専門知識を有する

消費者の４～５割が行政による助成・支援制度の対象とする等の初期市場の構

築や社会的認知度を向上させるための普及・啓発活動が必要としている。また、

専門知識を有する消費者では、識別マークの普及・促進や生分解素材の成分表

示や試験結果の情報公開、処分方法の明示等消費者への情報提供を求める意見

が多い。 

生分解素材の原料としての食品加工くずの利用については、一般消費者、専

門知識を有する消費者共に９割以上が賛成している。一方、その他食品類（穀

類、芋類、とうもろこし）の利用については、一般消費者では 90～95％が賛成

としたが、専門知識を有する消費者では 73～86％の賛成に留まった。特に穀類

の利用に関しては、専門知識を有する消費者には消極的な意見も見られた。こ

の理由としては、研究会において「消費者には農作物の工業用途への利用や規

格外農作物の廃棄状況等の情報が普及しておらず、食糧危機に関する情報の方

が優先されているのでは」との意見が挙げられた。 
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表 3-1 消費者を対象としたアンケート結果 

 一般消費者を対象としたアンケート 
調査方法 対象:「goo リサーチ」登録モニター会員 10 万人 

方法：インターネットアンケート 
回収：3,317 名に達した時点で終了 
調査時期：2002.5.16～2002.05.20 

認知度 ・ 生分解性プラスチックおよび植物性素材を知っているもしくは聞いたこと
がある消費者は各々66％、60％であった。認知の経緯としては、テレビ番
組（30.5％）で、その存在を知ったという場合が多い。 

・ 認知内容としては、埋め立て処分場に処分されても分解される点や生ごみ
と分別せずにたい肥化できる点等の利便性に関する認知が高い。 

・ 9 割以上の消費者が「環境にやさしい素材、製品」とのイメージを持ってお
り、分別の手間が省ける、便利等の肯定的なイメージを持たれている。 

普 及 に 必
要 な 社 会
的 環 境 整
備 

・ 6 割以上の消費者が行政による助成・支援制度の対象とする等、優先的な利
用を図れるような事業環境を整備し、初期市場を構築することが必要とし、
同時に半数の消費者が社会的認知度を向上させるための普及・啓発活動が
必要としている。 

農 作 物 等
の 生 分 解
素 材 原 料
と し て の
利 用 の 賛
否 

・ 食品加工くずについては 7 割弱が積極的に利用すべきとし、利用してもよ
いを含めて 9 割以上が賛成とし、利用すべきでないとしたのは 2％のみであ
った。その他食品類についても、品目にかかわらず 9 割以上の消費者が積
極的に利用すべき、もしくは利用してもよいとしている。 

 

 専門知識を有する消費者を対象としたアンケート 
調査方法 対象:（社）日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会会員 300 名 

方法：郵送 
回収率：210 名/300 名＝70.0％ 
調査時期：2002.5.8～2002.05.20 

認知度 ・ 生分解性プラスチックおよび植物性素材を知っているもしくは聞いたこと
がある消費者は各々90％、83％であり、インターネットアンケートにおけ
る一般消費者より認知度が高い。認知の契機としては新聞・雑誌・書籍等
（53.6％）により、その存在を知ったという場合が多い。 

・ 認知内容としては、埋め立て処分場に処分されても分解される点や微生物
によってＣＯ２と水に分解される点の認知が高い。 

・ 9 割以上の消費者が「環境にやさしい素材、製品」とのイメージを持ってお
り、分別の手間が省ける、のほか、環境教育の教材になるとのイメージも
多く示された。 

普 及 に 必
要 な 社 会
的 環 境 整
備 

・ 5 割弱の消費者が初期市場を構築すること、ならびに普及・啓発活動が必要
が必要としている。また、4 割以上の消費者が、識別マークの普及･促進に
よって消費者への情報提供を求めている。 

・ 生分解素材の成分表示や試験結果の情報公開、処分方法の明示等消費者へ
の情報提供を求める意見が多い。 

農 作 物 等
の 生 分 解
素 材 原 料
と し て の
利 用 の 賛
否 

・ 一般消費者と比べて食品加工くずと食品類に対する賛否状況の差が比較的
大きく、食品加工くずについては 7 割以上が積極的に利用すべきとし、利
用してもよいも含めて 9 割以上が賛成としているが、その他食品類に対す
る利用への賛成は 73～86％にとどまり、特に穀類への利用については 1/4

程度の消費者が利用すべきでないとしている。 
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３．２ 農業協同組合の意向 

 

全国の農業協同組合に調査票を郵送し、アンケート調査を実施。送付した

1,096 組合のうち、276 組合（回収率 25.2%）より回答を得た。 

農業協同組合の８割以上が生分解素材を認知しており、その認知内容は農業

資材を回収する手間が省けるというメリットを認知する反面、価格が高いこと

の認知も挙げられた。イメージとしては、価格が高いイメージのほか、分解性

能や用途に関するイメージが多く挙げられ、利用可能と思われる用途としては

農業・園芸分野が多く挙げられている。 

利用状況としては、生分解素材を認知している組合の６割弱で生分解素材を

用いた農業資材を利用している組合員がいるとし、そのほとんどが野菜耕地に

おけるマルチとしての利用であり、その他、育苗用ポット、結束、農作物用容

器包装が利用用途として挙げられている。また、生分解素材を認知している組

合での生分解素材を用いた農業資材に関する取組状況を見ると、「生分解素材

を用いた農業資材に関する取組を実施している」、「取組の実施を検討中」、「取

組の計画がない」とに３分されている。なお、取組を実施している組合におけ

る取組内容としては、農業用マルチの実証試験が多く挙げられている。取組の

実施経緯としては２～５年前より検討している組合が多く、実施理由はメーカ

ーによる売込みが多い。 

生分解素材を用いた農業資材の利用条件としては、９割以上の組合が低価格

化を挙げ、必要な低価格化の程度としては、低価格化が必要とした組合の４割

が従来品と同程度の低価格化が必要としているものの、３割弱は従来品の 1.2

～1.3 倍の低価格化とし、食品産業よりも価格に対する許容範囲が広い。また、

「取組を実施したことのない組合」、「取組を実施している組合」、「取組の実施

を検討している組合」の３者の求める低価格化の程度を比較すると、取組を実

施もしくは検討している組合の方が取組を実施したことのない組合よりも価格

に対する許容範囲が広い。 

また、強度不足や機械との相性等の品質、並びに分解途中のマルチの飛散や

分解速度等分解性能に対しての具体的要求が多く、技術開発の促進を求める意

見も多い。行政に対しては、助成・支援制度の対象とする等、優先的な利用を

図れるような事業環境を整備し、初期市場を構築すること、及び国による助成、

補助を求める意見が多い。 
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表 3-2 農業協同組合を対象としたアンケート結果 

 農業分野における認知・利用状況 
調査方法 対象:農業協同組合 1,096 団体 

方法：郵送 
回収率：276 組合/1,096 組合＝25.2％ 
調査時期：2002.5.2～2002. 5.20 

認知度・イ
メージ 
 

・ 言葉を聞いたことのある組合が 80.8％、農業資材として利用されていること
を知っている組合が 71.4％と、消費者や食品産業に比べて、特に自らの分野
での利用に関する認知度が高い。認知内容では、農業資材を回収する手間が省
けること等のメリットを認知する反面、価格が高いことのイメージも挙げられ
た。 

・ 価格が高いとのイメージのほか、分解性能に関する具体的なイメージ、農業資
材以外の用途を知らなかった等のイメージが挙げられている。 

・ 利用可能な用途としては、農業・園芸用具が圧倒的に多く挙げられている。 
利 用 状
況・内容 

・ 6 割弱の組合において、生分解素材を用いた農業資材を利用している組合員が
おり、そのほとんどが野菜耕地におけるマルチの利用であった。その他の利用
用途としては、育苗ポット、結束、農作物の容器包装が挙げられている。 

・ 回答組合の約 30％ずつが、「何らかの取り組みを実施」、「検討･計画中」、「計
画がない」、とに３分されている。 

・ 取組の実施理由としてはメーカーによる売込みが半数を占めた。 
・ 2～5 年前より検討している組合（38％）が最も多く、食品産業より数年早く

普及が始まっていたことがわかる。 
・ 具体的な取組内容としては、マルチに対する実証試験が多い。 

利用条件 ・ 9 割以上の組合が低価格化が必要としているが、求める低価格化程度は食品産
業ほど厳しくない。 

・ 食品産業に比べて品質の向上が必要とする意見が多く、強度・耐熱性や分解性
能等の品質に対し、具体的な要求が多く挙げられている。 

価格 ・ 93％の組合で低価格化が必要とし、そのうち 40％が従来品と同程度の低価格
が必要としているものの、27.2％は従来品の 1.2～1.3 倍の低価格化としてお
り、食品産業より価格に対する許容範囲が広い。 

・ 「取組を実施したことのない組合」、「取組を実施している組合」、「取組の実
施を検討している組合」の 3 者の求める低価格化の程度を比較すると、従来品
と同程度の低価格化が必要とする組合が各々44%、38%、34%であり、取組を実
施したことのない組合で従来品と同程度の低価格化を求める傾向が強い。一
方、従来品の 1.2～1.3 倍の低価格化が必要とする組合は、各々16%、28%、35%
と取組を実施したことのない組合よりも取組を実施している組合、さらには取
組の実施を検討している組合の方が 1.2～1.3 倍の低価格化で許容する傾向が
ある。総合的には取組を実施もしくは検討している組合の方が取組を実施した
ことのない組合よりも価格に対する許容範囲が広いと言える。 

安全性 ・ 20.7％が作物や環境に対する安全性が確認されることが必要とし、その手法と
しては作物育成性や成分、土中残留濃度等具体的な試験手法が多く挙げられ
た。 

強度・

耐熱性

等 

・ 54.7％の組合が強度・耐熱性等の品質が向上することが必要としている。 
・ 実際の利用が進んでいるためか、強度不足や機械との相性向上等具体的な要求

が多く挙げられている。品質については技術開発の促進を望む声が多い。 
品
質 

分解性

能 

・ 36.2％の組合が利用および廃棄段階で求める分解性能を満たすことが必要と
している。 

・ 実際の普及が進んでいるためか、分解途中のマルチの飛散や分解速度等具体的
な要求が多く挙げられている。また、環境やメーカーによって分解性能が異な
る点も課題として挙げられている。 

 

情報 ・ 20.7％の組合が社会的認知度の向上が必要とし、手法としてはマスメディアに
よる広報が挙げられている。 

行 政 へ の
要望等 

・ 約 7 割の組合が行政による助成・支援制度の対象とする等、優先的な利用を図
れるような事業環境を整備し、初期市場を構築することが必要としている。 

・ 国による助成、補助を求める意見が多い。 

 

 20 



３．３ 食品メーカー等事業者の意向 

 

飲食料品製造業、食料品小売業、外食産業等の食品産業に調査票を郵送し、

アンケート調査を実施。送付した 3,000 社のうち、600 社（回収率 20.0％）よ

り回答を得た。 

食品産業の７割以上が生分解素材を認知しており、その認知内容は価格が高

いことや埋め立て処分場でも分解されることに対する認知が比較的高い。イメ

ージとしては価格が高いイメージのほか、環境にやさしい、土中で分解する等

のイメージが多く挙げられ、利用可能な分野としては食品容器類のほか、食品

以外の容器類、農業・園芸用具等の幅広い分野の品目が挙げられた。 

利用状況としては、生分解素材を認知している企業の３割強で生分解素材を

用いた食品容器包装の利用を考えたことがあるとしているが、そのうち８割が

その後に利用を取り止め、実際に現状で利用している企業は 3.7%のみであった。

利用を取り止めた理由としては、価格が高いこと、他での利用実績等の情報が

ないことが挙げられた。利用の経緯としては、農業用資材より数年遅れて 1～2

年前より検討している企業が多く、実施理由としては、メディアを通じてメリ

ットを知ったことが多く挙げられている。 

生分解素材を用いた食品容器包装の利用条件としては、８割以上の企業が低

価格化を挙げ、必要な低価格化の程度としては、低価格化が必要とした組合の

６割が従来品と同程度の低価格が必要とし、農業分野に比較して価格に対する

許容範囲が狭く、厳しい要求がある。また、基準の設定や公共機関による試験、

消費者への安全性 PR 等安全性の確認が必要とする意見も多く、さらに、利用を

拡大するための社会的環境整備としては初期市場の構築や認知度向上を求める

意見が多い。行政に対しては、普及・啓発活動、安全性の確認を求める意見が

多い。 
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表 3-3 食品メーカー等事業者を対象としたアンケート結果 

 食品容器包装分野における認知・利用状況 
調査方法 対象:飲食料品製造業、食料品小売業、外食産業等の食品産業 3,000 社 

方法：郵送 
回収率：600 社/3,000 社＝20.0％ 
調査時期：2002.5.2～2002. 5.20 

認知度・イ
メージ 
 

・ 言葉を聞いたことのある企業が 71.2％、食品容器として利用されているこ
とを知っている企業が 34.5％と、一般消費者より認知度が高いが、農業分
野の認知度よりも低い。認知内容では、価格が高いこと、埋め立て処分場
でも分解されることに対する認知が比較的高く、一般消費者に近い認知状
況を示した。 

・ 価格が高いとのイメージのほか、環境にやさしいイメージや、土中で分解
する素材であるとの事実に関するイメージが多く挙げられた。 

・ 利用可能な用途としては、食品容器類のほか、容器類、農業・園芸用具、
その他、不法投棄やポイ捨ての対象となる、家電、タバコフィルター等幅
広い分野の品目が挙げられた。 

利 用 状
況・内容 

・ 利用を考えたことのある企業は 3 割強であるが、そのうち 8 割弱の企業が
利用を取りやめており、実際に利用して現在に至る企業はその 3.7％のみで
ある。利用を取り止めた理由としては、価格が高いこと、他での利用実績
等の情報がないことが多く挙げられた。 

・ 利用を考えたことのある企業の 4 割強がメディアを通じてメリットを知っ
たことを理由に挙げている。 

・ 1～2 年前より検討している企業（34％）が最も多く、農業分野より数年遅
れて普及が始まっているようである。 

・ 現在、利用もしくは利用を検討している企業 26 社では、パン･菓子類や冷
凍食品の容器包装としての利用が挙げられている。 

利用条件 ・ 8 割以上の企業が低価格化が必要としているが、求める低価格化の程度は農
業分野よりも厳しい。 

・ 農業分野に比べて食品や環境に対する安全性の確認を重要視しているほ
か、社会的認知度の向上が必要としている。その他に、コンポスト化のた
めのインフラ整備、一貫した再処理・再利用のためのシステムづくり等制
度に対する意見も挙げられた。 

価格 ・ 83.2％の企業で低価格化が必要とし、そのうち 63.1％が従来品と同程度の
低価格化が必要としており、農業分野よりも価格に対する許容範囲がせま
い。利便性等の認知度が低いことも理由として考えられる。 

安全性 ・ 37.7％が食品や環境に対する安全性が確認されることが必要とし、その方
策としては、食品衛生法等の基準設定、公共機関による試験結果の裏付け、
消費者への安全性 PR 等が制度的な方策が挙げられている。 

強度・

耐熱性

等 

・ 47.3％の企業が強度・耐熱性等の品質が向上することが必要としている。 

品
質 

分解性

能 

・ 14.7％の組合が利用および廃棄段階で求める分解性能を満たすことが必要
としている。 

 

情報 ・ 31.0％の企業が社会的認知度の向上が必要とし、手法としてはマスメディ
アによる広報や、大手メーカーによる積極的な利用が挙げられている。 

行 政 へ の
要望等 

・ 約半数の企業が、初期市場を構築することと、並びに普及・啓発活動が必
要としている。 

・ 認知度が低いため、情報不足や行政による PR を求める意見、また、食品へ
の安全性を確認すべきとの幅広い意見が多く挙げられている。 
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３．４ 利用者側の意向から導かれた課題（まとめ） 

 

消費者、農業協同組合、食品メーカー等事業者に対する認知・利用状況、利

用意向についてのアンケート調査結果から、バイオ生分解素材を普及促進して

いく上で特に重要と思われる課題を以下にまとめた。 

 

（１）情報提供に係わる課題 

消費者の「生分解性プラスチック」等に対する認知度は低く、認知している

場合も「環境にやさしい」等のイメージが先行していることが明らかとなった。

消費者に対しては、バイオ生分解素材の意義等について、正確な情報をテレビ

や新聞などのマスメディアを介して提供していくことが必要である。 

一方、農業協同組合や食品メーカー等事業者においては「生分解素材」とい

う言葉に対する認知度は高く、具体的な内容についても、消費者に比べれば認

知度は高い。したがって、今後は、農業協同組合や食品メーカー等事業者の求

める情報や、認知されていない有益な情報を整理した上で、情報提供していく

ことが必要と考えられる。 

 

（２）経済性に係わる課題 

農業協同組合、及び食品メーカー等の事業者において、バイオ生分解素材が

普及するための価格の上限は、既存品と同程度か 2～3 割増までとしており、普

及のためには低コスト化が非常に重要な鍵となることが示された。 

したがって、バイオ生分解素材の普及促進に当たっては、価格の低下が必要

不可欠である。ただし、農業協同組合では利用実績を積むことによって低コス

ト化に対する許容範囲が広がる傾向が示されたことから、意義や品質、処理の

利便性等の具体的な情報が浸透し、利用者や消費者の評価が高まれば、価格に

対する許容度が広まることが予想される。 

 

（３）市場構築に係わる課題 

農業協同組合、及び食品メーカー等の事業者が、国に求める施策として、と

もに期待が大きかったのは、助成や支援等による初期市場の構築、実証モデル

事業の実施であった。 

上記の情報提供は継続性な取組みが必要であり、経済性の確保は技術のさら

なる発展や原料の確保など様々な課題を解決していく必要があり、徐々に実現

されるものである。これらの取組みを先導し、軌道に乗せるためにも、早急に

初期需要を喚起する施策を実施することが必要であると考えられる。 
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４．バイオ生分解素材普及に向けた新たな政策提言 

 

 本研究会における検討を踏まえ、バイオ生分解素材の普及に関する課題と、それに

向けた新たな政策対応の方向性について次のように提言する。今後はこれらの課題の

克服に向けた具体的な取組みを早急に進めていく必要がある。 

 

 

４．１ 国全体としての長期戦略策定に関する政策提言 

 

（１） 課題 

 バイオ生分解素材は、地球温暖化防止、循環型社会の構築、国内農業・農村の活性

化において大いに貢献することが期待される素材であるが、これまで我が国では、普

及拡大のための明確な戦略（ビジョン）が提示されてこなかった。また、バイオ生分

解素材産業を戦略的に育成するという視点も弱かった。 

バイオ生分解素材の普及に取り組んでいる先進諸国では、バイオ生分解素材に関す

る普及目標を明確にし、技術開発や利用実証を目的としたモデルプロジェクト等を国

家戦略として実施している。 

また、先進諸国におけるバイオ生分解素材の普及戦略では、製品や技術等の輸出先

として我が国の市場も視野に入れられているものと考えられ、我が国がバイオ生分解

素材に係わる戦略を有しなければ、我が国のプラスチック等の市場は大きな影響を受

けるものと考えられる。 

なお、今後、ビジョンを明確にし、戦略的に産業育成をしていく上で、普及促進の

阻害要因となりうる既存の関連法制度の見直し等も必要である。 

  

（２） 政策提言 

① 国としてのバイオ生分解素材の普及に向けた方向性の明確化： 

先進諸国のバイオ生分解素材に係わる取組動向を踏まえると、我が国においても、

バイオ生分解素材のもつ意義や可能性を重視し、早急に将来ビジョンや普及目標を明

確にする必要がある。その際、国全体としての方向性を明確にするためには、関係省

庁の連携が必要である。特に、農林水産省は、循環型社会の根幹をなす有機系の循環

を担う食品分野や農業分野を所管しており、本件に関し、リーダーシップを発揮して

進めていくことが求められる。 

折しも、「経済財政運営と構造改革の基本方針2002（平成14年６月25日閣議決定）」

において、農林水産資源を活用したバイオマス産業の重要性を位置づけている。農林

水産省ではこれを受け、関係府省の協力を得つつ、バイオマスの総合的な利活用に関

する戦略（「バイオマス・ニッポン総合戦略（仮称）」）を策定するためのプロジェク

トチームを設置しており、この中で、図 4-1 に示すように、生分解素材の利用促進施

策が検討される予定である。このようなバイオマスの利活用に関する全体戦略の中で、
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バイオ生分解素材の利用促進施策の方向を明確にしていくことが重要である。 

 また、具体的かつ適切に利用促進施策を推進していくためには、「バイオ生分解素

材の需要の現状や見通し」、「製造コスト」、「環境への影響」等に関する客観的なデー

タを継続的に整備していく必要がある。さらに、それらを用いて費用効果分析やＬＣ

Ａ分析等の評価を行う必要がある。 

 

 ババイイオオママスス・・ニニッッポポンン  
～～ここれれかからら～～ 

たい肥 

飼料 

バイオマスエネルギー 

バイオプロダクツ

食品廃棄物 

農林水産物 

生分解 
素材 

たい肥化 

CO2発生 

(実質 
ゼロ) 

稲わら等 
農業廃棄物 

バイオマス資源生産 

地球温暖化防止・持続的循環 

CO2 

吸収 

 
ババイイオオママスス・・ニニッッポポンンのの  

実実現現にに向向けけてて  
① 需要面に対する施策 
・環境にやさしい農業への消費者・
国民の理解の醸成 

・たい肥等の品質評価 
・新用途木炭の規格化 
・生分解素材の利用促進 

② 供給面に対する施策 
・リサイクル促進のための廃棄物・
エネルギー関連規制の見直し 

・民間のリサイクル施設への補助 
・バイオマス生産やエネルギー活用

等の技術開発 

③ モデル的事業の展開 
・農山村地域等において、バイオマ

ス利用の一貫したシステムの構
築をモデル的に実施 

ここれれららをを関関係係省省庁庁一一体体ととななっったた  
取取組組ととししてて推推進進 

 

図 4-1 バイオマス・ニッポンのイメージ 

（出所）農林水産省資料 

 

② 関連法制度の見直し： 

バイオ生分解素材の利用促進施策の方向性を明確にする一方で、容器包装リサイク

ル法や有機農産物の農林規格、安全性の確認に関する法制度等、バイオ生分解素材を

普及していく上で、阻害要因となりうる関連法制度を早急に見直す必要がある。ただ

し、関連法制度の見直しに当たっては、対象となる法制度の本来の目的と、バイオ生

分解素材の普及という国家戦略を包括的な視点から考える必要があり、専門家等で組

織された研究会を設置し、幅広い見地から検討する必要がある。 

 

③ 国内開発力の強化と戦略的な産業育成： 

先進諸国では、技術開発や利用実証の推進等、国が戦略的に施策を展開している。

資源循環が単一の企業や産業内において自己完結できないことを考慮すると、我が国
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でも国家的見地から、バイオ生分解素材産業を戦略的に育成することが必要である。 

我が国の直面する課題等を勘案すると、例えば、国内農業及び国内産業の活性化並

びに国内技術力の向上の観点から、手始めに、国産原料（未利用バイオマス資源、余

剰農産物）の活用等の施策を検討することが必要である。 

また、中長期的には、アジアを含む地球規模での取組みにおいて我が国が先導的な

役割を担うことが期待されている。そうした中、まずは、国内におけるバイオマス資

源の循環利用システムの構築に向け、政策を進めていくべきである。 

 

 

４．２ 品質向上等の技術開発及び関連研究に関する政策提言 

 

（１） 課題 

バイオ生分解素材は開発当初と比べ、求められる機能が高度化してきている。以前

は生物により分解・無機化すれば良いとされていたが、最近は、使用段階において汎

用プラスチックと同等の機能を持つことと、生分解性という相反する性質を両立させ

ることが必要になっている。 

食品容器包装として利用するためには、耐熱性、強度、耐油性、ガスバリア性等様々

な品質が求められる。特に、既存のプラスチックとバイオ生分解素材の品質を比較し

た場合、耐熱性にはやや難があると言われており、常温における通常の使用では十分

な物性を示しても、電子レンジ等での加熱、熱水等には十分な耐熱性をもたないケー

スもある。一方、農業用資材として利用するためには、強度と農作業への適合性（使

い勝手の向上）が求められる。 

 さらに、バイオ生分解素材が、既存のプラスチックよりも優れている点として、環

境負荷の低減効果が期待されているが、我が国においては、現状では、ＬＣＡの観点

から見た定量的なデータが十分に整備されていない。 

 

（２） 政策提言 

① 技術開発の推進： 

バイオ生分解素材の更なる普及を図るため、耐熱性、強度、耐油性、ガスバリア性

等の物性について、製品の用途に応じた改良が必要である。また、製品を製造する際

に利用する顔料や可塑剤等の副資材についても、それらの本来機能と生分解性、安全

性の両立が必要であるため、同様に用途に応じた改良が必要である。 

さらに、マルチ以外の農業資材や、水産資材、緑化資材、土木資材、衛生用品等の

新規用途に関する技術開発を推進し、需要を拡大することは、後述する量産化を実現

するためにも必要である。 

 農林水産省では、「食品容器包装リサイクル高度化技術の開発事業」等で、企業や

大学の実施する関連技術の支援を行ってきているが、今後は、以上のような普及を見

据えた技術を支援する仕組みや事業を、さらに充実させていく必要がある。ただし、
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それとともに、中長期的な視野に立ち、支援のあり方を改善していくために、支援し

た技術の事後評価を実施する仕組みも整備するべきである。 

 

② ＬＣＡ研究の推進： 

バイオ生分解素材の環境影響をライフサイクル全体で捉えて評価することが必要

である。そのためには、バイオ生分解素材の環境負荷や環境保全効果に関するＬＣＡ

研究を継続的に推進するとともに、その研究の結果や前提条件等の情報を公表し、そ

の精度を高めていくことが必要である。 

特に、ＣＯ2 削減効果については、バイオ生分解素材の最もアピールできる効果で

あることから、様々な原料選択や、製品用途、処理・リサイクル方法等を想定し、効

果を定量的に把握することが必要である。 

 

 

４．３ 安全性の確認に関する政策提言 

 

（１） 課題 

安全性は、人に対する安全性と生態系（土壌、水、農作物を含めた動植物等）に対

する安全性の２つの側面がある。 

いずれについても、各種の安全性試験によって樹脂及び製品中への添加成分の安全

性の確認を進めながら、製品開発が進められているが、その安全性の評価結果を公的

な機関が認証、保証する仕組みが構築されるまでには至っていない。 

人に対する安全性については、米国では、ＦＤＡ（食品医薬品局）がポリ乳酸の食

品容器への使用を認可し、食品容器への普及が本格化すると予想されるのに対し、我

が国では、安全性の実質的な評価基準となっている「食品容器包装に関する自主基準

（ポリオレフィン等衛生協議会）」において、安全性の確認がとれていない。 

一方、生態系への安全性については、様々な条件下における分解性や長期的な影響

等について、さらにデータの蓄積を進めるとともに、これらデータを基に、生態系へ

の安全性を包括的に評価する基準や機関を設置する必要がある。 

 

（２） 政策提言 

① 運用ルールの整備： 

食品容器包装への利用を促進するためには、ポリオレフィン等衛生協議会によるバ

イオ生分解素材に係る自主基準の早急な策定を求めるに留まらず、安全性確認を重視

する観点から、国および公的機関による関連データ収集、整理を経て、公的基準の策

定へと進めることが強く求められる。 

 

② 国、第三者機関による安全性の保証： 

昨今の食品の安全性を取り巻く状況を踏まえれば、安全性の保証は、業界団体の自
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主的な取組みに委ねるのではなく、国や業界とは独立した中立的な第三者機関が一元

的に行うべきである。 

具体的には、食品容器包装や農業資材等としてのバイオ生分解素材の普及状況を見

据えつつ、第三者認証制度の導入、安全性ガイドラインの策定等、安全性を客観的に

保証する仕組みの構築が必要であり、モニタリングの実施、トレーサビリティの確保

等が必要に応じてできるような仕組みを構築していく必要がある。 

 

 

４．４ 経済性の確保に関する政策提言 

 

（１） 課題 

バイオ生分解素材を使用する製品は既に実用化されているが、汎用プラスチックに

比べて価格が高いことが普及促進に当たって大きな制約となっている。現状では従来

品のおよそ 3～5倍以上の価格帯にある。 

農業資材や食品容器包装の利用者を対象としたアンケート結果でも、普及の最大の

阻害要因は価格であり、従来品と同等から２、３割程度の価格アップまでを概ね許容

範囲と考えていることが明らかとなった。また、本研究会の議論や現地視察でも、価

格が最大の課題であるとの指摘が多かった。 

市場においては、一般企業はコストを中心に行動しているため、持続的に発展可能

な循環型社会システムを構築していくためには、環境と経済が調和する社会システム

（環境へ配慮することが市場的価値を持つ社会システム）を模索していかなければな

らない。 

なお、普及を促進するにあたっては、コスト削減を進める一方で、経済的手法を導

入する等、バイオ生分解素材の競争環境を整備していく必要がある。 

 

（２） 政策提言 

① バイオ生分解素材の量産化・初期市場の創出： 

既存のプラスチックと競争していくためには、量産化により、バイオ生分解素材の

価格を低下させることが必要である。例えば、PHB を対象とした試算では、年間５万

ｔ規模で約 250 円/kg になるとの報告がある。また、澱粉系の生分解性プラスチック

では、百万ｔ規模で 200 円/kg（汎用プラスチックの２倍）程度まで下がるとの報告

もある。 

既存のプラスチックにおいても、量産によりコストが低下し、普及が促進された経

緯がある。これを踏まえ、喫緊の課題として、積極的な初期市場形成策を講じ、量産

化によるコスト低下を促進していくことが必要である。 

 

② 国産原料による低コスト化： 

バイオ生分解素材においても原料コストが価格を左右する。原料をいかに安く調達
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するかということが問題であり、前述した戦略的な産業育成や、国内の技術や資源の

活用という観点をも考慮し、国産原料による低コスト開発を目指す必要がある。 

例えば、農林水産省では、食品廃棄物を原料としたバイオ生分解素材製造の技術支

援を行っており、既に食品廃棄物からポリ乳酸を生成する技術も確立されつつある。

廃棄物系の原料を使用する場合、廃棄物処理に伴う労力・費用の負担が解消され、環

境負荷も削減できるという利点もあるため、引き続き、廃棄物系の未利用バイオマス

を原料として利用する可能性を探っていくべきである。 

なお、その他の未利用バイオマスを安定的に低コストで調達できるような仕組みが

可能かどうかについても、早急に検討する必要がある。 

 

③ 容器包装リサイクル法等における負担軽減： 

食品容器包装分野におけるバイオ生分解素材の競争力を高めるために、経済的手法

の導入に関し検討することが考えられる。 

ドイツでは石油系プラスチック容器包装のリサイクルコストをより高く設定して

おり、製造コストの高いバイオ生分解素材が競争できる条件が整備されている。一方、

我が国ではバイオ系生分解性プラスチックは、容器包装リサイクル法において、「プ

ラスチック製容器包装」として石油系プラスチックと同様の再商品化義務（負担金）

が課せられているため、その負担軽減措置の導入による石油系プラスチックとの競争

環境整備の可能性について検討する必要がある。 

さらに将来的には、現在、政府内で検討されている環境税をバイオ生分解素材へ適

用することについても検討していく必要がある。 

 

④ 農業資材分野における競争環境整備： 

農業資材分野における普及促進策としても、汎用プラスチックとの競争環境整備の

ための経済的方策（例えば、汎用プラスチックの回収、再資源化コスト相当分のバイ

オ生分解素材への補助等）を検討することが考えられる。 

 

 

４．５ 情報提供と理解促進に関する政策提言 

 

(１) 課題 

消費者のバイオ生分解素材に対する認知度は低く、「土に入れるとすぐに分解す

る」、「水に弱い」等の誤解や、トウモロコシ等の食品（農作物）由来のバイオ生分解

素材を工業用途へ利用することへの反発も認められる。したがって、消費者には、十

分な情報提供が必要であり、バイオ生分解素材の認知や正しい理解を促進していくこ

とが求められる。 

消費者への情報提供では、安全性が１つのポイントになる。バイオ生分解素材は、

最新の技術を用いて作られる新しい素材であることから、その安全性について漠然と
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した不安を感じる消費者もいる。また、汎用プラスチックと同じく、原材料や製品中

に含まれる微量成分等の安全性について不安を感じる消費者も存在する。これらの不

安を払拭するための情報提供が課題である。 

もう１つの情報提供のポイントとして、バイオ生分解性素材の性質とそのメリット

についての情報がある。本研究会で定義した「バイオ生分解素材」の「バイオ」とい

う用語の意味や石油系プラスチックとの違いについて、消費者へ情報提供していく必

要がある。また、商品購入時や廃棄時にバイオ生分解素材と石油系プラスチックを区

別できる情報も求められる。 

 一方、アンケート結果によると、農業資材や食品容器包装の利用者は、バイオ生分

解素材を概ね認知している。今後は利用者が求める情報をより具体的に、また利用者

が知らない有益情報を速やかに提供することが課題である。 

 

(２) 政策提言 

① 一般消費者への普及啓発： 

需要に支えられて供給が拡大し、価格が低下していくことから、消費者のバイオ生

分解素材に対する認知度と理解度が向上していく必要がある。そのためには、「地球

温暖化の防止効果がある」、「食品リサイクルの円滑化に効果的である」等ということ

をわかりやすく、テレビ・新聞といったマスメディア等を通じて情報提供していくこ

とが効果的である。ただし、それらの情報が信頼し得るもので、かつ公平な視点に基

づくものと認知されることも重要である。 

手始めに、一般消費者を対象としたイベント等でバイオ生分解素材製の製品を利用

する取組みを支援することも効果的であると考えられる。 

併せて、「バイオ」や「生分解」という用語の意味を正しく伝え、新たな誤解を生

まないような普及啓発を継続的に進めていくことが重要である。 

なお、今後、食品の安全性確保という観点から、農産物に利用した資材や生産工程

等の開示が求められると考えられる。「バイオ生分解素材」を資材として利用してい

ることがプラスに評価されるように、一般消費者に対して、「バイオ生分解素材」の

意義・効果を広く継続的に認知させていくことが求められる。 

 

② バイオ生分解素材の識別表示の実施： 

 消費者がバイオ生分解素材の製品を優先的に購入し、使用後に生ごみ等の有機性資

源とともに排出することを可能にするには、バイオ生分解素材の識別表示が必要不可

欠である。 

 現在、プラスチック製容器包装には、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資

源有効利用促進法）」に基づき、識別マークの表示が義務づけされており、石油系も

含めた生分解性プラスチック全体としては、ＢＰＳが自主的取組として「グリーンプ

ラ」という名称で識別マークを導入している。 

 したがって、バイオ生分解素材の普及の前提として、これらの表示と混乱しないよ
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うな識別表示を早急に設定することが必要である。 

 

③ 利用者の求める具体的情報、利用による効果情報の提供： 

食品容器包装利用事業者、農業関係者等については、より具体的な情報を継続的に

提供していく必要がある。具体的には、食品容器包装の利用者には、「製品の使用実

績」、「食品容器としての品質（強度、耐熱性、耐油性、ガスバリア性等）」、「食品そ

のものに菌が含まれる場合の利用可能性」等の情報提供が、農業関係者には、「製品

の使用実績」、「作業者が要求する品質についての情報（強度等）」、「土壌での分解性

と作物に対する影響（特に長期的影響）」、「生態系（土壌、水、動植物等）の安全性」

等の情報提供が必要である。 

手始めに、これらの情報が、必要な時にいつでも見れるような媒体（ホームぺージ

の開設、資料集の定期的な発行等）を整備する必要がある。 

なお、農業資材に関しては、「バイオ生分解素材の利用者は処理に費やす労力やコ

ストを解消することができ、農業用廃プラスチックの処理システムの確立に苦心して

いる農協等にとっても、回収、焼却、再資源化、再生品の需要開拓等の手間やコスト

が軽減できる」ことをＰＲするべきである。 

 

 

４．６ 循環型社会システムにおける位置づけの明確化に関する政策提言 

 

（１） 課題 

バイオ生分解素材は、原料が天然物由来（カーボンニュートラル）であるため、焼

却したとしても地球温暖化防止効果がある。しかし、「生分解」という特性を活かす

には、生ごみ等の有機性廃棄物とともに分別回収し、たい肥化する循環システムを確

立する必要がある。 

 ただし、現状ではバイオ生分解素材の特性を活かした使用後のリサイクルシステム

は確立されておらず、メーカー、市民、市町村等の各主体の果たすべき役割も明確に

なっていない。また、現状の関連法制度もバイオ生分解素材の循環利用を想定した体

系にはなっていない。 

また、生ごみ堆肥は、炭水化物を主とし、窒素が不足するため、微生物によって窒

素が有機化され、作物が窒素飢餓に陥る可能性を否定できない。また、分解の不十分

なフィルムを多量に含有するたい肥を土壌に施用した後に、未分解のフィルム破片が

降雨後に土壌表面に集積してくる可能性も否定できない。 

 

（２）政策提言 

① 素材特性を活かした使用後の循環システムの確立： 

バイオ生分解素材の特性を活かした循環システムを構築するには、容器包装リサイ

クル法等関連リサイクル法との整合性を図る必要がある。また、分別収集に当たって
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は、市町村の協力が不可欠であることから、市町村の果たすべき役割を明確にし、市

町村の取組みに対する支援が重要である。 

短期的には、食品リサイクル法への対応で進展すると考えられる事業系生ごみのリ

サイクル推進策として、事業系の食品容器包装やごみ袋等にバイオ生分解素材を利用

する取組みへの支援等が有効である。 

 

② バイオ生分解素材を原料に含む生ごみ堆肥の品質基準の策定 

過去に伝統的な稲わらたい肥の減少に伴い、その代替物としてバークたい肥、おが

くずたい肥、汚泥たい肥等が農業利用されてきたが、その利用初期においては様々な

生育障害等が起き、問題が生じた後に品質基準を策定し対処してきた経緯がある。 

バイオ生分解素材という新たな素材を原料に含む生ごみたい肥の利用を促進する

際には、分別の適正化はもちろんのこと、その品質基準を事前に策定し、障害等が生

じないようにすることが必要である。 

 

③ 循環システム確立へ向けた受け皿の確保： 

バイオ生分解素材の特性を活かして、たい肥化によって循環システムを確立する場

合、作られたたい肥の利用（受け皿）に関し、政策的誘導を効果的に図る必要がある。 

例えば、当面の利用先を確保するために、都市緑化をはじめとした公共事業への優

先的な利用等に関する施策が必要である。ただし、中長期的には、農業及び食料生産

等の分野で循環を形成することが望まれるため、バイオ生分解素材を組み込んだ環境

調和型の農業体系を確立する必要がある。 

なお、たい肥化は、食品廃棄物の他、家畜排泄物や刈草・剪定枝等のリサイクル手

法として期待されている。しかし、家畜排泄物を全量たい肥化した場合の窒素量は、

現在施用されている全化学肥料の窒素量に相当すると言われており、各廃棄物のたい

肥化が進展していけば、その受け皿は飽和状態になることが予想されている。 

したがって、農地への利用の実現・拡大を進めつつも、早々にたい肥化以外のリサ

イクル手法の開発・普及や、たい肥の海外輸出の可能性について検討を進める必要が

ある。 

 

 

４．７ 初期需要喚起に向けた支援等に関する政策提言 

 

（１） 課題 

今後のバイオ生分解素材のコスト低減、普及拡大のためには、まず、初期需要を喚

起し、初期市場を構築することが必要である。そのためには、初期市場の構築に向け

た政策的な支援や、消費者向けのイベントやモデル事業等を通じて、バイオ生分解素

材が環境低負荷型の材料であることをアピールしつつ、国民全体の意識の向上と需要

の掘り起こしを行うことが課題である。 
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なお、需要拡大を進める上で、足かせとなる関連法規制がある場合には、それを緩

和する施策を検討する必要がある。 

 

（２） 政策提言 

① 先進的な取組み間の横の連携 

現在、一部の市町村では、生ごみ収集袋にバイオ生分解素材製袋を利用する等の取

組みが行われており、また、一部の農家・農業協同組合等では、バイオ生分解素材製

のマルチや結束を利用した農業が行われている。 

初期需要を喚起するためには、これらの先進的な取組みを継続、拡大させていくこ

とが求められる。国の支援策として、各取組みの担当者等が一堂に会する場や取組み

状況に関する情報交換が定常的にできるような仕組みを構築する必要がある。 

 

② 行政による率先購入： 

行政による率先利用が初期需要拡大の起爆剤となることから、バイオ生分解素材の

食品容器包装やごみ袋、植木鉢（ポット）、また、バイオ生分解素材を活用して製造

したたい肥等を「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）」の購入対象として位置づけ、行政として率先して購入する等の政策的な支援が

必要である。 

具体的には、学校給食や職員食堂における食品容器包装やごみ袋の利用、公共緑地

におけるポットやたい肥の利用等が考えられる。 

 

③ バイオ生分解素材を実証利用するモデル事業の実施： 

バイオ生分解素材の汎用化促進（初期需要喚起）に関しては、1)消費者への浸透、

2)食品メーカー等による製品販売、3)農家による使用、4)使用後の分別収集・たい肥

化システム等を、単独又は複合的に、一定の区域において実証するモデル事業が効果

的と考えられ、特定地域における事業を推進していく必要がある。 

モデル事業のプランニングに際しては、協力を得やすいシステム構築を狙い、都市

規模及び地域特性を柔軟に考慮することが必要と考えられる。 

なお、有益と考えられるモデル事業と、その事業における各主体の役割を列挙する

と、以下のようにまとめることができる。 

 

■例１：食品容器の利用事業者・消費者モニター募集 

 食品容器を利用する機会を創出しその評価データを充実させるために、食品容器

の利用事業者や消費者からモニターを募集する。 

容器包装メーカー／バイオ生分解素材容器の提供 

利用事業者／モニターとしての参加、バイオ生分解素材容器の利用、容器の評価 

消費者／モニターとしての参加、容器の評価 
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■例２：寒冷地、亜熱帯地域での食品容器、農業資材の利用実験 

 北海道や沖縄等の寒冷地や亜熱帯地域を対象として、製品の利用しやすさや生分

解性能を検証する。 

容器包装・食品メーカー／バイオ生分解素材容器入り商品の提供、バイオ生分解素材識別表示の表示 

消費者／バイオ生分解素材容器入り商品の利用、生ごみとバイオ生分解素材容器の分別排出 

農家／バイオ生分解素材製農業資材の利用、バイオ生分解素材を原料に含んだたい肥の利用 

市町村／住民への分別排出協力要請等の広報、生ごみとバイオ生分解素材の分別収集、バイオ生分解素

材を原料に含んだたい肥の製造、製造たい肥の評価 

 

■例３：都市におけるバイオ生分解素材普及実験 

 都市部における普及啓発と循環システムの実現可能性の検証等を目的とした実

験を行う。 

容器包装・食品メーカー／バイオ生分解素材容器入り商品の提供、バイオ生分解素材識別表示の表示 

小売業／バイオ生分解素材入り商品の販売 

消費者／バイオ生分解素材容器入り商品の販売・利用、生ごみとバイオ生分解素材容器の分別排出 

市町村／住民への分別排出協力要請等の広報、生ごみとバイオ生分解素材の分別収集、分別収集結果の

分析 

 

■例４：飲食店集積大規模ビル等における利用実験 

 集中的に食品廃棄物が発生する地点・地域を対象に循環システムを構築し、その

効果等を検証する。 

容器包装メーカー／バイオ生分解素材製容器の提供、バイオ生分解素材識別表示の表示、バイオ生分解

性ごみ袋の提供 

飲食店等／バイオ生分解素材製容器及びごみ袋の利用、生ごみとバイオ生分解素材容器の分別排出 

農家／バイオ生分解素材を原料に含んだたい肥の利用 

 

■例５：未利用農作物等を原料としたバイオ生分解素材製造 

 未利用農作物のバイオ生分解素材原料としての可能性を検証する。 

農家／売れ残り・規格外農作物等の提供 

樹脂メーカー・大学／バイオ生分解素材の製造 

 

■例６：未利用農作物等のバイオ生分解素材原料の調達実験 

 原料供給地とバイオ生分解素材の製造工場間における原料調達の効率的な輸送

システムのあり方について検証する。 

農家／売れ残り・規格外農作物等の提供 

運送業者／バイオ生分解素材原料のプラントへの運搬 
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④ 有機農産物の日本農林規格の明確化： 

バイオ生分解素材の普及を進めるための一つの手段として、バイオ生分解素材を含

む原料で製造したたい肥を農業資材として利用した場合においても、生産した農作物

を有機農産物として位置づけることが考えられる。 

しかし、現行の有機ＪＡＳ規格では、「化学的に合成された物質を添加していない

こと」が有機ＪＡＳの条件とされているのに対し、実際の製品では、微量であるもの

の可塑剤や顔料等が添加されている。このため、有機農作物栽培農家では、バイオ生

分解素材を含んだ生ごみから製造したたい肥を利用しづらい状況にある。 

したがって、早急に、「化学的に合成された物質」の定義を含めて、規格のあり方

についての検討が必要である。具体的には、バイオ生分解素材への添加剤を含めた適

切な基準を検討することや、ポジティブリストもしくはネガティブリストの策定を検

討することが必要である。 

 

⑤ 愛知万博での循環型社会構築プロジェクトへの参加： 

2005 年開催予定の愛知万博は、２１世紀の人類が直面する地球規模の課題解決の

方向性を発信するため、多数の国、国際機関、企業等の参加の下、世界に先駆ける環

境産業への取組みや循環型社会のモデルを提示できる場である。 

こうした場を活用して、産・官・学・市民が一体となり、バイオ生分解素材を利用

した循環モデルの実証展示を行うことが、初期需要喚起において効果的と考えられる

ことから、こうしたプロジェクトへ積極的に参画していく必要がある。 

 

⑥ 環境教育への活用： 

総合学習の機会を活用する等、環境教育の一環として、子供たちに対し、バイオ生

分解素材のメリットやそれを含めたリサイクルの必要性等を啓発していくことが必

要である。その際、食農教育とバランスを保ちながら進めていくことが重要である。 
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図 バイオ生分解素材普及促進に当たっての課題と今後の取り組みの方向性 

○国としての明確なビジョン策定の必要性（←現状では欠如） 

 ・バイオ生分解素材の普及に向けた国家戦略・ビジョンの明確化と具体的目標設定 

 ・関連法制度の見直し 

 ・国産開発力の強化（未利用バイオマスの利用）、アジア全体の循環システムを視野に入れた戦略的な産業育成 等 

 

 ●は短期的な政策 ○は中長期的な政策 ◎は継続性が重要な政策  

バイオ生分解

素材の普及 

のポイント 

現状と課題  普及に向けた取り組み

（全般） 

普及に向けた取り組み 

（食品容器包装分野） 

普及に向けた取り組み 

（農業用資材分野） 

品質向上等の

技術開発及び

関連研究 

・分解性と汎用プラスチックと同等の品質という相反す

る性質の両立が必要 

・各製品の用途に応じた品質の向上 

・環境負荷の低減効果が不明 

●技術開発、新規用途の開発の支援充実 

○支援した技術の事後評価の実施 

◎バイオ生分解素材のＬＣＡ研究の推進と環境保全効果

（特にＣＯ２削減効果）の明確化 

●調理時の加熱、水分等に対応可能な品質の向上に係わ

る技術開発支援の充実 

●農作業（農業機械の使用等）に対応した強度等

の品質向上に係わる技術開発支援の充実 

●農作業への適合性（使い勝手）の向上に係わる

技術開発支援の充実 

安全性の確認 

 

 

・人と生態系への安全性について各種試験による確認が

進められているが、その安全性の評価結果を公的な機

関が認証、保証するまでには至っていない。 

 

○安全性の客観的な保証、モニタリング等するための仕組

みづくり（第三者認証、ガイドライン策定等） 

 

●バイオ生分解素材の食品容器包装への利用に係る公

的基準の策定 

 

○生態系への包括的な安全性を確認する中立的な

機関の設定 

経済性の確保 ・バイオ系の生分解性プラスチックの我が国の利用量

は､年間約3,600t 

・汎用プラスチックに比べて割高(バイオ系生分解性プ

ラスチック(PLA):600 円/kg､汎用プラスチック:100

～150円/kg)→コストが最大の普及阻害要因 

・現状では容器包装リサイクル法において、プラスチッ

ク容器包装として、石油系プラスチックと同等の負担

金が課せられている。 

・量産化によるコスト低減 

→●積極的な初期市場形成策が必要 

●未利用バイオマスの調達可能性検討 

◎廃棄物を原料とした製造技術開発の支援 

・既存プラスチックとの競争環境の整備 

→●容器包装リサイクル法における負担軽減策の検討 

 ○環境税の導入等、経済的措置の推進 

・汎用プラスチック資材との競争環境の整備 

→○市場を拡大させるための方策として、経済的

手法等の政策手法導入の検討 

一般消費

者におけ

る社会的

認知度の

向上 

・認知度が低い 

・「生分解」という特性についても一部で誤解がある。 

・漠然とした不安感が広がる可能性大 

・製品中の微量成分等の安全性が懸念される可能性大 

・バイオ生分解素材の識別が困難 

●石油系プラスチックとの識別表示の設定 

◎バイオ生分解素材の特性と環境面でのメリットをわかり

やすく普及・啓発 

 

●普及に貢献するイベント等の支援 

◎「バイオ」や「生分解」という用語の意味等の普及・

啓発 

◎農業用資材にバイオ生分解素材を利用している

ことの意義・効果の普及・啓発 
情
報
提
供
と
理
解
促
進 

利用者へ

の具体的

情報の提

供 

・利用者（食品容器包装利用事業者、農家等）の求める

具体的情報や利用による効果情報の提供不足 

●情報提供媒体の整備 ◎食品容器としての品質や安全性、価格、利用実績、入

手方法等についての情報提供 

●バイオ生分解素材を利用するメリットのＰＲ 

◎利用実績、品質（強度、土壌中での分解性能等）、

安全性（作物への影響、土壌中残留物の影響等）

についての情報提供 

 

循環型システ

ムにおける位

置づけの明確

化 

・バイオ生分解素材の特性を活かした使用後のリサイク

ルシステムが作られておらず、各主体の果たすべき役

割も明確になっていない。 

 

●都市緑化をはじめとした公共事業へのたい肥の優先的利

用施策 

●バイオ生分解素材を原料に含む生ごみたい肥の品質基準

の策定 

●たい肥化以外のリサイクル用途の開発･普及 

●たい肥の海外輸出の可能性検討 

●事業系生ごみリサイクルの推進策として事業系の食

品容器包装等にバイオ生分解素材を利用する取組へ

の支援 

○分別回収システムの確立、市町村の取組に対する支援 

 

○バイオ生分解素材を組み込んだ環境調和型の農

業体系（バイオマス資源の持続的循環利用シス

テム）の確立 

 

初期需要喚起

に向けた支援 

 

・普及促進・初期需要喚起のための政策的支援が十分に

行われていない。 

 

●先進的な取組間の連携システム等の構築 

●グリーン購入法に基づく行政の率先購入 

●特定地域で実証利用するモデル事業の実施(cf.独カッセ

ル市) 

●有機農産物の日本農林規格の明確化 

●愛知万博での循環型社会構築プロジェクトへの参加 

●環境教育への活用 

●バイオ生分解素材製の食品容器包装やごみ袋等の行

政による率先購入 

●都市規模及び地域特性を考慮したモデル事業のプラ

ンニング 

●バイオ生分解素材を活用して製造した生ごみた

い肥等の行政の率先購入 

●気候や原料調達方法等を考慮したモデル事業の

プランニング 
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〈本報告書の問い合わせ先〉 

 

農林水産省 

総合食料局 食品環境対策室 

TEL：０３－３５０２－８１１１(内３１８８) 

 

（株）三菱総合研究所 

地球環境研究本部 資源・循環研究部 

TEL：０３－３２７７－０４４９ 

 

 

 

 

 

 

 




