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一.ライフサイクルの評価方法からプラスチック
パッキンググリーン化を見る

I. Green plastic packaging from a life-cycle assessment (LCA) 

Perspective



石油 単体 樹脂 製品 廃棄？

プラスチックを廃棄後、不適当な処理によって引き起こされる環境問題

1.プラスチックが廃棄後、不適当な処理によって起こる問題点

1.Problems arising from improper treatment of plastics after disposal

Environmental problems caused by improper treatment of plastics after disposal



⚫ プラスチックのグリーンサイクルのルートを下記に示す

⚫ Several pathways to green circulation of plastics

– 回収 Recycling

– 再利用 Reusing

– 減量化のデザイン Reduce

– 分解 Degradable

– 再生可能な資源 Resource

⚫ 回収再利用で全部の問題を解決出来るか？

⚫ Can recycling and reusing solve all the problems?

⚫ 分解で問題を解決出来るか？

⚫ Can degradation solve the problem?

⚫ 回収再利用と分解などとも分類回収で処理必要があり、且つ重要
性も標識必要がある。

⚫ Recycling, reusing and degradation treatment all require 

garbage sorting; and, the importance of labels

どう評価するか：

How to evaluate:

⚫“グリーンかどうか”？

⚫“Green vs. not green”

⚫“生態的かどうか”？

⚫“Pro-environment vs. not proenvironment”

⚫“エコかどうか”？

⚫“Eco vs. not eco”

⚫“環境にやさしいか”？

⚫“Environment-friendly vs. notenvironment-

friendly”

ライフサイクルの
評価方法

Life-cycle 

assessment (LCA)

2.プラスチックが廃棄された後のグリーンサイクルルート

2. Pathways to green circulation of plastics after disposal



3.ライフサイクルの評価方法で環境への優しさを研究する
3. Use LCA to study environment-friendliness

◼ 材料の生産：地球から大量の資源を求める

◼ Material production: takes huge amounts of resources from the earth

◼ 材料は生産、輸送、使用、再生、廃棄などの全寿命の各段階で：大量のエネルギーを消費する

◼ Material throughout all stages of its life cycle from production, transportation, use, recycling and disposal, etc. : consumes a lot of 

energy

◼ 材料は生産、輸送、使用、再生、廃棄などの全寿命の各段階で：大量のCO2、CO、SO2、NOx、廃水（水汚染）、固体廃棄
物などを生じて環境汚染になる。

◼ Material throughout all stages of its life cycle from production, transportation, use, recycling and disposal, etc. : generates large 

amounts of CO2, CO, SO2, NOx, wastewater (water pollution), solid waste, etc., hence causing environmental pollution.

リサイクル

原料
限られた資源 自然、生物圏

Limited environment

廃棄
使用

Environment burden

製造

加工



4.材料の角度から見ると、どのように地球環境への影響を解決するか
4. How to solve its impacts on the global environmental from a material perspective

現在のスピードで石油を使用し続けると，わずか60年後には今まで開発された石油が使い切ってしまう。その時：

If we continue to consume oil at its current rate, then the world’s known oil reserves will be depleted in just 60 years. Until then:

➢プラスチックはまだ存在するか？もしプラスチックがないと人の生活は平常通りか？

➢Are plastics still available? Without plastics, can people's lives still be normal?

➢プラスチックは環境への汚染がどれぐらいの程度か？生じた汚染は治るか？

➢What is the degree of environmental pollution caused by plastics? Can the pollution be treated?

➢プラスチックは回収出来るか？回収したプラスチックはまだ再利用出来るか?回収すると全部の問題を解決出来るか？

➢Can plastics be recycled? Can recycled plastics be reused? Can recycling solve all the problems?

➢どんなプラスチックは生物分解のプラスチックですか？石油を使わらないプラスチックはグリーンのものですか？

➢What plastic is biodegradable plastic? Is plastic that doesn't use petroleum necessarily green?

材料
資源

環境

人類の自己中心的な生産活動(工業生産、社会生活)と略奪採掘と開発の方式を変えて、できるだけ資源の使用を減らし、資源の利用効果
を高め、持続可能な発展資源を使用して、回収の利用率を高めて、それによって資源の枯渇と環境問題を避けることが出来る。
Change human’s self-centered production activities (e.g. industrial production, social life) and predatory exploitation and development 

methods, minimize resource uses, improve resource utilization efficiency, use sustainable development resources, enhance recycling rates, and 

avoid resource depletion and environmental problems.

环境

Environment

材料

Material

资源

Resource

現在のライン物質フローモデルから循環モデルへとシフトし，持続可能な発展を実現する。

Shift from the current linear material flow model to a circular model, and thus achieve sustainable development.
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5. 高分子材料の持続可能な発展措置

 回収率 Recycling rate

 再利用率 Reusing rate

 軽量化 Lightweight

 生物分解 Biodegradation

 資源再生可能 Renewable resources

 節水 Water saving

 省エネ Energy saving

最初はエンド処理（重要、必要、表は治れ、裏は変わらず）
次は源から制御(裏も変わる)、即ち資源(エネルギー)の利用効率を高め、総合的な思考、総合的な利用。
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生物回収再利用

熱回収再利用（焼き）
光合成等

生物質

抽出した生物質

化学物質

単体

重合

生物分解プラスチック

製品

廃棄物

リサイクル

材料回収利用

解重合

化学回収再利用



二.分解性材料の現状とトレンド
II. Current status and trends of biodegradable materials



二.分解性材料の現状とトレンド
Ⅱ. Current status and trends of biodegradable materials

GB/T 20197 分解性プラスチックの定義、分類、標識と分解性能要求
GB/T 20197 definition of degradable plastics, classification, mark and 
degradation performance requirements

 分解：環境の影響を受けて、一定の時間と一つ或いはそれ以上の段階
を経って、構造は著しく変化し、性能喪失(例えば：完全性、相対分子
品質、構造或いは力学強度)の過程である

（注：劣化参照）；
A process that, under the influence of environmental conditions, undergoes 

significant changes in structure and loss of performance (e.g. integrity, 

relative molecular mass, structural or mechanical strength) over a period 

of time and in one or more steps.

(Note: see deterioration);

 分解性ラスティック：規定された環境条件で、一定の時間と一つ或い
はそれ以上の段階を経って、材料の化学構造が著しく変化し、ある性
能喪失(例えば完全性、分子品質、構造或いは機械強度)、また粉砕した
ラスティッチが発生する。性能変化を反映できる標準試験方法を用い
てテストを行い、分解方式と使用周期によってその種類を決める。

（注：生物分解性プラスチック、堆肥化プラスチック、熱酸化分解プラ
スチック、光分解性プラスチックを参照）

Degradable plastic: plastic that, under certain environmental conditions, 

undergoes significant changes in the chemical structure of the material 

and losses of certain properties (e.g. integrity, molecular mass, structural 

or mechanical strength) over a period of time and in one or more steps,   

and / or occurrence of broken pieces. Tests should be performed using 

standard test methods that reflect changes in performance and their 

classification determined by degradation and period of use.

(Note: see biodegradable plastics; compostable plastics; thermo-oxidative 

degradable plastics; photo-degradable plastics.)

1.種類 Types



重合体名称 英語の略称 日本語の名称 英語の略称

ポリ乳酸 PLA ポリエチレンテレフタレート酸
ヘキシル酸−ブタンジエステル

PBAT

ポリヒドロキシ酪酸/ペンダント PHBV 二酸化炭素/エポキシプロパン共
重合体

PPC

ポリ−3−ヒドロキシ酪酸エステル PHB ポリヘラクトン PCL

澱粉 St ポリエチルエステル PGA

セルロース Cellulose ポリビニルアルコール PVA

ポリコハク酸シエワ酸−ブタンジ
エステル

PBSA 二酸化炭素/エチレンオキシド共
重合体

PEC

ポリコハク酸ブタンジエステル PBS ポリオキシシクロヘキサノン PPDO

生物分解性プラスチック
Bio-degradable plastics



（1）ポリ乳酸 Polylactic acid

•海正，1.5萬吨/年
•Hisun Pharmaceutical, 15000 tons/year

•江蘇允有成，1萬吨/年
•Jiangsu Yunyoucheng, 10,000 tons / year

•吉林中粮，1萬吨
•Jilin COFCO, 10,000 tons

•光華偉業
•Guanghua Weiye

•长江化纤
•Changjiang Chemical Fiber

•同杰良
•Tongjieliang

•河南天仁
•Henan Tianren

•安徽丰原，10萬吨の乳酸と7萬吨のポリ乳酸
•Anhui Fengyuan, 100000 tons? 500000 tons?

成形規模アプリケーション
Scaled application

合肥恒鑫、
江蘇天仁、
吉林龙达、
深セン绿地、
江阴杲信、
浙江南益、
廈門伟盟、
寧波家联
光華偉業
……

Hefei Hengxin, 

Jiangsu Tianren, 

Jilin Longda, 

Shenzhen Greenland, 

Jiangyin Yuxin, 

Zhejiang Nanyi, 

Xiamen Weimeng, 

Ningbo Jialian

Guanghua Weiye

… …



（2）二元酸二元アルコール共ポリエステル
Diacid dihydric alcohol copolyester

❖ 広州金发，6.5萬吨
❖ Guangzhou Jinfa, 65,000 tons

❖ 杭州鑫富，1萬吨
❖ Hangzhou Xinfu, 10000 tons

❖ 安庆和兴，1萬吨
❖ Anqing Hexing, 10000 tons

❖ 蓝山屯河，2.5萬吨
❖ Lanshan Tunhe, 25000 tons

❖ 山西金晖，2.0萬吨
❖ Shanxi Jinhui, 20000 tons

❖ 深セン光華偉業，0.1萬吨
❖ Shenzhen Guanghua Weiye, 1000 tons

❖ 山東悦泰，2.5萬吨
❖ Shandong Yuetai, 25000 tons

❖ 他の建設中：4.5萬吨
❖ Others under construction: 45000 tons

❖ 建設予定（25萬吨）
❖ Proposed construction (250000 tons)

建設: Constructing: 

•10萬吨/年のこはく酸、1，4-ブ

タンジオール

•100,000 tons / year capacity of 

succinic acid, 1,4-butanediol

•10萬吨/年のPBS、PBAT生産ラ

イン

•PBS, PBAT production lines 

with an annual capacity of 100 

000 tons

成形規模アプ
リケーション

Scaled 

application



（3）ポリヒドロキシアルキル酸エステル
Polyhydroxyalkanoate (PHA)

⚫ 寧天安，0.2萬吨／a

⚫ 天津国韵（グリーンプラスチック），

1萬吨/a

⚫ 深セン意可曼,0.5萬吨/a

⚫ 蓝晶

堆肥

填埋

海水

CO2 + H2O

建設: Constructing:

•萬吨/年PHBV生産ライン

•PHBV production line with an annual 

capacity of 10000 tons

•10萬吨P（3HB,4HB）

•100 000 tons of P (3HB,4HB)

成形規模アプリケー
ション

Scaled application

⚫ Metalibox，5萬吨/年の建
設目標、閉め済み。
Metalibox, targeted 

capacity of 50,000 

tons/year. Now shut down.

⚫ Kaneka，0.5萬吨/年，2萬
吨/年の建設予定

⚫ Kaneka, 5000 tons / year, 

planned to build a capacity 

of 20,000 tons / year

⚫ PHB Industrial S/A

⚫ Biomer

⚫ Bio-on

堆肥

埋立

海水



（4）二酸化炭素共重合体ポリプロピレン（PPC）
Carbon dioxide copolymer polypropylene carbonate (PPC)

•河南天冠，0.5万トン
Henan Tianguan, 5000 tons

•浙江邦豊，1.5万トン
•Zhejiang Bangfeng, 15 000 tons

•中科金龍，1.5万トン
•Zhongke Jinlong, 15 000 tons

•吉林松原，3.0万トン
•Jilin Songyuan, 30 000 tons

石油節約
Saving oil

1トンのプラスチックの生
産により、約2トンの原油
を節約できます。
Reducing approx. 2 tons of crude oil f

or each ton of plastics produced

1トンのプラスチック
の生産により、0.5ト
ンのCO2を削減でき
ます。
Reducing 0.5 tons of CO2 emissions 

for each ton of plastics produced

生化学、産業廃棄ガスCO2

CO2 from biochemical, industrial waste gases

触媒

建設： Constructing
•3-5万トン/年PPCプラスチック生産ライン
•PPC plastic production line with an annual 

capacity of 30 000-50 000 tons

•年間生産能力万トンのPPCインフレーション
フィルム、PPC皮革と発泡材料、PPCプラス
チック食品および電子製品包装材料および製品
生産ライン
•Production lines with an annual capacity of 10 

000 tons for PPC blowing, PPC leather and 

foaming materials, PPC plastic food and 

electronic product packaging materials & 

products 

大規模な応用
を形成する

Scaled 

application

吉林竜達、南通華
盛、浙江南
益……Jilin Longda, 

Nantong Huasheng, 

Zhejiang Nanyi...



（5）澱粉ベースプラスチック
Starch-based plastics

▪武漢華麗.，6.0万トン
▪Wuhan Huali, 60 000 tons

▪深セン虹彩
▪Shenzhen Hongcai

▪南京ビアン格
▪Nanjing Biange

▪蘇州漢豊
▪Suzhou Hanfeng

▪常州竜駿
▪Changzhou Longjun

▪浙江天禾
▪Zhejiang Tianhe

▪浙江華発
▪Zhejiang Huafa

▪広東華芝路
▪Guangdong Huazhilu

▪煙台陽光オーストラリア
▪Yantai Yangguangaozhou

▪深セン緑地
▪Shenzhen Lvdi

▪南京伍瑞
▪Nanjing Wurui

▪甘粛莫高
▪Gansu Mogao

建設：Constructing：
⚫年産6万トンのバイオマス熱可塑複合材料生産ライン
⚫Biomass thermoplastic composite production line with an 

annual capacity of 60 000 tons

⚫生分解性フィルムなどの農業用プラスチック製品の生
産ライン
⚫Production lines for biodegradable film and other 

agricultural plastic products

⚫ホテル用消耗品生産ライン
⚫Production lines for hotel consumables

大規模な応用
を形成する

Scaled 

application

深圳明輝、汕
頭、……

Shenzhen 

Minghui, 

Shantou, ...



（6）わら繊維熱可塑加工類
Processing of straw fiber thermoplastic products

▪江蘇錦禾
▪Jiangsu Jinhe

▪西安緑程
▪Xi’an Lvcheng

▪台州依蔓特
▪Taizhou Yimante

▪重慶晋輝
▪Chongqing Jinhui

……

建設： Constructing：
⚫日用品
⚫Daily necessities

⚫農業用プラスチック製品
Agricultural plastic products

⚫ホテル用消耗品
⚫Hotel consumables

大規模な応用を
形成する
Scaled 

application



番号 基準番号 標準名

1 GB/T 37866-2019 グリーン製品評価規範 プラスチック製品

2 GB/T 32163.2-2015 エコデザイン製品評価規範パート2：生分解性プラスチック

3 20171127-T-469 生物基材の定義、用語、および識別子

4 GB/T 20197-2006 生分解性プラスチックの定義、分類と分解性能要求

5 GB/T 16716.6-2011 包装・包装廃棄物パート6：堆肥化可能の再生

6 GB/T 28206-2011 堆肥化可能なプラスチックの技術要件

番
号 基準番号 標準名

1 GB/T 30293-2013 生物製造ポリヒドロキシアルカノエート（PHA)

2 GB/T 30294-2013 ポリブチル酸ブチル

3 GB/T 31124-2014 ポリカーボネート(PPC)

4 GB/T 32366-2015 生分解性ポリエチレンテレフタレート−ヘキシル酸ブチル(PBAT)

5 GB/T 33796-2017 熱可塑性澱粉の汎用技術要件

6 GB/T 34255-2017 ポリブタン酸−ヘキシル酸ブチル(PBSA)樹脂

7 GB/T 36941-2018 わら繊維ポリプロピル改質材料

8 GB/T 32163.2-2015 エコデザイン製品評価規範パート2：生分解性プラスチック

9 GB/T 20197-2006 生分解性プラスチックの定義、分類と分解性能要求

10 GB/T 29284-2012 ポリ乳酸（PLA)

11 GB/T 30406-2013 植物繊維成形品の汎用技術要求

12 20151841-T-469 ポリカプロラクトン（PCL)

13 20151842-T-469 溶融堆積成形用ポリ乳酸(PLA)線材

番
号 基準番号 準名

1 GB/T 33798-2017 バイオポリエステルロールバッグ

2 GB/T 33897-2017
バイオポリエステルポリヒドロキシアルキル酸エステル(PHA)ブロー
フィルム

3 GB/T 34239-2017
ポリ3-ヒドロキシブチレート-バレレート/ポリ乳酸（PHBV / PLA）ブ
レンドフィラメント

4 GB/T 35795-2017 全生分解性農業用地盤被覆フィルム

5 GB/T 21661-2008 プラスチックショッピングバッグ

6 GB 18006.1-2009 プラスチック使い捨て飲食具汎用技術要求

7 GB/T 24453-2009 ホテルの客室用消耗プラスチック製品

8 GB/T 24454-2009 プラスチックゴミ袋

9 GB/T 24984-2010 日用ビニール袋

10 QB/T 4012-2010 澱粉ベースプラスチック

11 GB/T 28018-2011 生物分解プラスチックゴミ袋

12 GB/T 30406-2013 植物繊維成形品の汎用技術要求

13 HJ/T 205-2005 環境マーク製品技術要求 使い捨て飲食具

14 HJ/T 209-2005 環境マーク製品技術要求 包装製品

15 YZ/T 0160.2-2017 郵便業封止用テープパート2：生分解性テープ

16 YZ/T 0166-2018 郵便速達包装充填物技術要求

17 20171751-T-469 澱粉基プラスチックショッピングバッグ

18 20171752-T-469 生分解性プラスチックショッピングバッグ

19 20171753-T-469 全生分解物流輸送と配達用包装プラスチックフィルム、袋

分解性プラスチック基準について

Relevant standards for degradable plastics

树脂标准 Resin-related standards

共通基準

製品基準



三.食器のグリーン化デザイン
III. Green design  of disposable plastic products



1.食品安全指標は最も重要です
Food safety indicators are the key

⚫ 添加剤の使用はGB 9685の規定に適合しなければならない。

⚫ The use of additives should be compliant with the provisions of GB 9685.

⚫ GB 4806.7、4806.6、4806.1

⚫ GB XXXXX澱粉ベースプラスチック材料及び製品食品安全基準

⚫ Food safety standards for starch-based plastic materials and products

2.使用性能を満たす

⚫ 負荷性能；

⚫ Load-bearing performance;

⚫ 密封性能；

⚫ Sealing performance;

⚫ 耐熱水、ホットオイル

⚫ Resistance to hot water and hot oil

GB/T 18006.1生分解性使い捨て飲食具 Degradable disposable tableware

GB/T 18006.2 非生分解性使い捨て飲食具 Non-degradable disposable tableware

Meet requirements on functional performance



使用後はどのように処理するか
How to dispose of after use

⚫ 回収 Recycling？
– ゴミ分類

– Garbage sorting?

– クリーニング
Cleaning

– 再利用Reusing

– 回收价值Recycling 

value

– 焼却Burning？

⚫ 埋立 Landfilling？

⚫ 分解 Degradation？

3.環境性能 Environment-friendly performance

➢ GB/T 18006.1生分解性使い捨て飲食具

➢ Degradable disposable tableware

➢ GB/T 18006.2非生分解性使い捨て飲食具

➢ Non-degradable disposable tableware

➢ T/QG xxxxグリーンデザイン製品評価規範 使い捨て飲食具

➢ Specification on green design product evaluation - Disposable tableware

澱粉ベース使い捨て飲食具

Starch-based disposable tableware

使い捨ての飲食具を分解する- "生分解”

(生分解性プラスチック、紙、植物繊維な

ど)

Degradable disposable tableware -

"biodegradation"

(biodegradable plastics, paper, plant fibers, etc.)



食器の種類
Types of drinkware/tableware

⚫ 紙

⚫ Paper

⚫ 伝統プラスチック

⚫ Traditional plastic

⚫ 澱粉ベースプラスチック

⚫ Starch-based plastic

⚫ 生分解性プラスチックBiodegradable plastic

⚫ 竹Bamboo

⚫ わら

⚫ Straw

⚫ アルミホイル

⚫ Aluminum foil

⚫ 木

⚫ Wood

⚫ 多材質複合、組み合わせCombination and assembly of 
multiple materials



紙製食器
Paper drinkware/tableware

⚫ 段ボールの折り畳み
Cardboard folding

⚫ 段ボール塗膜の折り畳
み

⚫ Cardboard film folding

⚫ パルプ成形

⚫ Pulp molding

⚫ ラミネート紙コップ
Coated paper cup

⚫ 紙ストロー

⚫ Paper straw

利点：紙の使用、生分解性、再生可能な資源の製造、デザインと包装しやすい、廃棄後の焼却しやすい；
Advantages: use of paper, degradable, made from renewable resources, easy to design and packaging, easy to incinerate after disposal;

欠点：湯水や油類の食品を盛るのはよくない，保温しない，変形しやすい，漏れやすい，輸送不便である；
Disadvantages: not suitable to contain soup, water and oil foods, not insulated, easy to deform and leak, and inconvenient to transport;

ラミネート層はPEであれば，全分解ではなく，リサイクルしにくい；
If coating layer is PE, then it is not fully degradable and not easy to recycle and reuse;

パルプの製造過程は環境保護によくない、ほとんどの文献は、そのライフサイクルアセスメントがプラスチックほど環境保護によくないと報告し
た。
Pulp preparation process is not environmentally friendly. Most literature indicates its life cycle assessment is not as environment-friendly as plastics.



伝統的なプラスチックの食器
Traditional plastic drinkware/tableware

⚫ 弁当箱:

⚫ Lunch box:
➢ PP

➢ 修正PP Modified PP
➢ 多層共押出 Multi-layer 

coextrusion
➢ PS発泡？ PS foaming?

➢ 杯、碗
➢ Cup and bowl
➢ PP

➢ PS

⚫ カトラリー
⚫ Cutlery
➢ PP

➢ PS

⚫ ストロー
⚫ Straw ：

PP

利点：成形しやすい、デザインと包装しやすい、密封しやすい、湯水油類食品、輸送しやすい、回収しやすい。
Advantages: easy to form, easy to design and package, easy to seal, suitable for soup, water and oil food, easy to transport, easy to

recycle;

欠点：分解しない、化石資源；壁が薄い時は保温しない、変形しやすい、漏れやすい；
Disadvantages: not degradable, made from fossil resources; not insulated, easy to deform and leak when the wall is thin;

PS発泡：ほとんどの消費者はまだ懸念を持っています。
PS foaming: most consumers still have doubts.



澱粉ベースのプラスチック食器
Starch-based plastic drinkware/tableware

⚫ 熱可塑性澱粉+樹脂

⚫ Thermoplastic starch + resin

– 伝統的なプラスチック

– Traditional plastic

– 生分解性樹脂

– Biodegradable resin

⚫ 弁当箱

⚫ Lunch box

⚫ 杯、碗

⚫ Cup, bowl

⚫ 刀叉勺

⚫ Cutlery

⚫ サポート

⚫ Support

⚫ 盤

⚫ Tray
利点：ほとんどは再生可能な資源です、成型しやすく、設計と包装しやすい、密封しやすく、保温、湯水油類食品、

輸送しやすく、廃棄した後に焼却処理がやすい。
Advantages: mostly made from renewable resources, easy to form, easy to design and package, easy to seal, insulated, suitable

for soup, water and oil food, convenient to transport, and suitable for incineration after disposal;

欠点：樹脂は、従来のプラスチックである場合、完全には分解されず、リサイクルしにくい。
Disadvantages: resin is not fully degradable when it is made from traditional plastic; not easy to recycle and reuse.



生分解性食器
Biodegradable drinkware/tableware

⚫ 生分解性プラスチック

⚫ Biodegradable plastic 

– PLA

– PBAT

– PBS

– PHBV

⚫ パルプ成形

⚫ Pulp molding

⚫ わら繊維

⚫ Straw fiber

⚫ 刀叉勺

⚫ Cutlery

⚫ サポート、盤

⚫ Support, tray

⚫ 杯、吸管

⚫ Cup, straw

利点：ほとんどは再生可能な資源です、成型しやすく、設計と包装しやすい、リサイクルできて、輸送しやすく、廃
棄した後に堆肥処理，焼却しやすい。

Advantages: mostly made from renewable resources, easy to form, easy to design and package, convenient for

transportation, recyclable, suitable for composting after disposal, easy to incinerate;

欠点：A素材は透明で耐熱ではなく、耐熱にも透明ではない。高コスト。
Disadvantages: PLA material is not transparent when being heat-resistant, and not heat-resistant when being transparent;

high costs.



リサイクル、すべての問題を解決できますか？
Can recycling and reuse solve all the problems?

⚫ リサイクルは1つの解決策であるが，リサイクルは全ての廃棄食器の回収と再
利用することは困難である。

⚫ Recycling is a solution, but it is unlikely that waste plastic tableware can be 
completely re-utilized after recycling and reusing;

⚫ 汚染しやすく、回収しにくい使い捨てプラスチック製品は、回収コストが高
いだけでなく、回収後の再利用も難しい。

⚫ For disposable plastic products that are difficult to clean and recycle, recycling is not 
only costly, but also difficult to achieve effective reutilization;

⚫ 焼却はその中の有効な方法の一つです。

⚫ Incineration is one of the effective approaches;

⚫ 埋め立ては外見上の汚染を解決する方法です。

⚫ Landfill is a way to solve apparent pollution;

⚫ 全生分解性プラスチックは有機ゴミと一緒に堆肥化処理して生物回収を行う
ことが、有機廃棄物を処理するための良い補完的な方法であることが証明さ
れる；同時に飲食器が自然に廃棄物システムの外の自然システムに放出され
た後、微生物に分解されて環境を汚染しないようにすることができる。
Bioremediation through the composting of all-biodegradable plastics and organic 
waste together proves to be a good complementary way to treat organic waste; in the 
meanwhile, it also facilitates microorganisms to decompose waste tableware after it is 
inadvertently or randomly released into the natural system outside the waste system, 
whilst causing no pollution to the environment



どうもありがとうございました！
Thanks for your attention!


