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 マイクロプラスチックに象徴される“海洋プラスチック汚
染”は、新たな、そして深刻な海洋環境問題としてクローズ
アップ

 2060年代には一部海洋表層の浮遊プラスチック濃度が実験室
水準に(Isobe et al., 2019, Nat. Comm)。

 海洋生態系に顕在化するリスク評価が急務

各国科学アカデミーS20から当年G20サミッ
トへの海洋プラスチックをテーマにした提言
の手交(2019/03/06：外務省ウェブサイト)。

 「海洋プラスチック汚染」は科学界のホットイシュー
 約4時間に一編の関連論文が出版

SCOPUS研究トピックで関連項目検索し
た1977~2021年の論文数

G20大阪ブルー・オーシャン・ビジョン
「2050年までに海洋プラスチックゴミをゼロに」

(2019/10/09)G20フォローアップ会合 (撮影：磯辺)

現状の問題点●研究の歴史が浅い海洋プラスチック汚染問題は、気候変動のように政策決定を支援する科学的
エビデンスが十分ではない。

UNEA 5.2 「法的拘束力のある国際約束に向けて」
INC1 政府間交渉委員会 2022年



●科学技術研究費/ 基盤研究(S)
R3ーR７ 微細マイクロプラスチックの動態を含む海洋プラスチック循環の包括的解明 (研究代表)

●JICA/JST 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム (SATREPS)
R２ーR６(or R7) 東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成 (研究代表)

●旭化成(株)との共同研究：浮遊マイクロプラスチックの年齢推算技術の開発
(Okubo et al., submitted)

●スマートフォンアプリを用いた市民科学による投棄プラごみのリモートセンシング
(九大・鹿児島大・JAMSTEC・(株)ピリカ)

九州大学における
海洋プラスチックに関する
研究プロジェクト
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観測手法の調和化・標準化
エルマウG7サミットでの日本の公約。世界１０カ国以上、30人ほどの研究者を日本に
招聘し、マイクロプラスチック観測のガイドラインを作成、環境省ウェブサイトで公開
Michida et al.(2019)

ガイドラインの一部を国際学術誌に発表 Isobe et al. (2019)

マイクロプラ浮遊量データセットを作成し、掲載誌よりダウンロード
Isobe et al. (2021)

日米欧の共有データセットへ(IMDOS構想)



誰でも無償でダウンロードできる世界の海洋に浮遊するマイクロプラスチック現存量のデータセット

 とりあえず発表論文のSupplementary 
Informationとしてデータを公開中

 環境省のデータベースとして、データの更新と公
開 (次年度末に公開予定)

 Global Ocean Observing Systemと国連環
境計画の展開するIntegrated Marine Debris 
Observing System (IMDOS)でデータ互換。
日米(NOAA)欧(EqCharm)が主導

(Isobe et al., 2021)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
All data will be opened publicly on the Internet after our article is accepted in a scientific journal. 
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マイクロプラスチック(>300μm)浮遊量の現状
21世紀以降で世界で観測された浮遊マイクロプラスチック濃度

 大洋の中央であろうが浮遊マイクロプラスチックの高濃度域は観測されるが、特に

東アジア海域で多い。太平洋平均の17倍、世界平均の27倍

 観測データの収集では、西太平洋や南極海、インド洋東部で日本の貢献が大
きい

 東南アジア海域やインド洋は、データがほとんどない。

 現在、海水1立方メートルあたりの浮遊量は、多くて100ミリグラムを少し超え

る程度。アジア海域で数粒程度。

コンピュータ・シミュレーションで作成した現在の浮遊量

mg/m3

Isobe et al. (2015)
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コンピュータシミュレーションで作成した現在(上)と50年後(下)の浮遊マイクロプラスチック濃度

 このままプラスチックごみが流出量を増やし続ければ、2060年代には、日本周辺と太平洋
中央部で、海水1立方メートルあたりで1グラムを超える海域が現れる。

 実験室で海洋生物に何らかの影響が出た濃度が、実海域にも出現するということ

 ただし、サイズが違うことに注意。観測やシミュレーションは、0.3 mm以上のマイクロプラス
チックが対象。一方で実験は、二桁から三桁以上の小さなサイズのプラスチックビーズを与
えている。大きなものから小さなマイクロプラスチックに、質量を保存したまま破砕され、海
面近くに浮いているか、今は不明

 0.3mm以下の小さなマイクロプラスチックを観測して、実験とのギャップを埋めることが急務

mg/m3

Isobe et al. (Nature Communications, 2019)

> 1 g/m3

> 1 g/m3

> 1 g/m3

マイクロプラスチック(>300μm)浮遊量の将来



(Isobe & Iwasaki, 2022, Sci. Total. Env.)

全球に拡張された海洋プラスチックの発生・輸送・消失(海面下への沈降)シミュレーション

海洋プラスチックの複数の発生シナ
リオに基づいた海域浮遊量の予測
計算へ



微細マイクロプラスチック(10〜
300μm)分析プロトコルの確立

顕微FTIRによるポリマー同定
実験室での薬品処理

船内クリーンブースでの浮遊物抽出

採水

 コンタミ防止(空中浮遊物、薬品混入物)
 回収率向上
 破砕率低減

現在はコンタミ数5粒、回収率・非破砕率ともに
85%程度
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海洋プラスチック汚染の最前線である東南アジアに研究拠点を設置

 東アジアと東南アジアからの流出が55%を占める。

 2/3は食品持ち帰りに関連する使い捨てプラ

 最多は14%を占めるプラスチックバッグ

 漁業ごみは20%ほどで、あとは街中から出たごみ

Jambeck et al. 
(2015, Science)

石垣島 (2012年)

タイ・サマエサン(2019年)

(Morales-Caselles …Isobe..et al., Nat. Sus., 2021)

タイ・シーチャン島(2022年)



応用力学研究所

新エネルギー力
学

地球環境力
学 核融合力学 大気海洋環境

高温プラズマ
理工学

自然エネル
ギー統合利用

学長

三センター三部門

組織の位置付け

学内連携
農学研究院・理学研究

院・NET他

学外連携
チュラロンコン大学・ほ

か

国際研究拠点
海洋プラスチック研究センター

応用力学研究所 海洋プラスチック研究センター

海洋・大気人為起源環境汚染
国際研究拠点A

(マイクロプラスチックやエアロゾルな
ど人為的粒子態による環境汚染研究拠

点への再編成と発展)

本事業提案と国際研究拠点への発展構想

国際研究拠点C
(自然エネルギー統合利用研究分野の
強みに特化させた研究拠点への再編

成と発展)

国際研究拠点B
(高温プラズマ理工学研究分野の強み
に特化させた研究拠点への再編成と

発展)

本事業をパイロットモデルとした
将来的な国際研究拠点構想

学内外連携・人事交流・人員再配置

学内外連携・人事交流・人員再配置

学内外連携・
人事交流・人員再配
置

11



Center for Ocean Plastic Studies
COPS

応用力学研究所で四つ目の研究センター
九州大で二つ目の国際拠点(派遣常駐教員は初めて)
チュラロンコン大・ユニサーチビル14Fに2022年4月開設

Kyushu U, Chula U
JICA/SATREPS
環境省



Si Chang島でMP観測
2022/8/10/12

SEAFDECで講演
2022/6

ウェットラボ

ウェットラボ
薬品処理設備など

ドライラボ
赤外吸光スペクトル・
蛍光顕微鏡・など

オフィスと会議スペース



国際専門家会合
※ 米、EU、独、仏、英、諾
威、中、泰、尼、日から参
画

国内専門家会合
※ NIES、JAMSTEC、九州大
学東京大学大気海洋研究所、
東京海洋大学等が参画

政府、研究機
関・研究者 他

システム運用・保守
（必要に応じてベンダーを調達・契約）データ整備

連携推進

データ提供

世界が共有する海洋プラスチックのデータベース
(環境省ーNOAAーEuroqCharm, UNEP/GPML)

関連データベース

データ
相互利用

※国際プログラム、
EU、米国等と
の協議・調整

環境省

データ集約
サービス提供 海洋プラスチック研究センター

専門的助言

※具体的な分担を要検討・調整

利用促進

ERIAナレッジセンター

Isobe et al., (2015, 2019, 2021)
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