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特集 プラスチック資源循環の現状と戦略

【II プラスチックによる海洋汚染ー 1l 

プラスチックによる海洋汚染の現状と将来予測
Marine Plastic Pollution in the Present and Future 

磯辺 ＊彦篤

Atsuhiko IsoBE 

はじ めに

プラスチックは安価かつ軽量で扱いやすく，そして

耐久性に優れた材質であり，一般消費材や工業部品は

もとより，化粧品などに混入するスクラブに至るまで

幅広い用途に利用され，私たちの社会を支えてきた。

しかし，安価ゆえに大量に消費され安易に破棄された

プラスチックは，ひとたび自然界に流出すれば，軽羅

ゆえ遠くに移動・拡散するだろう。また，腐食分解し

ないプラスチックは，細かく砕けることはあっても，

地球から消えて無くなることがない。ポリオレフィン

（ポリエチレンやポリプロピレン）のように海水より

軽い材質でなくとも， PETボトルのような水に浮く

形状であれば廃プラスチックは風や海流によって遠

くに運ばれ，そして海岸に漂着する。このように，安

価かつ軽最で耐久性に優れたプラスチックは，それゆ

えに漂流ごみや漂着ごみとなる要件を十二分に満たし

ており，実際に海岸漂着ごみの約 70％はプラスチッ

クなのである (Derraik,2002)。プラスチックが世界

に出回って約60年間，自然へと流出する廃プラスチッ

クも着実に数を重ね，ついには生活圏から最も遠い南

極海ですら，プラスチック片の浮遊が確認されるに

至った (Isobeet al., 2017)。

いま世界の科学界では，海洋プラスチック汚染

(Marine Plastic Pollution)，あるいはプラスチック汚

染 (PlasticPollution)に関する研究がホット・イシュー

となっている。 10年前には年間で 1~2編程度散見さ

れた関連学術論文が， 2019年現在では約 12時間に 1

編のペースで発表されるに至った (Webof Scienceで

＊いそべ あつひこ・九州大学応用力学研究所教授

のキーワード検索数による）。学界だけではなく， G7

やG20といった国際的枠組みの中でも海洋プラスチッ

クに関する言及が相次いで，国内外で使い捨てプラス

チックの削減が喫緊の課題として提案されている。

本稿でも強調するとおり，社会に出回るプラスチッ

クの総量を減じるほか，将来の海洋プラスチック汚染

を回避する方策はない。ただ，一方でプラスチックは

富裕層の贅沢品ではなく，むしろ経済的弱者や，発展

途上国・中進国で大量に使われる事実にも留意すべき

である。不衛生な状況下で清潔な使い捨てプラスチッ

ク食器を使わず摂る食事は，時として健康リスクとな

るだろう。富裕層や富裕国（先進国）が一方的に押し

付けるプラスチック削減は持続性がなく，そればかり

か弱者にコストとリスクを押し付けてしまう。

海洋汚染を回避するプラスチック削減に向けた行程

は，科学的知見に基づいて，プラスチックを使うリス

クと使わないリスクを最小化するものであってほし

い。どの程度のプラスチック削減を， どの程度の期間

で果たせば，環境リスクを回避できるほどに海洋プラ

スチックごみが減じるのか。これら疑問に答えるため

には，海洋プラスチックゴミの発生量と海に蓄積する

プラスチックごみ量の把握， さらに将来予測は基盤情

報だろう。ところが現在の科学水準において，これら

の情報を得ることは，なかなか難しい仕事なのである。

1. 海洋プラスチックごみの発生

1. 1 漂麓プラスチックごみの発生

Jambeck et al. (2015)は不適切な処理や投棄に

よってリサイクルの経路に乗らない廃棄プラスチック

(mismanaged plastic wastes)の国別発生量を推算し

ている。さらに，このうち 15-40％が海洋を漂流・

漂済するプラスチックごみになると考えた。廃棄プラ
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スチック発生量の国別ランキング (2010年現在の重

量／年；表 1) を見れば，中国の年間 900万t弱は別

格としても，東南アジア 5カ国が上位 10位以内に

入る。中国と東南アジア各国を合算した年間の発生重

量は 1772万t程度であって，これは全世界の合計であ

る約3200万tの55％を占める。わが国にとっては海

流（黒潮・対馬暖流）の上流部から，全世界の半数強

に及ぶ廃棄プラスチックが流れ出すのである。もちろ

ん，年間投棄重量の推算にあたってはさまざまな仮定が

必要であり，海洋プラスチックごみの発生量推定には，

さらなる算定モデルの精緻化が求められる。それでも，

同じ仮定のもとで推算された世界の半数強を占める東ア

ジアや東南アジアの負荷最は， どのような算定モデルで

あっても，間違いなく相対的には高くなるであろう。

現在わが国では年間で約 900万tのプラスチック

が廃棄される。このうち 84％は焼却による熱回収

や輸出を含むリサイクルに供され，残りの 16％は埋

め立てや焼却処分される（プラスチック循環利用協

会， 2018)。最終処理に至る廃棄プラスチックの回収・

輸送システムの整備や，回収を支える市民のモラルを

総じて勘案すれば，わが国における廃棄プラスチック

の処理体制は，ほぽ人間社会が実現できる上限といっ

てよいのではないか。そんなわが国からでさえ，年間

で14万t程度の廃棄プラスチックが回収経路に乗るこ

となく破棄され，その 15~40％は海洋に流出す

ると推算されている (Jambeck et al., 2015)。

一方で，いま世界の海洋を漂流するプラスチックご

みの総重量は， 25万t程度との見積もりがある

(Eriksen et al., 2014)。14万tは，わが国で年間に廃

棄されるプラスチックの 1~2％に満たないが，海洋ご

み問題を考えるにあたっては，決して無視できる量で

はない。一般論として， 50％を 90％に高めることは

表1 マイクロプラスチックの観測浮遊密度

海域 浮遊密度（個 m―3)

東アジア海域 3.70 

北大西洋（収束域） 1.70 

瀬戸内海 0.39 

北極海 0.34 

地中海 0.15 

北太平洋 0.12 

南極海 0.031 

プラスチックによる海洋汚染の現状と将来予測

可能であろうが， 99％を 100％に高めることは難し

い。ゎが国のみならず， どの国であっても，いずれ回

収率の向上は頭打ちになるだろう。どれほど回収率を

向上させたとしても，中国や東南アジアであれば，人

口比を考えても年間 100万t以上のプラスチックごみ

が環境中に漏出するであろう。私たちは，プラスチッ

クごみは社会から環境へ漏れるものといった前提に立

つ必要がある。そうであれば，海洋プラスチック汚染

の回避には，廃棄プラスチックの回収率を向上・維持

させつつも最後にはプラスチック製品の使用削減に

踏み切るよりほか方策がない。

ここで簡単な実験を行ってみる。東シナ海の海流を

コンピュータで再現し，次に流れを逆回しにする。こ

の「逆回しの海流」の中で，漂着プラスチックごみに

見立てた「仮想粒子」を投入すれば粒子は元あった

場所に戻って行くことだろう。漂着ごみの起源を推算

する「逆追跡実験」である（図 l)。五島列島の福

江島はわれわれが漂着ごみの研究を重点的に行なって

きたフィールドであり，この実験でも，ここからプラ

スチックごみに見立てた粒子群を投入した。図 lの右

下にあるとおり，投入日は 2011年3月であった。ここ

から，粒子は海流を遡りつつ，元あった場所に戻って

行く様子が計算される（右下の日付が過去へと戻って

いくことに注意）。前年の 9月末から 8月末にかけて，

粒子群の一部が白い矢印の場所，すなわち揚子江河口

に吸い込まれる様子が観察できる。この実験は揚子江

よりも小さな川を再現できるほど解像度が良くない

が，実際には，多くの川が海洋プラスチックごみの発

生源となっているのであろう (Lebretonet al., 2017)。

海洋プラスチックごみは，海上や海岸で捨てられるも

のばかりではない。むしろ海洋起源のごみは少数で

あって，主には街中に捨てられたプラスチックごみが

川に落ち，大きな川へと合流を重ね，ついには海に至

ることを実験結果は示唆している。街と海は川でつな

がっているのである。削減すべきプラスチック製品は，

街で使われる広い範囲を対象とすべきであろう。

1. 2 マイクロプラスチックの発生

海岸に漂着したプラスチックごみを半年ほど放置し

ておけば，紫外線や寒暖差による劣化が十分に進行

し (Andrady,2011)，これに海岸砂との摩擦などの物

理的な刺激が加わることで破砕が進行する。同じ期間

を陸に置いたものに比べ，海中に置いた場合はプラス
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図 1 漂着プラスチックごみに見立てた仮想粒子の逆追跡実験
（詳細は本文参照） 出典）Kakoet al. (2010) 

チック劣化の進行は遅い (Andrady,2011)。そもそも

海中であれば，水温は気温ほど変動しないし，物理的

な刺激は海岸に比べて弱い。これらを勘案すれば，マ

イクロプラスチック（サイズが5mm以下のプラスチ

ック微細片；写真 1) の生成は漂流中ではなく，主と

して漂着後の海岸であると考えられる。

たとえば新島の和田浜海岸では，漂着マクロプラスチ

ックの平均滞留時間（漂着から海へ再漂流するまでの時

間）は約半年と見積られている (Kataokaet al., 

2013）。この期間は，海岸の地形条件や，気象・海象条

件にも依存するだろうが，漂着プラスチックごみが劣化

するのに十分な時間である。また，マイクロプラスチッ

クの海岸での平掏滞留時間は8~51日と見積もられてい

て (Hinataet al., 2017)，この間にも劣化や破砕は進行

し，さらに細かな小片へと変化していくと考えられる。

このように，プラスチックごみが漂流と海岸渫着，

そして再漂流を繰り返すことで，次第に細かなマイク

ロプラスチックが生成されるのであろうが，この一連

の過程に要する期間など，詳細な生成機構については，

ほとんど研究が進んでいない。たとえ高分子化学の専

門家であっても，マイクロプラスチックに至るまでの

劣化は，これまで研究の動機付けがなかったであろう。

ただ，世界の海洋における浮遊マイクロプラスチック

の現存量（次節）を勘案すれば， プラスチック製品が

世界中に出回ってのち約60年という期間 (Thompson

et al., 2014)は，廃プラスチックが海洋に流出し，大

量のマイクロプラスチックが形成され，そして海洋に

広く浮遊するには十分であった。

2.浮遊マイクロプラスチックの現存量と将来予測

私たちは 2014年から環境省の助成を得て，海鷹丸

（東京海洋大学）と神鷹丸（同）の二隻を運用する体

写真 1 山陰沖で採取された浮遊マイク ロプラスチック
（磯辺揖影）
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制で，わが国沖合の浮遊量調査を実施してきた。 こ

の沖合調査は， 2017年から， 北海道大学，長崎大学，

そして鹿児島大学も参加して五隻体制に拡大された。

世界でも， これだけの規模で組織だった観測を継続し

ている例はなく，わが国は海洋プラスチック汚染研究

で疑いなく先端にある。これらの調査結果は，環境省

ウェブサイトで公開されて国民への周知を図ると

ともに，学術論文の基礎資料として利用されている

(Isobe et al., 2015)。加えて，環境省環境研究総合推

進費の助成を受けて，私たちは，浮遊マイクロプラス

チック調査を世界で初めて南極海で成功させ (Isobe

et al., 2017)，また，南極海から東京に至る太平洋縦断

調査も行った (Isobeet al., 2019)。

マイクロプラスチックの採集は，動物プランクト

ンや稚仔魚のネット採集に準拠している。目合い 0.3

mmの網を船で水平方向に曳きつつ，網を通過した海

水ごとマイクロプラスチックを漉し採る。浮遊するマ

イクロプラスチックは，ほとんどがポリエチレンやポ

リプロピ レンで海水よりも軽いため，網は海面から深

さlm程度の海洋表層に固定する。

これらの調査結果によれば， 日本近海の東アジア海

域は， とくに重点的に調査が行われた夏季において，

浮遊マイクロプラスチックのホッ ト・スポ ットであ

る。海面近くの海水 1m3当たりに浮遊する個数は 3.7

個を数え，この値は他海域と比べて一桁高い （表 1)。

水深方向に積分をした海表面 1km2当たりの浮遊個数

に換算しても，世界の海洋における平均値の 27倍で

ある（図2;Isobe et al., 2015)。また，生活圏から最

も遠い南極海ですら，マイク ロプラスチックの浮遊が

確認された (Isobe et al., 2017)。すでに世界の中でプ

ラスチック片が浮遊しない海など存在しないのだろ

う。実際に，太平洋や大西洋，あるいはイン ド洋の中

央でも，浮遊するマイクロプラスチックが発見されて

いるのである (C6zar,et al., 2014)。

最近になってわれわれは，現状のマイクロプラス

チック浮遊量をコンピュータ ・シミュ レー ションで再

現し，さらに 50年先までの太平洋全域における浮遊

量の予測結果を発表した (Isobeet al., 2019)。別のシ

ミュ レーションで計算した海流と波浪を太平洋全域に

与え，ここにマイクロプラスチックに見立てた仮想粒

子を流すシミ ‘ュレーションである。シミュレーション

では，陸から海に向けて，太平洋周辺国の廃棄プラス

104 105 106個／km2 107 --東アジア海域

北太平洋

世界平均

瀬戸内

図2 海表面1km2あたりに浮遊するマイクロプラスチックの
浮遊個数 出典）lsobeet al. (2015) 

チック量 (Jambecket al., 2015)に比例させた数で仮

想粒子を投入した。また，最近までの観測結果と整合

するよう ，3年程度の時間規模で，マイクロプラスチッ

クが海洋表層から消失すると仮定した。消失過程につ

いては次節に詳述する。

シミュレーションの結果，廃棄プラスチックの海洋

流出がこのまま続くならば， 日本近海や北太平洋中央

部の広い範囲で， 2060年までに海水中の浮遊マイク

ロプラスチックの重量濃度がlg/m3を超えることが

わかった（図 3)。実のところ，最近まで発表された

多くの室内実験で，生物に影響が出始める浮遊マイク

ロプラスチックの重量濃度は， lg/m3程度なのであ

る。ただし，これまでマイクロプラスチックによる海

洋生物への影響を指摘した実験のほとんどは，観測

やシミュレーションの対象となったプラスチック片

(>0.3 mm)より ，一桁から四桁以上小さな粒を使用

している。今後は，実験で用いるほどサイズの小さな

マイクロプラスチックを実海域でも監視し，浮遊量の

将来を予測することが，海洋生物への影響を考えるう

えで重要である。ただいまのところ，実環境におい

て数μmやナノレベルまでマイク ロプラスチックの

微細片化が進行するか明らかではないし，また，たと

え微細片化してもそれらを観測する技術が確立され

ていない。

3.海洋プラスチック循環ー海洋プラスチックごみ

の行方

自然で分解しづらいプラスチ ックごみであれば，次

第に破砕が繰り返される ことで地球に蓄積するマイク

ロプラスチックが，今後も増え続けることは疑いない。

しかし，今のところ私たちは，マイクロプラスチック

が地球のどこを循環し， どこに滞留するのか明快に答
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図 3 シミュレーションで求めた海表面に浮遊するマイク ロプラスチック （サイズが0.3mm以上，5mm以下）の重量濃度分布
注）上段は2016年現在で下段は50年後。左が2月で，右は8月の分布を示す。 出典）Isobeet al. (2019) 

えることができない。

実海域から採集したマイクロプラスチックの浮遊密

度（海水単位体積当たりの浮遊個数）を，サイズごと

にプロットしてみよう（図4)。サイズが小さくなる

ほど，浮遊密度（棒グラフ）の増加が著しい。一片の

プラスチックが破砕を繰り返せば，次第に細片数は増

えていくだろう 。したがって，この浮遊密度の増加は

当然である。ここで， 5mmサイズのマイクロプラス

チック（図4の白丸の位置）の総体積（プラスチック

密度を一定とすれば総質量）を計算する。続いて，こ

の総体積を一定に保ったまま破砕が繰り返されると仮

定し，サイズの減少に応じた浮遊密度を求めた（図中

の破線；サイズを直径，その 1/10を高さとした円柱

換算で体積を計算）。すなわち破線は， 5mmサイズ

の浮遊密度から期待される各サイズでの浮遊密度であ

る。サイズが1mm程度までは，棒グラフは破線の変

化におおむね対応している。ところが， 1mmを下回っ

たあたりから両者の乖離が目立つ。海面近くで採取さ

れた 1mm以下のマイクロプラスチックは，期待され

るよりも，はるかに少ない浮遊密度であった。海へと

流出した廃棄プラスチックは，漂流と漂着を繰り返し

つつ，大型ごみからマイクロプラスチックに破砕を重

ね，最後は私たちの前から姿を消すのである。先の予

10 

測シミュレーションで私たちは，マイクロプラスチッ

クの消失に至る時間規模を生成から数えて 3年程度

と推算した (Isobeet al., 2019)。

1mm以下のマイクロプラスチックは， どこへ消え

たのだろうか。一つの可能性は，採集からの漏れであ

る。網の目合いよりも小さな浮遊物は，採集されず網

をくぐり抜けてしまう（図4の横軸下限も， 目合いの

0.3mmであることに注意）。たとえサイズが0.3mm

より長くとも，細長い形状であれば網をすり抜けるこ

とができる。ただ，現在の観測技術では数百μmよ

り小さなマイクロプラスチックの浮遊量を計量する

個/m3

0.2 

°・ 1 

0 ,.，．, 9 • • 9, 9 9 9 9 • • 9 • 9 9 • ・,．．, 
<fJ.3 1 2 3 4 5 

m m  

図4 東アジア海域で採集したマイクロプラスチックのサイズ別

浮遊密度
注）サイズ （横軸）の区切り線は0.1mm刻み破線は本文参照

出典）Isobeet al. (2015) 
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ことが難しい。

一方で，実際にマイクロプラスチックが海洋表層か

ら消失する可能性も指摘されている。海洋を長く漂う

うち，生物が表面に付着することで重くなったマイク

ロプラスチックは，次第に沈降を始めるとの報告があ

る (Longet al. ; 2015; Kaiser et al., 2017)。体積ー表

面積比の大きな微細マイクロプラスチックほど，その

効果も大きいだろう。あるいは，海洋生物が摂食し

たのち，糞や死骸に混じって沈降するのかもしれな

い。高緯度では海氷への取り込みが報告されている

(Obbard et al., 2014)。砂浜海岸での吸収も無視でき

ない (Turraet al., 2014）。しかし，ほとんどは未解

明かあるいは研究が未着手であり，この消えたプラス

チックの行方は，こんにち海洋プラスチック汚染研究の

最も重要なテーマである。私たちは，大型のプラスチッ

クごみが破砕を繰り返し，マイクロプラスチックが生

成され，そして消失に至る一連の海洋プラスチック循

環の実態を解明できていない。生成や消失過程に不確

定要素が多い状況であれば，海洋プラスチック汚染の

将来予測には，いまだ限界があると言わざるを得ない。

おわりに

海洋プラスチック汚染は，人為的な気候変動（温

暖化）と地球環境問題としての構造がよく似てい

る。ともに人類の出した廃棄物による地球環境の変

質である。そして，気候変動に対する人類のアプ

ローチは，海洋プラスチック汚染の予測にとっても良

い道標となるだろう。気候変動に関する政府間パネル

(Intergovernmental Panel on Climate Change)のよ

うなさまざまなバックグラウンドを持つ研究者や，

あるいは行政が参加する政府間パネルが，今後のプラ

スチック規制に向けては必要であろう。ここにおいて

は，各国の研究者が協働して海洋プラスチック汚染の

将来を予測し，現在は未熟な科学水準であれば，期間

を置いて確からしい予測へと更新を続けるべきであ

る。そして，その時点で最も信頼性の高い予測が行政

に反映され，弱者にも目配りした持続性のあるプラス

チック規制が策定されるべきである。不要不急のプラ

スチックを削減して海洋プラスチック汚染による海洋

生態系の破綻を先延ばしにしつつ，環境負荷の少ない

新素材へ転換を図ることが望まれる。
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