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一般論文 漁業や海運用のロープによる海浜の漂着ごみ汚染

岡野多門 T・森田 晃

摘要

ロープや紐は重大な海浜ごみと言われているが，その量を測ることが困難であった。こ

こでは直径 1mmから 6mm未満を紐， 6mm以上をロープと定義し複合的な二段階

法によってロープ類と他のごみ種との漂着量の比較を行った。すなわち 5mより短いロー

プと紐および中型以下の難分解性素材ごみの堆積量を汀線方向 5m区間で測り，長いロー

プとペットボトルなどの漂着量を汀線方向 500m区間で測定した。これらの調査は，日

本を含めた東アジア地域からごみが漂着し，ロープの漂着量をモニターする適地である鳥

取県の砂浜で，堆積量は 7年間に 198回，漂着量は 8海岸で3年間毎月測定した。ただし

長いロープは絡まりやすく，それを解くことは困難であるため，太さと長さを測り，比重

を0.67g/cm 3として漂着重量を算出した。ローフ。の年間の平均漂着重量は35.1kg / (hm . y) 

で，それに対し 1L未満のペットボトルの年間平均漂着重量は 4.0kg/(hm'Y)にすぎなかっ

た。そのうち 5~0.3mのロープの年間平均漂着重量は全ロープの漂着重量の半分以下の

15.1 kg / (hm' y)であるが， 0.5 mより短いロープの堆積重量は 9.92kg /hmであり，そ

れはレジンペレット，非発泡プラスチック破片，ガラス・金属・紙パック飲料容器の各堆

積重量より多かった。この事実はロープが日本海で最も重大な漂着ご、み種で、あることを示

す。さらにロープは劣化すると極めて微細な繊維を生じ，その表面積は同じポリオレフィ

ン素材のレジンペレットより圧倒的に大きい。ロープは日本海だけでなく，太平洋にも流

出しているため，この状態を放置すると，日本海だけでなく，将来の北太平洋の生物環境

や漁業や観光産業にも深刻な影響を与える恐れがある。このため日本を含めた東アジア諸

国でのロープの流出防止対策の導入が緊急の課題であり その対策の有効性を評価する方

法が必要である。ここで開発したロープ類の調査法は流出防止策の実効性を評価できる方

法である。

キーワード:ポリオレフイン製漁業用ロープ，廃棄係留用ロープ，レジンペレット，海洋

浮遊ごみ，漂着ゴミ

1.はじめに

合成高分子は安価で強く，優れた耐水J性を持ち，

水産業の発展とそれによる蛋白資源の確保に大き

く貢献してきた。しかし水産業からの難分解性素

材ごみの流出は既に 1970年代から指摘され1.2) や

がてそれらが世界中の海で見られるようになった 3)。

1990年代には日米の国際問題ともなり 4) また日本

のごみが大西洋の南極圏でも見つかるようになっ

た5)。他方で日本の東シナ海や日本海側の海岸には

2012年5月11日受付， 2012年11月8日受理

大量の漁業ごみが堆積していることが分かつてき

た6)。環太平洋アジア地域の水産業は今後さらに活

発化すると思われる。しかしこの地域では漁業ごみ

の海浜堆積調査も不十分で7-9) 最近のごみ投棄量

を知るための漂着量ーは調査されていなかった。

漁業用品は国による特異性が大きく，それを分

類した例は少ないが 10.11) ロープは世界のいずれ

の海域でも重大なごみ種と言われている 12)。しかし

ロープは貰径や長さがさまざまで，さらに異物や複

数のロープと絡まりやすいため，定量的な調査が困

鳥取大学大学院工学研究科，干 680-8552鳥取県鳥取市湖山町南4丁目 101
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難である。日本では海と渚環境美化推進機構と環

日本海環境協力センターによって汀線方向 5mか

ら10mの狭い範囲に限った堆積ごみ調査が行われ，

ロープ-紐の重量が相当に大きいことが報告されて

いる8.9)。著者らは直径 6mm未満を紐， 6mm以

上をロープと定義して，汀線方向 5mの範囲で堆

積ごみ調査を行ってきたが13.14) 狭い範囲の調査で

は大型物があると重量値が異常に大きくなるため，

長いロープのみられない地点で調査してきた。この

ため長いロープの堆積量は測定されていなかった。

鳥取県には長い砂浜が多く，そこには日本を含む

東アジアと東南アジアのごみが漂着するため6.15.16) 

環太平洋アジア地域からの海洋浮遊ごみをモニ

ターする適地である。このため著者らは 8海岸の

500 m汀線区間で、主要ご、みの漂着量調査を続けてい

る16.17)。これらの海岸には長いロープも多く見られ

るため，実施可能な測定法の検討から始め， 2009 

年から長いロープを含めた漂着量の測定を開始し

た。ここでは，以前から行ってきた汀線方向 5m

の狭い範囲における短いロープと紐の堆積量，およ

び汀線 500m区間での長いロープの漂着量調査の

結果から，日本海でのロープの存在量について分析

した結果を報告する。

2.調査方法

直径 1mmから 6mm未満までを紐，直径 6mm

以上をロープと定義し紐と約 5mより短いロー

プを含めたレジンペレットから中型までの人工素

材ごみの堆穣量を汀線方向 5m区間で測定した。

この堆積量調査は 2005年から 2011年までに各月

10回以上，合計 198回行い，調査法と結果の一部

は既に報告している 13.14)。漂着量調査は約 0.3mよ

り長いロープを対象として，ペットボトルなどのご

み種と同時に 8海岸の汀線500m区間で毎月の下旬

を目標に調査した。ただしロープは砂上高が低く，

飛砂で埋没と露出を繰り返すため， 2008年 6月か

標識ロープ 組みロープ 撚りロープ

図 1 ポリオレフィン製の標識，組み，撚りロープ

ら毎月砂上に見られるロープの撤去を行い，埋没

ロープを減らし， 2009年 1月から調査を始め，こ

こでは 2011年 12月までの結果を用いた。なお， 8 

海岸の調査地点やペットボトルなどの調査法につ

いては既に報告している 16.17)。

ロープを直径 6mm以上と限定しでも，直接の

重量測定には多種の秤と測定補助用具が必要であ

る。また長いロープは複数のロープや紐，漁具や木

竹と絡まりやすく，さらに海藻や貝，オイルも付着

するため直接の重量測定は不可能に近い。このため

ここでは体積 1cm3当たりの重量がほぼ同じである

図 1に示す撚り，組み，標識用ローフ。に限って分析

の対象とした。体積当たりの比重は多数の漂着ロー

プの実測値から 0.67g/cm3と定め，実際には長さと

太さを測り，比重から重量を算出した。なお直径は

重量への寄与が大きいため，金属製ノギスでミリ単

位まで測定し長さは身体尺で 0.3~ 0.7mと判断

できるロープを 0.5m，0.8 ~ 1.4mを1m， 1.5 ~ 2.4 

mを2mとして 20mまでを 1m単位で記録し， 21 

mから 30mまでを概ね 2m単位， 30mから 50m

までを概ね 5m単位，それ以上は概ね 10m単位で

記録した。なお砂中に埋没しているロープや絡まっ

たロープの測定にはスコップや大型ナイフが必要

で，後日の測定にはスプレーや生分解性テーフ。で、印

を付けた。なお，この三種以外に比重の軽い延伸

テープロープも漂着するが，その量は少なく，それ

以外のロープは皆無に近い。

訪問者による投げ捨てごみは面積当たりで測ら

れるが，漂着は海面と海浜面の一次元の交線で起こ

る。 したがって汀線の長さ当たりを単位とするこ

とが適切で、ある 13.14)。海浜ごみは清掃によらなくて

も，自然現象で流出し，海浜上に滞留できる期間は

ごみ種によって大きく異なる。ロープは漂着後の砂

浜上の滞留期間が長く，月次調査値が漂着量の近似

値とみなせる。このため月次調査値を漂若量と略記

し，汀線 100m(hm) 当たり，および月 (M) や

年 (y) 当たりで記した。ただし漂着後の期間が分

からない堆積景は汀線距離当たりだけで示した。な

お堆積量は漂着と流出の平衡値ではないため，季節

や年によって変化する。このためここでは 198回の

調査の堆積量の平均値を用いた14.15)。

3.結果と考察

3.1 ロープの種類と用途および測定法

ロープや紐は太さと長さが定まらない非定形ご

みで，細く短い紐は軽いが海浜での数は多く，太く

長いロープは重いが数は少ない。表 lで示すように

198回の堆積量調査での直径 1mmから 6mm未
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満の紐の堆積数は平均で 256本 /hmと多いが，例

えば直径 1mmの短い紐はレジンペレットと同じ

0.02g前後と軽い。逆に，この調査で最も重い漂着

ロープは 78.9kgで、あるが 20kg以上のロープの年

間の平均漂着数は 0.23本/(hm'Y) と少なかった。

このように海浜上の分布も重量も著しく異なる非

定形ごみの場合，本数や個数調査より，重量による

調査が必須となる。また数の多い紐と，数の少ない

長く重いロープの比較には，広い範聞の調査が不可

避となる。このような場合，多段階測定が常法であ

るが，海浜ごみの多段階調査法が実施された例は

ない。ここでは直径 1mmから 6mm未満を紐， 6 

mm以上をロープと 2種に分け，調査範囲を汀線

方向 5mと500mの2種に分け，さらに狭い範囲

で紐と 5mより短いロープの堆積量を測り，広い

範囲で 0.3mより長いロープの漂着量を測った。こ

れは調査効率を上げるための複合的な 2段階調査法

である。

困難な問題は長いロープの測定法であった。ロー

プはもつれ，絡まりやすく，切断しでも解くことが

できない場合も多い。しかしロープはどの部分を測

定しでも太さは一定である。また漂着堆積ロープの

圧倒的多数はポリエチレンとポリプロピレン製の

撚り，組み，標識用ロープで，それらの体積当たり

の重量はほぼ同じである。それらを利用し，絡まり

や汚れたロープであっても，ノギスで直径を測定

し，長さを身体尺で測り，体積から重量を計算した。

身体尺の精度は高くないが，直接の重量測定と著し

い相違はない。この方法では絡まりや汚れを除く時

間も，多数の測定道具を持参する必要もない。これ

による著しい時間短縮によって調査範囲を広げる

ことができる。個々の重量の精度を上げるより，調

査本数を増やすことが調査目的の精度の向上にはる

かに有効である。著者らはこれがロープの多い海岸

での，現実的に実施可能な唯一の調査法と考えてい

る。

黄色と黒で代表される標識用ロープは撚りロー

プの一種である。これは陸上でも多用されるが，漂

着数は少ない。陸上でもロープは使用されるが，操

作性の高いビニロンやポリエステル，ナイロン素材

のロープが好まれる。これらは水に沈むため，漂着

ごみとはならない。したがって海浜ロープには陸上

由来が著しく少なく，もっぱら水産業や海運業に由

来することが分かる。

組みロープの漂着数は少ないが，著しく太いロー

プが含まれている。組みロープはキンクしにくく，

太いロープは主に大型船の係留や牽引用に用いら

れる。また細い組みローフ。も含めて，これらは漁業

用の巻き上げ用にも利用される。したがって組み

ロープが過失によって海に流出する可能性は小さ

い。漂着する太い組みロープの多くは劣化が進んで

いる。したがってこれらは海上で意図的に投棄され

ている可能性がある。

撚りロープは漂着数の大半を占める。著しく太い

撚りロープは操作しにくく，係留用や特殊用途に限

られるが，直径 30mm程度以下のロープは漁だけ

でなく，海藻や貝類などの養殖用にも広く用いられ

る。漂着する撚りロープに劣化の進んだものは少な

く，風波による過失的流出だけでなく，切断して意

図的に投棄されているロープが多いと思われる。

3.2 口一プと紐の堆積量と漂着量

表1に示すように紐の平均の堆積量は 256本/hm，

0.70 kg/hmで，一本当たりの重量は 2.7gとなり，

これは直径 3mmで長さ 0.57mの紐に相当する。

長さ 5mより短いロープの堆積数は 124本 /hmで，

紐の半数程度であるが，重量は紐よりはるかに大き

く， 9.92kg/hmである。一本当たりの重量は 80gで，

直径 12mm，長さ1.05mのロープに相当する。両

者の堆積数と長さの積はほぼ同等であるが，重量は

直径の二乗に比例するため，紐に比べてロープの重

表 1 198回の海浜堆積ごみ調査での主要な浮遊性ごみ量

ごみ手重 重量 (Kg/hm) 重量割合(%) 個数 (N/hm)

ロープ 9.92 21.4 124 

紐 0.70 1.5 256 

小型ベットボトル 0.75 1.6 26 

使い捨てライター 0.28 0.6 22 

非発泡プラスチック破片 6.75 14.7 7323 

レジンペレット 0.13 0.3 6414 

発泡プラスチック破片 1.09 2.4 1467 

金属・ガラス・紙製容器 7.91 17.2 77 
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量が圧倒的に大きい。したがって太さと長さから重

量を計算する調査法では，太さの測定精度を上げる

ことが重要で、ある。

漂着量の調査では 0.5m (0.3 m ~ 0.7 mの長さ

のロープを 0.5mと記録)より長いロープを対象

とした。 3年間の月次調査で 8海岸に漂着した総本

数は 13511本で，総重量は 4208kgである。それら

を長さで6区分し，図 2の対数軸で本数と重量を

示した。ただ漂着量の月変化は大きく，図 3で示

すように 3年間の月平均でみた最大値は l月の 6.7

kgl (hm'M) で，最少の 7月は 0.4kgl (hm' M) 

である。ところで長さ 0.5mから 5mの範囲に記

録されたロープの 3区分合計の年間の平均漂着重

量は 15.1kg I (hm'Y)であるが，長さ 5m以下の

10000 

本
数
定 1000

あ
る
し、 100
は
重
量

k 
g 

ロ本数(N.)
・重量(Kg)

10 

ザザーも字ぜ吋~ ._，，-'Y 守、、 Jぷ，JI
ロープの長さ

図2 長さから区分した口ーブの3年間の合計漂着量

ロープの堆積重量は前記のように 9.92同 Ihmであ

る。この堆積重量には 0.3mより短いロープも含ま

れているが，後記するようにその重量は著しく少な

いと推定できる。すなわち 5mより短いロープの

堆積重量は年間の漂着重量より少なく，各月の漂着

重量より相当に大きい。これはローフ。が漂着してか

ら流出(海浜以外への自然移送や清掃などによる撤

去)するまでの期聞が1年間より短いが， 1ヶ月間

より相当長いことを示す。したがって干満差の小さ

なこの地域の砂浜では，月毎の調査値が月間の漂着

量に近いことが分かる。

堆積量は漂着量と流出量との差である。長さ 5m

までのロープの平均の堆積重量 (9.92kg/hm)と年

間平均漂着重量 (15.1kg I (hm' y))の比は約 1:1.5 

である。ところがロープと問じ 8海岸で同じ日時に

調査した容量 1L未満の小型ペットボトルの年聞の

漂着数は 149個 I(hm'Y)であるが，汀線方向 5m

区間の堆積量調査では 26個 Ihmで14) 汀線500m 

区間の調査における平均堆積数は 16個 Ihmであっ

た15)。すなわち小型ペットボトルの年間漂着数は堆

積数の 5倍以上であり，堆積重量と年間漂着重量の

比もロープの場合よりはるかに大きい。これはロー

プの漂着後の海浜上の滞留時聞が長く，ペットボト

ルの一部は風移送によって海浜から流出しやすい

ために平均滞留時聞が短くなることを示唆する。し

たがって滞留時間の異なるごみ種聞の堆積量の比

は漂着量の比と一致しない。堆積量比から漂着量比

を推定するためには各ごみ種の流出速度を知る必

要がある。ただロープや紐は風移送を受けにくいた

め，海浜上での滞留時間の相違は大きくないと考え

られる。さらに紐に比べて短いロープの堆積重量が

L 520:: 

10 閣tIt>~\ 犬訓聞 5 ・2011

~・2009

重
量
(
右
軸
)

5 

。

本
数

-0-2010 ii.. 
o -0-2011暫

rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn::rn:: 
，....， t'司 Wコマr町1 'c t'、申o 0、Q .. 司 F司

事司 恒司事『

図3 ロープの月間の漂着数と漂着重量
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圧倒的に大きく，これには長いロープの重量が含ま

れていない。したがって直径 6mm以上のすべて

のロープの漂着重量は紐より圧倒的に大きいと断

定できる。

3.3 漂着ロープの太さと長さと季節性

図2に示すように，長さ 0.5mと記録されたロー

プの漂着数は全体の 37%を占めるが。重量は 4%を

占めるにすぎない。 1m~2m と記録されたロー

プの合計漂着数は 40%を占めるが，重量では 19%

である。これより長くなると漂着数は急減するが，

重量減少は少ない。そのため長さ 6m以上のロー

プは総数の 7%にすぎないが，総漂着重量の 57%を

占める。これは長いロープが太い傾向にあることも

一因である。実際に，長さ 0.5mと記録されたロー

プの平均直径は llmmで. 5 m と記録されたロー

プの太さは 13mm，長さ 6m ~ 10mのロープの平

均の太さは 15mmで，長さ 21m以上のロープでは

17mmであった。ただし直径が30mm以上や細い 9

mm以下のロープに著しく長いローフ。は少なかった。

図4では直径を 10mmごとに区分し，対数軸で

本数と重量の分布を示した。直径 6~ 15mmの細

いロープは圧倒的に多く，漂着総数の 85%を占め

るが，重量では 29%にすぎなかった。直径 16~ 

25mmの範囲の本数は 12%で，前者との合計数で

は総数の 97%となるが，両者の合計重量は全体の

58%にとどまった。他方で 36~ 105mmのロープ

数は 1%にすぎないが，重量では 32%を占めた。極

端に太いロープは漁労用に使いにくく，それらの一

部は海運用が起源と思われる。実際に輸送船の係留

10000 
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重しは、
量 10 

k g 
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用と思われる著しく太い組みロープが見られ，この

事実は水産業以外からも無視できない重量のロー

プが投棄されていることを示唆する。

本数では紐や短く細いロープが圧倒的に多いが，

重量では長く太いロープが過半を占める。このため

重量だけを目的とする調査なら，太く長いロープに

対象を限ることで調査範囲を広げ，精度を上げ， し

かも労力を軽減することができる。しかし太さや長

さはロープの用途だけでなく使用海域や排出の原

因などを示唆してくれる。したがってこれらを採る

目的には細く短いロープの調査も必要で、ある。

図3に3年間の月別の漂着数と漂着重量を示し

た。漂着は夏から初秋に少なく，晩秋から冬に多い。

由来地域を示す目印のないごみは，漂着の季節性か

ら排出地域を推測できる場合もある 16-18)。投棄や

放棄が海洋上と仮定するなら，排出時期とその季節

の漂流経路によって漂着時期が決まる。ロープは海

面下の部分が大きいために海流の影響を強く受け

るが，仮に北寄りの風の強い季節に東シナ海から日

本海への流入が困難とするなら，秋以降に日本海西

部やその近海で排出されたか，あるいは晩秋以前に

日本海に流入し，海流と逆向きの強い季節風によっ

て冬に漂着するこつの経路が考えられる。しかし現

時点で排出地を特定できる十分な知見はない。

3.4難分解性漂着ごみの内のロープの割合および

劣化ロープの環境への影響

鳥取県の 8海岸における非定形のロープの 3年間

での平均の漂着重量は 35.lkg / (hm' y)であるが，

前記のように民生由来の小型ペットボトルの漂着

ロ本数(N.) ・重量(kg)

トー

[]LL 
~ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
グググtÞ~φ。~~~や。〆〆 ~þ~
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ロープの直径

図 4 8海岸ヘ3年間に漂着したロープの直径と重量
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ロープ劣化講蹴住溶融固化物成型品破片

図5 ポリオレフィン製のロープ劣化繊維と微細な漂着

ごみ類

数は 149個/(hm'Y)である。定形ごみであるペッ

トボトル一個当たりの重量を 27gと仮定すると，年

間の漂着重量は 4.0kg/(hm' y)となる。ペットボ

トルは軽く，嵩張り ，目立つ色のラベルが付いてい

る。このため視覚的に重大な海浜ごみと感じるが，

重量ではロープがはるかに重大なごみ種である。

表 1のガラス容器やライターは通常の風では移送

されない。微細なレジンペレットや非発泡プラス

チック破片の多くも，調査海岸の砂(平均粒径 0.3

~0.5mm) より風移送を受けにくい。 したがって

レジンペレット，非発泡プラスチック破片，金属・

ガラス ・紙製容器の海浜上の滞留時間はロープと大

きく相違しないと思われる。これらの合計の堆積重

量は 14.8kg /hmで， 5 mより短いロープの堆積量

の約1.5倍である。ところで堆積量では 5mより短

いロープが 15.1kg / (hm' y)で，長いロープを含

めた漂着量はその約 2.3倍の 35.1kg / (hm' y) で

ある。したがって長いロープを含めた漂着重量はレ

ジンペレット，非発泡プラスチック破片，金属・ガ

ラス ・紙製容器を合わせた漂着重量よりむしろ大き

いと推定できる。少なくともロープは単一ごみ種と

して，日本海で最も重大なごみであることが明らか

である。

ロープや紐は，海亀や海鳥などの海生生物，船舶

のスクリューなどに絡まる 3)。しかし著者らの危倶

する最も重大な問題はロープの劣化によって起こ

る。ロープは製造時に延伸加工され，劣化すると微

細な繊維を生じる。図5に劣化ロープからの微細な

繊維と，成型品の破片，およびレジンペレットを並

べて示す。レジンペレットや破片は表面積が大き

く，疎水性の有機塩素化合物などを吸収 ・濃縮する

ことが危慎されてきた19)。しかしロープもレジンペ

レットも漂着プラスチック破片もポリオレフィン

が素材であるが，図5のようにロープの繊維状劣化

物は非常に微細で，表面積はレジンペレットよりよ

りはるかに大きい。 しかもこの調査でのレジンペ

レットの堆積量は 0.13kg /hmにすぎず，ロープ類

の重量はレジンペレットより圧倒的に大きい。レジ

ンペレットは以前から排出抑制が叫ばれてきたが，

ロープは今も大量に流出を続けている。ロープの劣

化には数年以上の時間を要するが，やがて微細な繊

維を大量に放出しそれが新たな脅威となる危|具が

ある。

4.結論

ロープは世界中の海で多く見られ，むしろ害の少

ない“ghosr"fishing gearと思われてきた。しかし

大量に漂着すると処理に困り ，塩を含んだ状態での

浜焼きが横行し，ダイオキシン類の発生が危倶され

る13)。さらにここでは微細繊維を生じる時限爆弾的

な危倶を提示した。合成繊維のロープを流出させな

いことは当然の事であるが，現状では残念ながら流

出抑制を要求する以外に方法はない。しかし抑制を

求める排出地は確定できていなしミ。東アジアでは製

造者や所有者を識別するための有色糸を織り込む

慣習があるが，それは自己と他者の識別以上の意味

を持たない。 一部にテープを織り込むことも行われ

るが，性能保障を表す以外の意味を持たない。した

がってロープの排出削減のために，まず使用国ある

いは製造社を特定できる印付とその公表が望まれる。

漁業ではワイヤーや鉛入りロープ，水に沈むナイ

ロンやテトロンも使用される。また漁礁や岩礁には

大量にロープや網が絡まっていることは公知の事

実である 1010 低温の海底下ではポリアミドやポリエ

ステルの加水分解は進まない。紫外線の達しない海

底ではポリオレフィンの分解も起こらない。しかも

海底の放置漁具は勿論，大洋上の浮遊ロープの回収

も困難で、ある。海浜清掃もこれらの漁業ごみの削減

には無力に近い。しかしこれ以上の難分解性の合

成高分子素材ごみの増加は，将来の東シナ海や日

本海だけでなく ，北太平洋全域の海域生物，水産業，

観光にも深刻な影響を与える恐れがある羽)。 罰則強

化や啓蒙だけで流出を防止することは不可能であ

る。安易な投棄や放棄に至る根底には，安価なロー

プ・網に比べて，高い魚価と高い廃棄物処理費があ

る。放棄や投棄をためらう預託金制度なども必要で、

あるが，各制度には国ごとの限界がある。したがっ

て対策の公表だけでなく，実効性を公平に評価する

ことが不可欠で、ある。 鳥取県は日本を含めた東アジ

アからの漂着ごみをモニターする適地で，ここで開

発した調査法によってロープの流出防止策の実効

性を評価できる。人口の多い環太平洋アジアにとっ

て，水産業は今後益々重要になる。将来長く水産資
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源を活用するための良い海洋環境を維持するために

も，各国と漁業者が協調して漁具類の排出抑制を進

めることが望まれる。
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Abstract 

Ropes are recognized as an insidious ocean pollutant. Using a two-stage monitoring 

method， we estimated the proportion of rop岱 inmarine debris: the weight of whole debris 

items induding short ropes (ミ 6mm diameter， < 5 m length) that accumulated on a 5一m

length of beach was measured 198 times; and the weight of polyolefin long ropes (孟 0.3

m length) that w在shedup on a 500-m length of beach was investigated monthly for 3 

years. The weight of polyolefin ropes was estimated based on diameter and length due to 

the difficulty in disentangling ropes. On the beaches ofTottori Prefecture， the weights of 

accumulated short ropes， resin pellets and non-foamed plastic fragments were 9.92， 0.13， 

and 6.75 kg/hm， respectively; the weights of washed-up long (ミ 0.3m) and medium-

sized (0.3-5 m) ropes were 35.1 and 15.1 kg/(hm' Y)， respectivel予Thehalf二livesof these 

items on beaches a陀 notthought to be significandy di品rent，suggesting that ropes are the 

heaviest debris in出eSe孟 of]apan. Polyolefin ropes degrade to form fine fiber， which has 

a far larger surface area th叩 polyolefinresin pellets. Therefore， ropes are considered to be 

the worst type of marine litter. 

Key Words: Fishing rope， waste shipping rope， polyolefin resin pellet，日oatingmarine 

litter， beach debris 
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