
海洋ごみと私たちの暮らし：無人島の漂着物から考える

大阪府立大学准教授 /一社 加太・友ヶ島環境戦略研究会（KATIES）代表

千葉 知世

Ⓒ 2020 Kada Tomogashima Institute for Environmental Strategies (KATIES) 

おおさか市民環境大学2021:SDGs未来都市おおさかをめざして



Table of Contents

現場で感じるむずかしさ

蛇口を閉めよう

生活を変えよう

おわりに

友ヶ島での海岸漂着物調査2

3

4

5

6

１ 広がる、プラスチック汚染



(57) Sea Turtle with Straw up its Nostril - "NO" TO PLASTIC STRAWS - YouTube

2015年、生物学者

Christine Figgenerが

撮影したこの動画は

4千万回以上再生

National Geographic別冊「脱プラスチック：デー

タで見る課題と解決策」

すでに40%の海鳥から海洋ご

みの摂食が報告 *1。プラスチック

で胃が一杯になると、満腹であ

ると錯覚し、餌を摂らなくなり、

飢餓状態となる*2。

*1 Kühn et al. (2015)
*2 Hoss & Settle(1990)

https://www.youtube.com/watch?v=4wH878t78bw&t=64s
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_4
https://swfsc.noaa.gov/publications/TM/SWFSC/NOAA-TM-NMFS-SWFSC-154_P693.PDF


太平洋の真ん中に浮かぶ無人島。

海岸14平方マイル（約36km2）に

3700万個以上のゴミ破片が散乱

しており、毎日3500個以上のプラ

ごみが漂着していると推定*

* Lavers, J.L. and Bond, A.L.(2017) Exceptional and rapid
accumulation of anthropogenic debris on one of the world’s most 
remote and pristine islands. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. 114, 6052-6055

イギリス領ピケトルン諸島
・ヘンダーソン島

エクアドル
ガラパゴス諸島

National geographic ギャラリー：プラスチックごみに翻弄される動物たち、写真10点 page7 (nikkeibp.co.jp)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/gallery/070800295/?P=7


マリアナ海溝

水深1万mを超える「世界最深の海」。水深2000mよ

り深い海底で見つかったごみの33%はプラスチックで、そ

の89%は使い捨て。生物からも高濃度の化学物質汚

染が報告*



Fraunhofer-UMSICHT (2018): Plastics in the environment | Bioökonomie.de (biooekonomie.de)

https://biooekonomie.de/en/service/analyses-statistics/fraunhofer-umsicht-2018-plastics-environment


世界39品目市販の食塩のう

ち36品目からマイクロプラス

チックが検出。最大で1kgあた

り1674個のプラ微粒子が確

認。特にアジア産に混入

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/101900449/(2021/2/16)

Ji-Su Kim et al (2018) Global Pattern of Microplastics (MPs) in 
Commercial Food-Grade Salts: Sea Salt as an Indicator of Seawater MP 
Pollution. Nviron.Sci.Technol. 12819-12828.

東京湾で採取されたカタクチ

イワシ64匹のうち約8割の消

化管から、1匹当たり平均2.3

粒のマイクロプラスチックが検

出

K, Tanaka and H. Takada(2016)Microplastic fragments and microbeads 
in digestive tracts of planktivorous fish from urban coastal waters. 
Science Reports 6, 34351



•プラの製造過程で使用される「添加
剤」には、人体に有害なものが多く含
有（Rochman 2015）

•添加剤の多くはプラスチックと化学的
に結合しておらず、容易に滲み出る

•多くは内分泌かく乱物質（環境ホルモ
ン）として作用すると言われている

•プラは疎水性が高く油とくっつきやす
い⇒残留性有機汚染物質（POPs） な
どを吸着

•海洋生物に取り込まれた添加剤や汚
染物質は、脂肪等の中にも溶け込んで
いる可能性（Tanaka et al. 2020）

Tanaka K. et al.(2020) In Vivo Accumulation of Plastic-Derived Chemicals 
into Seabird Tissues.Current Biology : CB, 30 Jan 2020, 30(4):723-728.e3



Marine litter: the issue2050年までに、海洋中に存在するプラスチックの量が

魚の総重量を超過する（World Economic Forum 2016 The New 

Plastics Economy: Rethinking the future of plastics）
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Our World in Data “Plastic Pollution” https://ourworldindata.org/plastic-pollution#total-plastic-waste-by-country

1位 中国（353万トン）
2位 インドネシア（129万トン）
3位 フィリピン（75万トン）
4位 ベトナム（73万トン）
5位 スリランカ（64万トン）
6位 タイ（103万トン）
20位 アメリカ合衆国（28万トン）
30位 日本（6万トン）
2010年における推定．（ ）は推定最大値を記載．
Source: Jambeck et al. 2015.

https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768


Source: GRID Arendal/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

https://flic.kr/p/R5qwmu


https://www.jiji.com/jc/d4?p=pol013-jlp10807302&d=d4_eco 
(2021/3/3)

フィリピン・マニラ湾

ベトナム・ハノイ

プラごみの終着点「プラスチック村」で記者が見た「やばい」もの…https://withnews.jp/article/f0190723000qq000000000000000W07i10101qq000019466A



UNEP”Plastic currents ”https://www.grida.no/resources/6913

Hainan province, China
Chinese scientists hope to fight ocean pollution by making plastic that 
breaks down when exposed to seawater | South China Morning Post 
(scmp.com)

Barangay Pantao, Phillippines

Tsushima City, Nagasaki
https://tsushima-mltic.com/

「海洋プラスチック問題は中国や東南アジアの問題」？

日本からの海洋プラ発生量は、大規模な不適正処
分が存在するアジア諸国に比べるとかなり少ない
が、日本はそれら国々に廃プラスチックを大量輸出
してきた

https://www.scmp.com/news/china/science/article/2163302/chinese-scientists-hope-fight-ocean-pollution-making-plastic
https://www.pna.gov.ph/articles/1141599
https://tsushima-mltic.com/
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関西広域連合琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会海ごみ発生源対策部会報告書参考資料https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomihoukokusyosankou.pdf
(2020.7.14)（出典）藤枝繁他（2010）瀬戸内海における海洋ゴミの収支．海岸域学会誌, 22(4), 17-29.

Marine litter in Seto inland sea

https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomihoukokusyosankou.pdf


関西広域連合琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会 海ごみ発生源対策部会報告書参考資料<https://www.kouiki-
kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomihoukokusyosankou.pdf>(2020.7.14)

https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomihoukokusyosankou.pdf


関西広域連合琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会 海ごみ
発生源対策部会報告書参考資料
<https://www.kouiki-
kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomiho
ukokusyosankou.pdf>(2020.7.14)

https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/3/3103umigomihoukokusyosankou.pdf


• 大阪湾や瀬戸内海の玄関口・友ヶ島水道に位置

• 第二次世界大戦中まで旧日本軍の要塞地帯

• 戦後は民間事業者により観光開発、現在は公有

だが管理は民間委託

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス (2020/1/14)
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Main research field 



18

左・下左 和歌山市観光協会
http://www.wakayamakanko.com/sightseeing/nature2.html
下右 日本遺産ポータルサイト「葛城修験」
https://japan-
heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story099/index.html

http://www.wakayamakanko.com/sightseeing/nature2.html
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沖ノ島における漂着物の定点モニタリング（2020年9月開始 月1回）

調査区画を設け、区画内の2.5cm以上の漂
着物を全回収。回収したごみを分類・計測

St.2 南垂水

St.1 北垂水



A
B

C

A

B C

調査地点① 北垂水

調査地点② 南垂水
21
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北垂水
（2020年9月調査前)



南垂水
（2020年9月調査前)
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海岸漂着物(人工物)の個数組成（2020年9月～2021年9月）

北垂水 南垂水

【内訳：個数多い順】
• 破片・かけら：発スチ破片、硬質プラ破片、プラシートや袋の破片、ガラス・陶器片
• 飲料：ペットボトルキャップ、ペットボトル、飲料缶
• 食品：食品プラ容器、食品包装、ストロー、プラ食器、発泡容器
• 生活：プラキャップ、生活雑貨、プラボトル、プラ袋

計20,141個
平均1,678個/月

計１１，８８５個
平均990個/月



海岸漂着物(人工物)の重量組成（2020年9月～2021年9月）

北垂水 南垂水

【内訳：個数多い順】
• 釣り・水産：漁業用ロープ・ひも、かき養殖用まめ管/パイプ、フロート・ブイ、釣り糸
• 建築：建築素材（柱、釘、トタン板等）

計429.0kg
平均35.8kg/月

計１１6.2kg
平均9.7kg/月
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破片・かけら類
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飲料
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生活



食品
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釣り・水産



標記言語の割合（2021年1月～2021年9月）

ペットボトル ペットボトルキャップ フロート・ブイ

北
垂
水

南
垂
水



現場で感じるむずかしさ



プラスチックの欠片の動画・写真（南垂水）

写真：友ヶ島・沖ノ島
2021年10月2日

プラスチックや発泡
スチロールは小さ
な破片となってお
り、手作業での回収
は不可能。また、劣
化して脆くなってお
り、触るとその場で
破砕することも。



重機の搬入、人の上陸、
廃棄物の搬出が困難な

場所に漂着

写真：友ヶ島・地ノ島
2021年9月23日



医療系廃棄物や有害物等の危険物混入

注射器、医薬品、生理用品などの衛生用品、

ガスボンベ、農薬の容器、国外から漂着し

たと推定される特定漁具（青色浮子）など

がこれまで実際に回収された。



多大な労力、一方で

海岸漂着物の回収は多くの場合ボ

ランティアや地元団体によって行わ

れている。補助金の規模は限定的で、

時限的予算であるため安定的な活

動が難しい



蛇口を閉めよう

：流域連携の必要性



• 「漂着ごみ」の処理責任者は海岸管理者等(17条1項)

•政府は、海岸漂着物対策を推進するために必要な財政

上の措置を講じなければならない (29条1項)

•海岸漂着物等地域対策推進事業費、地域グリーンニュー

ディール基金などがあるが、時限的措置

•ボランティアや地元団体が回収したごみは一般廃棄物

として市町村が処理→市町村の経済的負担

海岸漂着物処理推進法 (平成21年7月成立・平成30年6月改正)
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文字・記号から排出源を推測することが可能なゴミも…



大阪湾の河川流量。大阪湾環境データベース
http://kouwan.pa.kkr.mlit.go.jp/kankyo-
db/data/kankyou/shuhen/suishitu/b1_09kasen.aspx

友ヶ島の漂着ごみが、

大阪湾流域圏の散乱ごみが

河川を経由して流出してきた

ものと仮定すれば、

流域圏の連携による発生・流

出抑制策が不可欠
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海岸漂着物処理推進法

• 海洋ごみの回収・処理や発生抑制にかかる具体的な取組は、都道府県が必要に応じて策定

する地域計画（14条）に基づき、各地域の状況に応じて推進する「都道府県は・・・・単独で

又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画を作成するものとする。」

• 漂着ごみが他都道府県から流出したと認められる場合の、当該都道府県に対する処理その

他必要な事項に関する協力要請(19条1項)

府県名 策定年

大阪府 2016→2021改訂

兵庫県 2010 (日本海沿岸)
2013 (瀬戸内海沿岸)

京都府 2011

和歌山県 2013

地域計画の策定状況 (2016年度時点)。
海なし県である栃木県、群馬県、 埼玉県、山梨
県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県のほか、岩
手県・福島県が未策定 (震災・放射性物質汚染
廃棄物処理対応中のため)。

環境省「平成29年度 漂着ごみ対策総合検討業務報告書」
http://www.env.go.jp/water/marirne_litter/hyouchaku_1.pdf



大阪湾流域圏に
おける連携での
海洋ごみ対策へ
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大阪湾の海洋ごみの

現存量と収支は？

どのように生産や消費
を変えれば、どれだけ
大阪湾のごみを減らせ
るのだろうか？

友ヶ島のごみの

組成・発生源は？

友ヶ島から、大阪湾流域圏へ



暮らしを変えよう

：つくる責任、つかう責任



12.4 2020年までに、

合意された国際的な枠組

みに従い、製品ライフサイ

クルを通じ、環境上適正

な化学物質や全ての廃棄

物の管理を実現し、人の

健康や環境への悪影響を

最小化するため、化学物

質や廃棄物の大気、水、土

壌への放出を大幅に削減

する。

12.8 2030年までに、

人々があらゆる場所にお

いて、持続可能な開発及

び自然と調和したライフ

スタイルに関する情報と

意識を持つようにする。



増加するプラスチック生産

Islam, S.N.et al. (2019) Frontier Technology Quarterly, September 2019: Frontier 
technologies for addressing plastic pollution.

https://www.researchgate.net/publication/336073612_Frontier_Technology_Quarterly_September_2019_Frontier_technologies_for_addressing_plastic_pollution


ごみの流出はなくならない
「不適正処理ごみ」は発生する
日本の不適正処理ごみの量、および海洋への流

出量は相対的に少ないが、一定量は確実に存在

写真：大和川下流域の河川敷。2021年8月～9月に撮影



クリーンアップに参加しよう！～ごみ掃除は最後の砦～



多様な主体による参加型調査
これまでの調査に、行政、大阪湾流域圏の企業、小中学生、大学生、地域住民など延べ

500人以上が参加。異なる立場の人々が共に海洋プラ問題を学び、考える場として機能



海洋ごみ×アート
”MIGO”(ミーゴ) 

アート監修：友井隆之
映像：海南友子
協賛 花王(株) 象印マホービン(株)
協力 和歌山市 加太観光協会

Garbage flower



プラスチックの使用を減らそう

プラスチックの使用を減らそう
～買い物は企業への投票～

プラなし生活 | プラスチックを減らす・なるべ
く使わない生活 (lessplasticlife.com)

https://lessplasticlife.com/


使用中

適正処理

焼却処理
リサイクルなど

不法投棄
・漏洩など

海洋流出

船による回収

海底に
沈降堆積

外海に流出

他海岸に漂着

浮遊・漂流

友ヶ島に漂着

海岸に蓄積

再流出・漂流

一年間の
プラ
消費量

「消費量の一定割合は必ず不
適正処理に回る」という前提
の下で、プラスチック消費の総
量を削減するべき
→生産と消費の変革が必要

河川流出



まとめ

• 友ヶ島での調査では、私たちの日常生活に由来するプ

ラごみが多数見つかっている

• 大阪湾のような閉鎖性水域で問題に取り組んでいくた

めには、行政区を超えた自治体・企業・住民の流域間連

携によって、「蛇口を閉める」ことが不可欠

• 大阪湾の海洋プラ汚染を改善していくためには、散乱

ごみの抑制によって流出を防ぐとともに、「不適正処理

は必ず出てしまう」という前提のもとで、使用量を減ら

していくことも必要

• その意味で、クリーンアップへの参加や、プラスチック

を減らした生活を選んでいくことは意義がある



一般社団法人 加太・友ヶ島環境戦略研究会
（Kada Tomogashima Institute for Environmental Strategies：KATIES（ケイティーズ））

大学教員、弁護士、環境コンサル、アーティストなどの専門家で構成される大阪湾海洋ごみ
問題に取り組む活動団体です。調査や活動へのご参加・ご協力を随時受け付けております。
お気軽にお問合せください。
【HP】https://tomogashima.or.jp/ 【contact】info_katies@tomogashima.or.jp


