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１ はじめに 

近年、海洋プラスチックゴミによる海洋汚染が注目され、プラスチック製品の排除に向けた世界

的ムーブメントが起きている。プラスチックは紫外線などで劣化し、25 mm2 以下になるとマイク

ロプラスチックと呼ばれる。これは単に浮遊して海洋を汚染するだけでなく、海水中の有害成分が

濃縮され、それを生物が誤飲するなど、深刻な環境問題になっている。マイクロプラスチックは小

さいため、全てを回収するのは困難であり、その大半がどこに分布しているか分かっていない。 

宮崎県立宮崎北高等学校では、２年前からサイエンス科の授業及び学科活動にてマイクロプラス

チックの研究に取り組んでいる。しかし、論文検索をしても日向灘のマイクロプラスチック量に関

する研究の報告例が見つからなかった。 

一方、宮崎北高等学校と宮崎県立宮崎海洋高校は、13 年間にわたって海洋研究者の育成を目標

に、宮崎北高等学校サイエンス科海洋実習を行ってきた。令和元年度、宮崎北高等学校サイエンス

科 1 年生が、海洋実習で宮崎港内の海水からマイクロプラスチックを発見した。そこで、本研究で

は、宮崎海洋高等学校の実習船「進洋丸」にてニューストンネットを曳航し、日向灘のマイクロプ

ラスチック調査をする。 

また、海洋プラスチックゴミは潮の干満や風などの影響で砂浜に漂着する。小さなマイクロプラ

スチックも同様に砂浜の漂着ゴミの多い箇所にまとまって埋もれている可能性も考えられる。そこ

で、宮崎市沿岸の木崎浜や青島などのマイクロプラスチックの有無を調べた。 

なお、本研究は理数系高等学校と職業系高等学校の共同研究で実施する。 

２ 方法 

２－１ 日向灘の調査 

（１）サンプリングの海域 

サンプリング場所は、海洋実習船「進洋丸」

の航路図で確認する（図１ Point1：大陸棚斜

面 31-55.6N  131-43.0E 、Point2：大淀川河

口 31-53.6N  131-28.9E ）。 
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図１ 日向灘の採集ポイント 
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（２）サンプリングした日 

サンプリングは令和 2 年 7 月 10 日に実施した。当日は

快晴であったが、前日が雨天であったため、大淀川から流

れ込む濁流により Point2 は茶色く濁っていた。一方、

Point1 は河口から離れていたため濁りはなかった（写真

１）。なお、Point1 は黒潮の流れには達していない。 

（３）サンプリングの方法 

標準的なニューストンネット（離合社製 JMA Neuston 

net（網口幅 75×75 cm、公称目合 0.330 mm ）を用いてサ

ンプリングを行う。網口内に濾水計を取り付ける。曳航時

にはニューストンネットの網口の半分が沈むようにブイ

で調整する。曳網速度は約 2 ノット、一回の曳網時間は

10 分とする（写真１）。得られた海水から、プラスチッ

ク片を手作業で分別した。 

２－２ 木崎浜・青島の調査 

（１）サンプリングした砂浜 

日向灘沿岸の木崎浜と青島は近接した砂浜である。青

島は観光客が多く集まる観光地であり（写真２）、木崎浜

はサーフィンの世界大会が行われるほど有名な砂浜であ

る（写真３）。2 つの砂浜の間には加江田川が流れている。 

（２）サンプリングの方法 

それぞれの砂浜で採集面積 6000 cm2 から、表層 2 cm

の砂を集めて合計 12000 cm3 の砂を採集する。なお、今

回の研究では、砂浜に埋蔵されているマイクロプラスチ

ックを確認するために、漂着ゴミの多い場所を中心にサ

ンプリングを行った（写真２＆３）。 

（３）ふるいによる分別作業 

採集した砂を、ふるい（10 mm マス）を使ってプラス

チックゴミや大きな植物片を取り除く（写真４）。これを

混合物Ａとし、通り抜けた混合物Ｂとする。次に、混合物

Ｂをふるい（1 mm マス）を使って、ふるいに残るマイク

ロプラスチックと貝殻や小さな植物片を混合物Ｃ、通り

抜けたものを混合物Ｄとする。さらに混合物Ｄはふるい

（0.5 mm マス）を使って、ふるいに残ったものを混合物

Ｅとする。最終的に混合物Ａと混合物Ｃ、混合物Ｅ、砂が

残る。その後、混合物Ａのプラスチックごみを、大きな植

物片と分別する。混合物Ｃはマイクロプラスチックと、貝 

殻や植物片を分別する。これらの分別は手作業で行うため、プラスチック片を破壊しないよう

に注意する。さらに、混合物Ｅは 100 ml ビーカーに入れ、水面に浮くものと沈むものに分け

る。水面に浮いた物はマイクロプラスチックの可能性が高いため、スポイトで回収する（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 進洋丸での曳航 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 青島での採集風景 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 木崎浜の採集風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ ふるいによる分別作業 

 

 採集 混合物Ａ 混合物Ｂ 混合物Ｃ 混合物Ｄ 混合物Ｅ 砂 

プラスチック（ 25 mm2超） 〇 〇      

マイクロプラスチック（25 mm2 ～ 1 mm2 ） 〇  〇 〇    

マイクロプラスチック（1 mm2 ～ 0.25 mm2 ） 〇  〇  〇 〇  

植物由来のゴミ 〇 〇 〇 〇    

貝殻 〇  〇 〇    

砂 〇  〇  〇 〇 〇 

表１ ふるいによる分別 



 

 

（４）画像解析プログラムの作製 

まず、マイクロプラスチックと 

25 mm2 紙片を一緒に撮影する。 

画像解析プログラムは、プログラ

ミングソフト MATLAB ( M 言語、

MathWorks 社 )を用いて自作した。

撮影写真を白色と黒色で表現する

二値化を行い、白黒画像にする（図

２A&B）。画像解析プログラムがマ

イクロプラスチックと 25 mm2 紙

片を認識しているか、認識している

境界線表示させ、元の画像上に表示

する（図２C）。さらに、構造物を

ラベリングして計測したデータと

紐づける（図２D）。なお、作製し

た画像解析プログラムのスクリプ

トを示す（図３）。 

３ 結果 

３－１ 日向灘の調査 

日向灘のサンプリングからは

Point1 ではマイクロプラスチック

を１個確認した。一方で Point2 で

は 26 個のマイクロプラスチックを

確認した（写真５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 木崎浜・青島の調査  

木崎浜から計 242 個（6000cm2、表

層 2cm あたり）のプラスチック片を

採集し、そのうち 111 個がマイクロ

プラスチックであった（グラフ１）。

青島から 111 個（6000cm2、表層 2cm

あたり）を採集し、そのうち 56 個が

マイクロプラスチックであった（グ

ラフ２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 自作の画像解析プログラムによる検出 
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Ｃ           Ｄ 

clc,close ,clear, 

Path = 'C:¥DCIM¥写真¥マイクロプラスチック５¥'; 

Read_File = ([Path 'DSCF1056.jpg']); 

Img_01 = imread(Read_File); 

figure, imshow(Img_01); 

Img_02 = Img_01(:,:,3);                  

Th01=153;                                 

Img_bw=Img_02>Th01;                      

figure,imshow(Img_bw); 

Img_wb=imcomplement(Img_bw);             

figure,imshow(Img_wb);                   

Img_wb=imfill(Img_wb,'holes'); 

Img_wb=imerode(Img_wb,strel('disk',6));  

Img_wb=imdilate(Img_wb,strel('disk',6)) 
figure,imshow(Img_wb);                   

[L01,num01]=bwlabel(Img_wb);                 

Size=size(Img_wb);                       

Img_bk=zeros(Size);                      

Th02=15000;                              

Th03=150000;                              

for  i01=1:num01                           

     Area01=length(L01(L01==i01));           

    if  Area01>Th02 && Area01<Th03       

        Img_bk(L01==i01)=L01(L01==i01);  

    end 

end 

figure,imshow(Img_bk); 

Img_bk=im2bw(Img_bk); 

Data=regionprops(Img_bk,'Area'); 

Area02=(19.*5).*(14.*5);                    

Area03=3456.*4608;                     

[L02,num02]=bwlabel(Img_bk);                 

for i02=1:num02 

    Area00=(Data(:,1));             

    Area99=Area00(i02,1);   

    Area04=(Area99.Area(1,1)); 

    Area05=Area02.*Area04./Area03; 

end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 自作の画像解析プログラムのスクリプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 採集したマイクロプラスチック 

 



 

 

木崎浜の方が青島よりも 2倍程度プラスチッ

ク片が多かったが、いずれの砂浜で採集したプ

ラスチックの約半数がマイクロプラスチック

であった（グラフ３）。また、それぞれの砂浜

で得たマイクロプラスチックの大きさ平均値

をウェルチのｔ検定で比較したところ、統計的

に優位な差が得られ（p < 0.05）、木崎ヶ浜のマ

イクロプラスチックは青島よりも大きいとい

える（グラフ４）。 

４ 遠洋海域のサンプリング 

例年、宮崎海洋高等学校はハワイまで遠洋航

海実習を行っていた。この航路にプラスチック

ベルトと呼ばれる海域がある。しかし、令和 2

年度は世界的なコロナ禍により、宮崎海洋高等

学校の実習船がハワイに寄港できなくなり、遠

洋航海の日程と航路の変更を行った。現在、宮

崎海洋高等学校の生徒が別の航路でマイクロ

プラスチックのサンプリングをしている。無事

に帰港されることを祈願する。 

５ まとめ 

本研究から、日向灘沖合を漂流するマイクロプ

ラスチック量よりも、砂浜に埋没する量の方が多

いと推測できる。本研究では、砂浜の満潮線で採集

した。そのプラスチック片は、木崎浜で 24.8 cm2に

1 個（403.2 個 / m2）、青島で 54.1 cm2に 1 個（184

個 / m2）であり、砂浜の漂着物の集まる場所に多

く埋もれている可能性が高い。次に、隣接する 2 つ

の砂浜における個数の差は、砂浜清掃の頻度によ

る影響が考えられる。一方、隣接する 2 つの砂浜

のマイクロプラスチックの大きさに有意差があっ

た。この差は、漂着時の大きさの差とは考えにく

く、砂浜に漂着したゴミからマイクロプラスチッ

クが作られている可能性を示唆していると考える。 
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グラフ１ 木崎浜のプラスチック片の 

大きさ別のヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ２ 青島のプラスチック片の 

大きさ別のヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ３ 採集されたプラスチック片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ４ マイクロプラスチックの 

大きさの平均値 
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