「食品包装産業を取り巻くマイクロプラスチック問題」
第 1 章 食品包装から見るマイクロプラスチック問題の現
状と課題
石動正和

12.1 各種の再生再利用技術
（1）PET ボトル
（2）軟包装材料
12.2 再生しやすい包装設計
（1）分離可能な構造（separable)
（2）モノマテリアル仕様
（3）剥離しやすいラミネーション
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マイクロプラスチックや食品包装ごみなどの位置づけ
プラスチック製品及びそのフローについて
プラスチックごみと使い捨て製品について
プラスチック問題への対策の在り方への一考
共創の事例が未来を切り開く

6 おわりに
参考文献

6.3 調整粉乳に使用が許可されている容器包装又はこれ
らの原材料の規格
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b）合成樹脂製の容器包装又はその原材料の規格基準
7.3 器具又は容器包装の用途別規格
a）容器包装詰加圧加熱殺菌食品｛
（缶詰食品又は瓶詰食
品を除く）の容器包装｝
b）清涼飲料水の容器包装
8 日本の業界（原材料，食品用容器包装製造）の自主（規制）
基準
8.1 安全性の担保と自主（規制）基準
8.2 各衛生団体，業界団体の自主（規制）基準の概要
8.3 アウトサイダー製の原材料・製品，輸入原材料・製品
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8.4 確認登録制度とは
9 輸入原材料・製品の安全性の担保
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9.4 輸入検査の実態
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あるもの
10.2 改正の基本的な考え方
10.3 管理システムの構築と運用について
10.4 ポジティブリスト（PL）制度の導入とその法制化
a）対象とする器具・容器包装
b）対象とする原材料材料
c）改正のスケジュール
11 改正食品衛生法の概要紹介（器具・容器包装に係わる部
分）
11.1 ポジティブリスト制度の導入
11.2 ポジティブリストの概要（令和 2 年 8 月 15 日現在）
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b）認可された物質の分類表
c）基ポリマー（1）リストに記載されている内容
d）添加剤のリストに書かれている内容
11.3 既存物質をリストアップしたことに対する考え方
11.4 ポジティブリスト（PL）制度導入の猶予期間
11.5 サプライチェーンを通じた情報の伝達（食品衛生法
第 50 条の 4）
11.6 人員，施設，設備の適正な管理（食品衛生法第 50 条
の 3）
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品衛生法第 57 条）
11.8 健康被害発生時の対応策の整備
12 法規改正に伴う問題点
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b）確認登録制度導入の問題点
12.2 PL 制度導入の影響
12.3 溶出試験条件，規格値の見直し
a）溶出温度条件の見直し（令和 2 年 8 月現在，検討段階
である）

第 5 章 マイクロプラスチックによる環境汚染の現状と課題
～発生源特定を目指して～
二瓶泰雄
1 はじめに
2 流域圏における MP 動態
3 河川水中の MP 汚染状況
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2.3 「容器包装およびその原材料の安全性」の定量的考え
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2.4 合成樹脂製容器包装の過去（現在継続中のものも含
む）に発生した主な安全衛生問題
a）フタル酸エステル
b）塩ビモノマー
c）蛍光染料
d）BHT
e）PAN モノマー，ビスフェノール A モノマー
f）発泡スチロールのモノマー，揮発性成分
2.5 合成樹脂製容器包装の安全衛生に関する世界の最近
の話題
2.6 紙製容器包装の安全性問題
a）紙製品に含まれる化学物質
b）紙・板紙の原紙製造工程において使用，添加される化
学物質
c）食品用途の紙製容器包装の使用実態
d）日本製紙連合会の自主規制基準
e）古紙を原料の一部に使用した紙の食品と直接接触する
用途への国による使用禁止措置
3 世界主要法規と日本の法規
3.1 世界の主流はポジティブリストの採用
3.2 日本の法規の改正（PL の採用）
3.3 溶出条件の違い
4 日本の現行法規の法体系
5 食品衛生法の概要（器具，容器包装に関するものを抜粋）
6 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）
（器
具，容器包装に関わる部分）
6.1 牛乳，加工乳，クリーム（いわゆる 1 群）などの容器
包装又はこれらの原材料の規格
a）使用が許可されている容器包装
b）上記の容器包装のうちの②及び④に課せられている規
格基準
6.2 醗酵乳，乳酸菌飲料，乳飲料（いわゆる 2 群）などの
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a）使用が許可されている容器包装
b）上記の容器包装のうちの②及び④に課せられている規
格基準
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b）食品擬似溶媒の一部変更（令和 2 年 8 月現在，検討段
階である）
13 器具・容器包装製造工場（製造環境）への GMP 管理の
導入
13.1 容器製造工場の GMP 管理
13.2 ガイドラインによる器具容器包装製造環境の GMP 管
理（自主管理基準の制定とその通知）
13.3 ガイドラインの骨子を具現化した場合のポイント
（参考）
a）ハード面でのポイント
b）ソフト面でのポイント
c）従業員の教育と健康管理
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（b）リユース推進
（c）分別収集・選別
（d）分別排出
（e）再商品化
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販売量
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販売量
4.4 再商品化製品
（a）紙製容器包装の再商品化製品
（b）プラスチック容器包装の再商品化製品
（c）ペットボトルの再商品化製品
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4.5 回収率
4.6 リサイクルコスト
5 容器包装リサイク制度の課題と対応
5.1 容器包装リサイク制度の成果
5.2 容器包装リサイクル制度の課題
5.3 対応及び施策
（a）リデュースの推進
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3.3 微生物産生ポリエステルの熱分解
3.4 微生物産生ポリエステルの繊維化と構造
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3.6 微生物産生ポリエステルの酵素分解性
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谷健一
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3 生分解性プラスチックの課題とそれを克服するための技
術動向
3.1 生分解性プラスチックの課題
3.2 海洋環境中での生分解機構の解明
3.3 生分解性プラスチックの一次構造と生分解性との相
関
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3.4 生分解性プラスチックの分解開始時期制御方法
3.5 環境因子を利用した海洋時限生分解性プラスチック
の開発
3.5 バイオスティミュレーションを利用する海洋時限生
分解性プラスチックの創製の可能性
3.6 バイオフィルムの利用による海洋時限生分解性プラ
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3.6 バルカナイズ
3.7 モールディング
4 紙本来の性質を変えた紙の開発
4.1 透明化した紙
4.2 高伸張紙
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