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り，破砕・吸収して，生態系から切り離す機能を持

1 はじめに
10 年以上前の研究開始当初は，背景流動場に流さ

つのか．人為物に対する地球環境の復元機能(レジリ

れる単純な粒子追跡モデルで十分な成果が上がる

エンス)をプラスチックで量る．本稿が，このチャレ

(論文が稼げる)と楽観していた海洋プラスチックご

ンジに多くの流体研究者が目を向ける機会となれば

みやマイクロプラスチックが，開始後すぐ意外と手

幸いに思う．

強いことに気づいた．いま世界を見渡せば，このテ
ーマについては，6 時間に一編のペースで論文が量
産されている(ただし日本発の論文は 2%程度; 2020

2 マイクロプラスチックとはなにか
海岸漂着した海ごみのうち，個数比にして約 7 割
5)

年 Scopus による)．研究者が爆発的に増えた背景の

は廃棄プラスチックである

一つに社会的要請があることは疑いない．しかし，

クごみを半年ほど放置すれば紫外線などによる劣化

専門の似た読者が多いと想定できる「ながれ」誌で

が進行し

あれば気楽に書かせてもらうが，社会的要請だけで

伸縮といった物理的な刺激が加わって，破砕が繰り

研究などできるものではなかろう．研究者が爆発的

返されるらしい．こうして生成されるプラスチック

に増えた理由の大部は，なによりテーマがチャレン

微細片のうち，特に大きさ 5 mm 以下のプラスチッ

ジングであるからだ．そして，先駆的ないくつかの

ク片を，私たちはマイクロプラスチックと呼んでい

仕事を除いて，ほぼ研究の歴史がゼロに等しく，先

る(写真 1)．いまのところ，発見された最小サイズは

進国から発展途上国まで世界の研究者が横一線に並

数十 μm 程度であるが 7)，地球環境下でどの程度ま

んだ，近現代では稀なテーマであるからだろう．

で破砕が進行するかよくわからない．また，どの程

．漂着したプラスチッ

6)

，これに海岸砂との摩擦や寒暖差による

1940 年代のセルロイドから始まったプラスチッ

度の時間をかけて破砕が進行するかも不明である．

ク生産は，2015 年までに累計 83 億トンに達して，

マイクロプラスチックの発生機構の解明や発生量推

1)

うち 49 億トンが廃棄された ．その中で適正処理さ

定は，現在，このテーマにおける最重要課題の一つ

れず屋外に投棄された量は年間で約 3000 万トンに

である．

2)

至り ，年間 200 万トン前後は海に流出するとの推
計がある

3,4)

．安価なプラスチックであれば大量に廃

棄され，そして一部が環境に流出するのである．
海水より軽く腐食分解しない丈夫な物質が，永い

それほど小さなマイクロプラスチックが，なぜ環
境負荷となるのだろうか．プラスチック表面に吸着
しやすい海水中の化学汚染物質が，マイクロプラス
チックの誤食を通して海洋生物に移行する．そして，

地球史にあって初めて大量に海に流れ込んでいる

これが体内で脱着したのち何らかのダメージを与え

(生産量の半分を占めるポリエチレンやポリプロピ

る危惧がある

レンの比重は海水より軽い)．そして，次節にある通

ーズを水棲生物に摂食させ，発現した障害を報告し

り海洋生態系への干渉が危惧されている．生態系を

た実験結果も数多く報告されている

含む地球環境は，プラスチックによって変質してい

が栄養にもならないプラスチックの大量摂取は，生

くのか，あるいは，どこかにプラスチックを運び去

物にとって大きな負担なのだろう．いまのところ，

8)

．加えて，未使用のプラスチックビ
8)

．毒ではない
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実海域におけるマイクロプラスチック浮遊量は海洋

をつけにくい．この場合は，分光学的な方法(フーリ

生物にダメージを与えるほどではないが，このまま

エ変換赤外分光光度計などの利用)によって材質判

のペースで浮遊量が増加を続ければ，2060 年代には

定を行う．顕微鏡で拡大してサイズ(最大長さ)を計

誤食した海洋生物にダメージが現れるとの予測があ

測したのち，マイクロプラスチックの数を集計する．

9)

る ．
4 浮遊マイクロプラスチックの輸送過程
4.1 海洋科学委員会(SCOR)のレビュー
最近になって，海洋科学委員会(SCOR)の浮遊ごみ
輸送とモデリングの作業部会(WG 153, FLOTSAM)
が発表した総説 16)では，海洋ごみの輸送に関わる海
洋物理過程を，大規模海洋循環，サブメソ規模の輸
送過程，ストークス・ドリフト，内部波，風による
輸送(風圧流あるいは windage)，ラングミュア循環，
鉛直混合，結氷や解氷に伴う輸送，河川プリューム
や沿岸前線，沿岸流や表面波，津波や洪水など極端
現象，そして生物輸送に分けて解説を加えている．
本稿で全過程を解説することはできないが，沿岸と
写真１

日本海で採取したマイクロプラスチック

外洋域の水平輸送，そして鉛直方向の分布について，
以下に解説する．包括的な解説は上記の総説を参照

3 浮遊マイクロプラスチックの調査

されたい．

2010 年代の前半には，まだ採取方法や単位に統一
性がなく，異なる研究で得た浮遊量の比較や統合が
困難であった．今では複数のガイドラインが公開さ
れ

10-12)

，論文による採取方法の差異は目立たなくな

4.2 沿岸海洋での水平輸送
海水より比重の小さなマイクロプラスチックは海
面近くを浮遊するため，海流による輸送に加え風波
による体積輸送(ストークス・ドリフト)を考慮する

っている．
いま最も頻繁に行われている浮遊マイクロプラス

必要がある．その事実を最初に指摘した Isobe et al.,

チックの採取は，動物プランクトンの採取に準拠し

(2014)17)に従って，まず，マイクロプラスチックの沿

た海面近くの曳網による．これは，目合い 0.3 mm の

岸海洋における輸送過程について述べる．

ニューストン・ネット(海面近くに浮遊する稚魚やプ
ランクトンを採取する観測器具)を調査船で水平方
向に数十分間曳網し，この間にネットを通過する海
水に含まれるマイクロプラスチックを漉し採るもの
である．浮遊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，ネットは海面近く(海面から深さ 1 m 程度)に固
定している．すなわち，浮遊するマイクロプラスチ
ックの調査とは，海面下 1 m までの海洋表層に浮遊
する，0.3 mm 程度までの大きさのプラスチック片に
限定したものである．分析方法の限界もあって，こ
のあたりが現在のマイクロプラスチック観測が対象
としているサイズの限界である．稀には複数のネッ
トを鉛直方向に連結した水平曳網によって 13)，ある
いは特定の深度からの取水

14,15)

によって，マイクロ

プラスチックの鉛直分布を定量する場合がある．
続いて，採集したマイクロプラスチックを海水ご
と実験室に持ち帰り，目視で判別したプラスチック
片を丁寧にピンセットで取り出していく．それでも，
小さなプラスチック片は，生物起源の微細片と区別

図 1 瀬戸内海で採取したマイクロプラスチックの浮
遊濃度(トーン)．
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イクロプラスチック輸送でも指摘されている．
まず，実際に西部瀬戸内海における複数の観測点
で採取したマイクロプラスチックを使って，プラス

4.3 大洋の循環

チック片のサイズ(最大長さ)を縦軸に，観測点から

本節は思考実験である．大洋の海洋プラスチック

海岸までの距離を横軸にして，浮遊密度分布を描い

循環を実証的に論じるには，まだ現場観測データが

てみよう(図 1)．ただし，河口で採取したマイクロプ

不十分で，漂流するマイクロプラスチックについて，

ラスチックは除いている．図の左側に位置する海岸

いくつかの集積域の存在が指摘される程度なのであ

近くでは，マイクロプラスチックからメソプラスチ

る

ック(5 mm 以上のプラスチック片)まで，幅広いサイ

興味深い海洋プラスチック循環の描像を垣間見せて

ズのプラスチック微細片(以降，マイクロプラスチッ

いる．

9, 20, 21)

．それでも，断片的な情報は，いくつかの

クとメソプラスチックを合わせて「プラスチック微

さて，全球の海洋循環を概略すれば，南極と北極

細片」と表記)が採取できた．ところが興味深いこと

で冷やされた海水が深く沈み込み(deep convection)，

に，沖合(図の右側)からは，大きめのプラスチック微

中緯度や赤道域の深層を広がりつつ，ゆっくりと湧

細片が消えてしまう．比較的大きなプラスチック微

昇をして表層に戻る(deep convection から 2000 年ほ

細片は海岸近くを漂流し，細かくなったマイクロプ

どを要する)というものである．表層に戻った海水

ラスチックのみが，遠く沖合にまで分布を広げてい

は，亜熱帯循環や亜寒帯循環の中を移動しつつ，長

る．

い年月をかけて両極のどちらかに到達し，再び deep

この観測結果を踏まえて，Isobe et al. (2014) 17)は，

convection に吸い込まれていく．ここに，海水より

沿岸海洋におけるプラスチック微細片の漂流モデル

比重の軽いマイクロプラスチックを流せば，どこに

を提案した．比重の小さな微細片は，海水中で浮力

行き着くだろうか．プラスチックは自然では分解し

を得て上昇する．その速さ(終端速度)は，浮力と周辺

づらい．そのため，浮遊する状況が続く限り，コン

海水による摩擦力の平衡で決まる．小さな物体ほど，

ベアベルトに乗って運ばれるように，いつかは両極

体積のわりに表面積が大きいため，浮力よりも摩擦

のどちらかに到達するかもしれない．しかし，浮力

力が効いて上向きの終端速度が小さくなる．よって，

のため deep convection に吸い込まれることなく，両

波や風による乱れが強い海洋最表層で，終端速度の

極の表層海洋にマイクロプラスチックが蓄積するの

小さなマイクロプラスチックは深い層を漂流し，一

ではないか．
Isobe et al. (2017)22) は，南極海におけるマイクロ

方でメソプラスチックは海面近くを漂う傾向にある．
さて，海上で寄せては返す波は海水を完全には返

プラスチックの浮遊密度を調査し，大陸からタスマ

しきらず，結果として波の寄せる方向に緩やかな流

ニアにかけて配置した 5 点で浮遊密度を調べた．南

れ(ストークス・ドリフト)を生成することがある．総

極大陸から遠方の測点では，ほとんどマイクロプラ

じて浅海の波は海岸へ向かうため，ストークス・ド

スチックが検出されなかったが，大陸に近接する 2

リフトも岸に向かう．風波に伴うストークス・ドリ

点でのみ，北太平洋に匹敵する浮遊密度が観測され

フトは海面で最速となり，下層にいくほど速度を落

た．一度限りの 5 点の観測で結論づけることはでき

とす．結果として，海面近くを漂うメソプラスチッ

な い が ， Isobe et al. (2017)22) は ， 先 述 し た deep

クは，速いストークス・ドリフトによって選択的に

convection によるマイクロプラスチックの蓄積につ

海岸へと流れ寄せられる．

いて言及している．高濃度のマイクロプラスチック

海岸近くまで寄せたメソプラスチックには漂着機

は，北極のグリーンランド周辺やバレンツ海でも観

会が増える．漂着すれば紫外線や寒暖差で劣化が進

測される(Cózar et al., 2017)23) ．彼らは，北極海が

行し，加えて海岸砂との摩擦など物理的な刺激でマ

「プラスチック・コンベアベルトの dead end」であ

イクロプラスチックに破砕されていく．小さなマイ

るとの仮説を提案した．極域は浮遊マイクロプラス

クロプラスチックになってしまえば，波にさらわれ

チックの sink として機能するのだろうか．

て再び海へと漂流を始め，今度はストークス・ドリ
フトに運ばれることなく，海流によって海岸を離れ

4.4 鉛直混合
マイクロプラスチックの 80–90%は，海水よりも

遠く沖合へ向かう．沿岸海洋は，メソプラスチック
をマイクロプラスチックへと，効率よく破砕を進行

比重の小さなポリエチレンやポリプロピレンである

させる機能を持つ．

17)

このようなストークスドリフトの重要性は，沿岸
海洋のみならず，縁辺海

18)

や外洋

19)

における浮遊マ

．海が極限まで静穏ならば，全てのマイクロプラ

スチックは海面に浮くことだろう．もちろん，実際
の海洋表層には物質を攪拌する乱流鉛直混合があり，
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マイクロプラスチックの浮遊密度(ここでは海水単

いる．そして，一年間の海洋流出量が 200 万トン前

位体積あたりの浮遊個数で定義; 例えば個 m-3)は海

後であるにもかかわらず，そして過去 60 年以上もプ

面から指数関数的に減少していく．実際に採取ネッ

ラスチックを使い続け，そして捨て続けてきたにも

トを鉛直方向に連結した浮遊層は海面から深さ 1 m

かかわらず，現在の海洋で現存量がわずか 25 万トン

程度までに集中するようである

13)

．ただし，その分

という少なさ(ミッシング・プラスチックのパラドク

布は観測時の気象・海象条件に大きく左右される．

ス)が，世界の研究者を戸惑わせている．環境中に捨

海面より上向きを正とした水深(z)に対して，浮遊密

てられたプラスチックごみのほとんどは行方不明な

度(N)の変化は，

のである．
(1)

他の観点からミッシング・プラスチックを議論し

と表現されることが多い 24)．ここで，N0 は海面近く

てみよう．式(1)に従えば，調査ができるほど静穏な

での浮遊密度で，通常の水平曳網調査によって得る

観測条件であれば，浮遊マイクロプラスチックの大

観測値はこれである．w はマイクロプラスチックが

半が曳網調査で捉えられるはずであった．ここで，

浮力を得て上昇する終端速度で，実験値として

これまで日本周辺海域で採取した全てのマイクロプ

𝑁

𝑁𝑒

𝑤

,

0.002𝛿,

(2)

ラスチックを用いて，浮遊密度(海水単位体積当たり

．式中のδはマイクロプラス

の浮遊個数)をサイズごとにプロットしよう(図 2)．

チックの最大長さ(mm)で，(2)式が算出する鉛直流

サイズが小さくなるほど，浮遊密度(棒グラフ)の増

と置くことができる

13)

-1

速の単位は m s であることに注意されたい．定数

加が著しい．もちろん，一片のプラスチックが破砕

(w = 5.3 mm s-1)を用いて代替することもある 13)．さ

を繰り返せば，次第に細片数は増えていくだろう．

らに，

従って，この浮遊密度の増加は当然である．
𝐴

1.5𝑢∗ 𝑘𝐻 ,

(3)

ここで， 5 mm サイズのマイクロプラスチック(図

であり，ここで u*は摩擦速度(= 0.0012U10)，U10 は海

2 の白丸の位置)の総体積(プラスチック密度を一定

面上 10ｍの風速(m s-1)，k はカルマン定数(0.4)，そ

とすれば総質量)を計算する．続いて，この総体積を

して HS は 1/3 有義波高(m)である．

一定に保ったまま破砕が繰り返されると仮定し，サ

マイクロプラスチックの鉛直分布は，式(1)–(3)に

イズの減少に応じた浮遊密度を求めた(図中の破線；

示すとおりに観測時の波高や風速に依存する．従っ

サイズを直径，その 1/10 を高さとした円柱換算で体

て，海域で採集したマイクロプラスチックの浮遊密

積を計算)．すなわち破線は，5 mm サイズの浮遊密

度 N0 は，その場限りのものであって，同じ位置で

度から期待される，各サイズでの浮遊密度の予想曲

も他の観測日との比較や，あるいは他海域との比較

線である．サイズが 1 mm 程度までは，棒グラフは

25)

では，マ

破線の変化に概ね対応している．ところが，1 mm を

イクロプラスチック観測の二次的なデータ処理とし

下回ったあたりから両者の乖離が目立つ．サイズが

て ， (1) 式 の 無 限 遠 ま で の 鉛 直 積 分 値 (M =

小さくなるほど等比級数的に数を増す予想曲線に比

はあまり意味がない．Isobe et al. (2015)

-2

N0A0/w；単位は，例えば個 km ) を求め，この鉛直

べ，海面近くで採取された 1 mm 以下のマイクロプ

混合に依存しない積分値を利用した海域比較や季節

ラスチックは，期待されるよりも，はるかに少ない

変動の検証，あるいは統合データセットの作成を提

浮遊密度であった．ここでは見やすくするため図の

案している．また，以上の議論から明らかなように， 上部を切っているが，実のところサイズが 1 mm 程
マイクロプラスチック観測では，同時に風速と波高

度の予想曲線は観測値の 5 倍程度に，サイズが 0.5

をメタデータとして記録する必要がある．

mm 以下になれば 100 倍程度にまで差が広がる．私
たちは予想される浮遊量の 1%程度しか捉えること

5 ミッシング・プラスチック

ができていなかったのである．

腐食分解しないプラスチックごみであるが，海洋

1 mm 以下のマイクロプラスチックは，どこへ消え

全体に残る総量の推算は難しい．荒天のたび漂着と

たのだろうか．一つの可能性は，採集からの漏れで

再漂流を繰り返す漂着プラスチックごみの総量を，

ある．たとえサイズが網の目合い 0.3 mm より長くと

海岸で正確に見積もる体制は，わが国のみならず世

も，細長い形状であれば網をすり抜けることができ

界で整っていない．まして海洋に漂う総量は船舶か

る．また，細かなマイクロプラスチックほど浮力を

らの目視観測に頼って，高い精度は期待できそうに

得にくく，深い層に長く滞留しているかもしれない．

ない．それでも，最近までの観測結果を統合した

一方で，長く漂流するうちにバクテリアや藻類とい

Eriksen et al. (2014)

21)

は，世界の海洋プラスチックご

った海洋生物が表面に付着して重くなったマイクロ

みのうち，漂流ごみの総量を 25 万トンと見積もって

プラスチックは，次第に沈降を始めるとの報告があ
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る 26)．海洋生物が摂食したのち，糞や死骸に混じっ

来のシナリオを知るため私たちが取り組むべき研究

て海底まで沈降するかもしれない．砂浜海岸での吸

課題は多い．そして，未だ海洋プラスチック循環の

収も無視できない

27)

．しかし，ほとんどは未解明か

全容解明にはほど遠い現状である．

あるいは研究が未着手であり，このミッシング・プ

いま私たちは，海底に沈んだプラスチックの検出

ラスチックの行方は，いま海洋プラスチック汚染研

や，海底への沈降量を推定すべく，地質学や古海洋

究の最も重要なテーマの一つである．

学，あるいは古生物学分野の研究者と連携を進めて
いる(2020 年 JpGU セッション「地球科学としての海
洋プラスチック」)．マイクロプラスチックへの破砕
過程(発生過程)を探求すべく，高分子科学分野の研
究者との連携研究も始まっている．これまで海洋物
理学との連携が希薄だった分野との協働が，海洋プ
ラスチック汚染研究には必要なのだ．新たな観測手
法の導入やモデリングの設計を含めて，伝統的な海
洋物理学の枠から外に出ることが，このテーマへの
チャレンジには必要なのである．
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