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１ はじめに 

 近年マイクロプラスチックの環境問題への関心が高まっているが、実際の調査についてはいまだ

進んでいない部分がある。本校の理数科地学班は伊豆半島ジオパーク推進協議会の研究指導を受け

ながらマイクロプラスチックをテーマに課題研究に取り組んでいるが、調査ポイントが少ないこと

やサンプリングにも手間がかかることが多い。今年度はコロナ禍のため、移動の制限が加わること

を鑑み下田高校と共同で研究を行うこととした。伊豆半島は砂浜が少ないため、下田高校は白浜海

岸からのサンプリングを中心に行い、韮山高校は昨年度より継続している河川と海洋のマイクロプ

ラスチックの関係や検出手法を中心に研究した。また、本校で行われている中学生対象の科学教室

を高校生が行うことによって、中学生や高校生に環境問題についての意識を持ってもらうことを意

図とした。 

２ 実施内容 

２－１ 科学教室 

本来 6 月実施の予定であったが、コロナ禍によ

る予定変更で令和 2 年 9 月 19 日コロナウイルス対

策を十分に行った中、科学教室がおこなれた。マス

ク着用、手指消毒、換気対策を行い実施された。地

元の中学生に対して高校生が科学教室を行い、「マ

イクロプラスチックの観察・撮影！」というタイト

ルでマイクロプラスチックの大きさや形状、実際

に撮影したり、ブルーライトを照射して蛍光の観

察等を行った。中学生の参加者 22 名、引率者名で

の実施となった。募集定員 20 名のところ定員以上

の希望があったため、中学生の座席配置と担当生

徒の割り振りに注意をし、2 名追加して行った。 

 

 



 

 

２－２ 韮山高校マイクロプラスチック調査 

２－２－１ 実験手法及び結果  

試料を狩野川、柿田川（中流及び下流）、狩野川河口（我

入道）、沼津港で採取した。採取方法は静岡県衛生科学研

究所 環境科学部の手法を用いた。（参考文献１） 

それぞれのサンプリング地点で見つけられた、マイク

ロプラスチックの数と大きさを右表に示す。表 1 に採取

したマイクロプラスチック（以下ＭＰ）の個数を示す。確

認したＭＰの数量は昨年度狩野川で 8 個採取されていた

が、昨年よりも全体的に多かった。狩野川の下流（我入道）

では中流に比べＭＰの検出量が多い。我入道では大きめ

のＭＰが他の地点より多く見つかったほか、ＭＰ全体の量も他の地点より多かった。発見されたＭ

Ｐの大きさも下流にいくにしたがって、大きさの小さいＭＰが多くなっていった。源水が湧水であ

る柿田川からも少量ではあるがＭＰが検出された。 また、柿田川も中流より下流の方がＭＰが多

くなっている。 

２－２－２「考察」 

・狩野川  ＭＰの個数が下流に行くにつれて多くなるのは下るにつれて支流や用水路が合流

するからと考えられる。来光川、黄瀬川、大場川からの狩野川への生活排水の流入により、狩野川

と我入道の間で３００～６００μｍの個数も大きく増加している。また、小さいＭＰは河口の方が

数が多いことから、浸食によってＭＰがしだいに小さくなっていると考えられる。 

・柿田川 湧水によって形成された河川で、非常に透明度の高い河川ではあるが、今回ＭＰは検

出された。柿田川の中流では、採水ポイントの少し上流の地点に柿田川浄化施設が存在しているほ

か、その付近でクレソンを栽培していた用具のプラスチック残骸がわずかながらもプラスチックと

して流入してしまっていると予想される。下流の採水ポイントでは、明渠水路、暗渠水路からの生

活排水の流入により、中流と比較すると多くのプラスチックが採取されたと考えられる。 

２－２－３ ナイルレッド染色によるマイクロプラスチック検出手法 

本校ではＭＰの検出精度を高めるため、ブルーライトによる蛍光によって判別しづらいＭＰ

を検出していたが、ＭＰによってはブルーライトでも蛍光を発しないＭＰも多く存在するため、

ナイルレッドによる染色法を利用することにした。（参考文献２）サンプリングの手法が水面下

10cm であることから、水に浮かぶ比重（0.85~0.92g/cm3)のポリプロピレン（以下ＰＰ）に注目

して、染色を試みた。ＰＰは様々な色の種類を用意し、透明なサンプルのポリカーボネート（Ｐ

Ｃ）も染色した。透明なサンプル

は H2O2 処理後のリグニンやキチ

ン等との判別がしにくいことも

踏まえ透明はプラスチックの種

類も変えて染色した。 

染色後の結果を図１に示す。 

ポリプロピレンでは染色前に

蛍光を発したサンプルは、蛍光黄

色、蛍光緑の２色のみであり、そ

れ以外のサンプルではブルーラ

イトとフィルターでの蛍光は全

く見られなかった。しかし、染色

後のサンプルでは蛍光を示さなかったすべてのサンプルで蛍光が観察された。 

「考察」 Nile Red による染色方法は、ＭＰの検出手法として有効であり、今後実際のサン

プルで染色することを考えている。また、キチンやリグニンといった生物が合成する有機物もＭ

Ｐとの判別しにくい物質であるため、この手法で染色したときどのような結果になるのか検証

して、正確な分析をする手法を開発する予定である。 

大きさ(μm) 柿田川中流 柿田川下流 狩野川 我入道 沼津港
～300 1 4

301～450 5 2

451～600 2 1 4 8 3

601～750 1 4 1

751～900 1 3 2
901～1050 1 1 2 2

1051～1200 1 1 1 1

1201～1350 1 2 1
1351～1500 1 1 2
1501～1650 1 1 1 1
1651～1800
1801～1950 1
1950～2100
2101～2250
2251～2400 1
2401～2550 2
2551～2700 2
2701～2850
2850～3000 2
3000～ 1

合計 3 8 15 32 15

表１ 

図１ 



 

 

２－３ 下田高校マイクロプラスチック調査 

２－３－１ 目的及び実験手法 

 私たちは、短時間かつ高価な溶液であるヨウ化カリウムを用いないでできる分析法 の確

立と伊豆半島の環境プラスチックの分布を明確にすることである。伊豆半島白浜海岸でのサ

ンプリングを中心に行い、台風の前と後でのＭＰ量の変化も研究した。 

①下田白浜海岸および稲生沢川で試料採取を行った。その際、時期によるプラスチック量の

変化を検証すべく下田白浜海岸での試料採集は５回行った。 

②下田白浜海岸では 30cm×30cm×1cm の範囲にある砂を南北 2カ所×3試料ずつ採取した。

稲生沢川では韮山高校と同様の試料採取に挑戦したものの、エンジントラブルで上手くいか

なかった。 

③直径 2 mmの穴があいたパンチングボールで篩にかけた後、塩酸で貝殻を取り除き、密度

の異なるエタノール、水、各種濃度の食塩水を使い分けて、プラスチックがどの種類の合成

高分子でできているか決めた。 

２－３－２ 結果 

採集場所及び MP の種類（図２） 

白浜海岸での砂の採取。Ａは静岡県の地図。丸印（〇）が下

田白浜海岸の位置。Ｂは下田白浜海岸の航空写真（Google Map

より転載）。南側の丸印（〇）がコンビニエンスストア前、北

側の丸印（〇）が白浜神社前。地図は北が上、南が下になるよ

うにしてある。Ｃは砂を採取したコンビニエンスストア前の写

真。Ｄは砂を採取した白浜神社前の写真。Ｅは満潮線から 30 

cm 四方を採取した様子を示した写真。Ｆは最も多かった 11 月

４日に見つかったプラスチック片の写真を一例として示した

もの。左側にあるポリスチレン（発泡スチロール）３断片を除

き、すべてポリプロピレンであった。 

 

採集した MP の分析（図３） 

   白浜海岸の砂に見られる環境プラスチックの

分析。Ａ．私たちの新型分析法で発見できた

プラスチック片の大きさを示したヒストグラ

ム。Ｂ．私たちの新型分析法で種類が分かっ

たプラスチックに対して各種類の割合を示し

た円グラフ。その他はポリエチレンの断片１

つとポリエチレンテレフタレートの断片２つ

である。Ｃ．ポリプロピレンの発見頻度。誤

差棒は標準偏差。コンビニ店前と白浜神社前

で有意な差は検出されなかった（P>0.05）が

日付間の差異はあった（P<0.05） 。Ｄ．ポリ

スチレンの発見頻度。コンビニ店前と白浜神

社前で有意な差は検出されなかった

（P>0.05）。誤差棒は標準偏差。 

 

２－３－３ 考察 

砂は天候条件以外の確実性が高くなると判断し、満潮線上から採取した。台風との関連性を比

較すると、台風が接近した 10 月 18 日は採取できたプラスチックの個数が増加し 6 月 10 日

と採取できたポリプロピレンの量を比較すると 14 倍の差が見られた。強風や台風により、打ち

寄せるプラスチックの量に増減が見られると考えられる。ＭＰの色や形から緑と青のプラスチッ

ク片の中には比較的大きめの破片が多くあり、その中の一部にはマリンレジャー関係と考えられ

図２ 

図３ 



 

 

るものも含まれていた。私たちは、伊豆半島における環境プラスチックのデータが少ないことか

ら自分たちの研究が伊豆半島の環境保護に繋がると考えた。今回の研究に取り組み、プラスチッ

クの種類を新たな方法で判別することに成功した。今後は、共同研究を行っている韮山高校との

データ共有、白浜海岸で最も多かったポリプロピレンの削減方法の探索、海水に含まれるプラス

チックの割合と砂に含まれるプラスチックの割合の比較を行いたいと考えている。独自の判別法

を生み出せたので、さらに多くのデータの分析が可能だと思案している。 

３ まとめ 

コロナ禍という条件の中、感染者数の動向を気にしつつサンプリングや科学教室を行う状況で、

例年通りいかない面もあったが、逆に韮山高校と下田高校と離れた地域の学校が連携して共同研究

を行う新しいスタイルも生まれた。韮山高校と下田高校で ZOOM 会議を行いながら共同研究を行

いながら、研究の進捗状況や打ち合わせを行ってお互いの研究の方向性を見つけていった。当初の

目的では異なる場所のＭＰを同じ実験手法で比較する形で研究を進める予定であったが、韮山高校

は河川に含まれるＭＰを分析する手法、下田高校は砂浜から得られる大量のＭＰを分析する方法に

分かれお互いのサンプリング方法に適した分析方法を研究する形に発展していった。マスコミ等の

報道によりＭＰの関心や環境問題への関心は高まっているが、研究を進めるにあたりきちんとした

データを取ることの重要性を感じることができた。世界レベルの視点ではなく、地域レベルの視点

を導入することで、環境問題が非常に身近であることを意識させることができたと思われる。 
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