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• 生物的な要因によって分解される高分子材料（プラスチック）

• 生体吸収材料と環境分解性プラスチックに分類

– 【生体吸収材料】

• 生体内で分解するプラスチック

– 酵素分解 or 単純加水分解により、オリゴマー or モノマーに分解

– ドラッグでリバーリーシステムや手術糸など医療用途に利用

– 【環境分解性プラスチック】

• 環境中の微生物により分解するプラスチック

生分解性プラスチック
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• 微生物がプラスチックを”食べる“ことはできない

• 初に、微生物が産生する菌体外酵素がプラスチックを低分

子量化し、水溶性になったオリゴマー/モノマーを微生物が取り

込んで、無機化合物に代謝・分解する。

環境分解性の生分解性プラスチック

分解

微生物

CO2

H2O

O2

オリゴマー/モノマー

無機化合物

高分子（プラスチック）

菌体外酵素
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バイオベース（Biobased）

• バイオベースには「生物学的」と「（再生可能な）バイオマス由

来」という２つの意味がある。

• 生分解性プラスチックは「生物的要因によって分解」ということと、

バイオマス由来の生分解性プラスチックが市販されていること

から、「バイオベース（バイオマス）プラスチック」と「生分解性プ

ラスチック」が混同されている。

要注意！

生分解性プラスチック ≠ バイオベースプラスチック
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既存の生分解性プラスチックの例
原料 製造方法 生分解性プラスチックの名称

バイオマス（油脂・糖質など） 微生物生産 ポリヒドロキシブチレート（PHB）

バイオマス（穀物、草木類、甲殻類など）

バイオマスからの分離と
化学修飾

多糖類（デンプン/セルロース/キトサン）

バイオマス（穀物） エステル化デンプン

バイオマス（草木類） 酢酸セルロース

化石資源（石油、天然ガス） 化学合成

ポリビニルアルコール（PVA）

ポリエチレングリコール（PEG）

ポリグリコール酸（PGA）

ポリカプロラクトン（PCL）

ポリ（ブチレンサクシネート-co-ブチレンアジペート）（PBSA）

ポリ（ブチレンアジペート-co-ブチレンテレフラレート）（PBAT）

化石資源（石油、天然ガス）
or バイオマス（糖質） 微生物発酵生産と化学合成

ポリブチレンサクシネート（PBS）

バイオマス（トウモロコシの実） ポリ乳酸（PLA）
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生分解性プラスチックの用途

• 自然環境暴露下での用途高い：高い生分解性が必要

• 漁業・農業用具（漁網、釣り糸、マルチフィルム、土嚢など）

• レジャー用品（BB弾、ゴルフティー、ルアーなど）

• 環境流出の可能性が高い用途：ある程度の生分解性が必要

• ビニール袋（レジ袋など）

• 使い捨て食器類（コップ、皿、スプーン、フォークなど）

• 環境流出の可能性が低い用途：耐久性が重要

• 容器包装（日用品の包装、緩衝材など）

• 家電製品・自動車（筐体、フロアシートなど）
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従来の生分解性プラスチックの課題

• 原料

– バイオベースプラスチックへの転換の必要性

• 環境調和型材料として訴求するため、PBSなどでは転換が図られている

• コスト

– 汎用プラスチックの代替材料として利用するためにはコスト高

• ポリエチレン（PE）やポリエチレンテレフタレート（PET）に及ばない

• 性能

– 耐熱性・力学的強度などの基本物性が汎用プラスチックに及ばない

– 自然環境中で使用する場合、分解するため耐久性が劣る
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本技術の概要

• 完全に非可食バイオマス由来化合物から製造

– トウモロコシの芯から製造されるフルフラールのみを原料とする

• 化学プロセスによる簡便な合成

– 沈殿・再結晶・蒸留による精製

• 生分解性と高力学特性

– PBAT以上の強度と引張伸び（柔軟性）

– PBATと同等の生分解性

- H2O

トウモロコシの芯 フルフラール

工業生産 化学合成
プラスチック原料

化学重合
生分解性プラスチック
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フルフラールのみから
合成可能なバイオマス由来原料

これらのバイオマス由来原料を用いて重合反応を行い

共重合体生分解性プラスチックを合成
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生分解性評価

• 生物化学的酸素要求量（BOD）による生分解性評価

– 共重合体比によって生分解性が異なる

– 90日後では、 大80%の生分解性を示す

生分解性プラスチックとして第三者認証可能

• 微生物を用いたクリアゾーン形成試験

– PBATやPBSAを分解する微生物によって分解可能

PBATやPBSAが利用されている農業用途へ利用可能
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既存生分解性プラスチックとの
力学的強度比較

Figure 1. Young’s modulus of biodegradable copolymers. Figure 2. Strain at breaking point of biodegradable copolymers.
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市販生分解性プラスチックよりも優れた力学的特性
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想定される用途

• PBATと同様の生分解性とさらに優れた力学
的特性を有しているため、PBATの利用が広

がっている農業用マルチシートへの展開が第
一目標

• 力学的強度が優れているために、生分解性プ
ラスチックとしてではなく、高機能バイオベー
スプラスチックとしての利用も可能
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実用化に向けた課題

• 工業的生産方法の確立

– コスト的に有利なプロセス開発

• 生分解性プラスチックとしての認証獲得

– グリーンプラ識別表示制度への適合

– ポジティブリストへの登録
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希望する共同研究を実施する企業

【製造企業】

– 有機工業化学を基盤とする生産技術を有する企業

– 生分解性プラスチックとしての認証まで行える企業

【販売・使用企業】

– 農業用生分解性プラスチックを開発中の企業

– バイオベースプラスチックへの展開を考えている企業

【その他】

– 医療材料への応用を実施する企業
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：生分解性ポリエステル

• 出願番号 ：特願2014-150083
• 出願人 ：群馬大学

• 発明者 ：橘熊野、永山晃次、粕谷健一
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産学連携の経歴
• 2004-2009年

– 和歌山県工業技術センターにて民間企業に対する実用化支援

• 2005-2006年

– 民間企業5社と地域新生コンソーシアム研究開発事業（近畿経済

産業局委託事業）「再生樹脂を用いた飛灰重金属の固定化及び
路面材等の開発」を研究分担者として実施

• 2006-2007年

– 民間企業3社と地域新生コンソーシアム研究開発事業（近畿経済

産業局委託事業）「改質ポリ乳酸の創製及びそれらの射出成形・
加工技術の開発 」を研究代表として実施

• 2013年

– JST A-STEP、JST さきがけに採択
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お問い合わせ先

群馬大学 研究・知的財産戦略本部

群馬大学TLO

〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1 

phone, 0277-30-1171~1175

fax 0277-30-1178

e-mail tlo@ml.gunma-u.ac.jp


