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ドイツ研究振興協会（DFG）「exkursー学術の世界をのぞき見る」シリーズ講演 

環境中のマイクロプラスチック、サイズは小さくても影響は大きい？ 

バイロイト大学 クリスティアン・ラフォルシュ 教授（Prof. Dr. Christian Laforsch） 

日本語翻訳：坂下明子 

 

 私たちが取り組んでいる、DFG 協力研究センター(SFB)の長期的目標は、マイクロプラスチック

の特性のうち、自然環境や生物に有害な影響を及ぼすと考えられるものを解明し、その知見をベー

スに、将来に向けて解決アプローチを生み出すことです。例えば、ある特性が自然環境にとって有

害でないとわかれば、そうした新素材を作り出せます。［音楽］ 

 ポイ捨てなど、不適切に投棄されたプラスチックごみの大きな破片は、いつの日かマイクロプラ

スチックとなり、私たちは吸い込んでしまったり、食べ物に含まれて食卓に上ります。ですから、キ

ャンディの包み紙でもプラスチックごみをポイ捨てしてはならないのです。［音楽］ 

 この DFG 協力研究センター（SFB）で、そして私が学者として最終的に目指すのは次のことです。

環境学の専門家である私たちが、化学や材料工学の専門家と緊密に連携し、将来に向けて、環境に

害を与えない、持続可能な製品の開発することです。［音楽］ 

 この研究は日々、喜びと興奮の連続です。生物や自然を相手にしていると、毎日、驚かされること

ばかりです。マイクロプラスチックに関しても、これまでとは違う驚きがあります。例えば、高分子

化学の専門家とのやりとりで、生活空間はどこもかしこもプラスチックだらけと知りました。［音楽］ 

 

 ご紹介ありがとうございます。本日は、ドイツ研究振興協会の講演会シリーズ「exkurs」にお招き

いただき、ありがとうございます。 

 ご来場の皆さん、私の話し方でわかると思いますが、故郷のミュンヘンで、マイクロプラスチッ

クに関する研究についてお話できることをとても嬉しく思います。とくにこのバイエルン州立図書

館は、博士論文の執筆中に資料を探したり、読んだりした大変思い出深い場所です。 

 それでは、マイクロプラスチックの講演を始めたいと思います。講演のタイトルは、少し変更し

て「環境中のマイクロプラスチック、サイズは小さくても影響は大きい？」です。マイクロプラスチ

ックについては、皆さんもご存じのことと思いますが、メディアでも毎週のように取り上げられ、

もっとも、学術的な観点から言うと、これはかなり古くからあるテーマです。何と、マイクロプラス

チックの海洋生態系に及ぼす影響については、すでに 1972 年にあの有名な『サイエンス』に報告が

掲載されています。ところがその後、この話題は取り上げられなくなりました。自然環境のプラス

チックごみやマイクロプラスチックは、学界も社会も関心を寄せなくなったのです。この話題に追

い風が吹いたのは 2004 年頃で、イギリスのリチャード・トンプソン教授の同じく『サイエンス』に
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掲載された「Lost at Sea: Where Is All the Plastic?」がきっかけでした。それから約 10 年が過ぎ、

トンプソン教授はプラスチックごみやプラスチックそのものを危険物質と見なすべきだと訴えまし

た。 

 ひとまず、プラスチックを少し別の角度から見てみたいと思います。そもそもプラスチックや合

成樹脂はもともとは危険物質ではなく、輝かしい歴史を歩んできました。1940 年頃には合成樹脂の

大量生産がスタートし、ナイロンストッキングが登場します。それ以来、プラスチック製品はどの

産業部門にも欠かせない存在となっています。自動車産業もバイオ医薬も例外ではありません。で

すから、毎日の生活でも至るところでプラスチックを目にします。朝は、プラスチックで始まり、日

常的な買い物もプラスチック製品だらけです。コミュニケーションにおいてもプラスチックは大き

な役割を果たしています。会場の若い方のために言いますが、左上に見えるのは、電話です。もちろ

ん移動手段も、どう動くものであれプラスチックの恩恵にあずかっています。また、日用品の安全

面においても、プラスチックがとても大きな役割を担っています。プラスチックは私たちの研究で

も、薬や治療にも重要な要素となっています。プラスチックがなかったとしたら、今日の講演もこ

れほどスムーズには行えません。 

 こうした背景から、プラスチックはヨーロッパ経済においても重要なファクターとなっています。

そして、実に多数の雇用がプラスチック産業に依存しています。ですから、世界のプラスチック生

産量が、ナイロンストッキングの登場時点の 170 万トンから現在の 3 億 6000 万トンへと飛躍的に

伸びたのは、当然のことと言えます。 

 それではなぜ、問題を解決してきたプラスチックが問題の張本人となってしまったのでしょう。

その一因は、ここ数十年、皆がプラスチックごみの行く末から目を背けてきたことにあります。60

年代初頭以降、使い捨て社会が新しい生活様式

．．．．．．．

としてもてはやされてきました。プラスチックの 40％

が、容器包装の材料となっていれば、容器包装ごみの量が急増するのも当然です。そして残念なこ

とに、容器包装ごみの一部もポイ捨てなど不適切に投棄されています。こうした光景は、至る所で

目にします。世界経済フォーラムの試算によれば、容器包装ごみのうち 32％が不適切に投棄されて

います。私の好きな容器包装の広告が、これをうまく言い表しています。「他のものが行けない所も、

自由自在なプラスチック包装なら行ける」まったく、そのとおりなのです。プラスチックごみは、風

や波によって流され、地球の至る所へと漂流します。これらが分解されるには、プラスチックの種

類によっては、数百年かかると見られています。つまり、これまでにポイ捨てなどで不適切に投棄

されたプラスチックごみは、目に見えるごみであれ、小さなプラスチックの破片であれ、すべて自

然環境の中にとどまっているのです。 

 さて、この講演で一つ目の「？」です。「廃棄物は、どのくらい漂流しているのか？」これらは典

型的な海洋ごみの予想分解時間です。さまざまなプラスチックが、自然環境の中で完全に分解され、

より細かく分裂しなくなるまでに実際にどれだけの時間を要するのかは、私たち専門家にもわかっ
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ていません。先ほどお話ししたように、バイロイト大学の高分子化学の専門家との共同作業で証明

されたことなのですが、生分解性プラスチックであっても環境条件によっては分解が進みません。

今のところ、プラスチックごみの大半は川から大洋に流れ出ていると見られます。このスライドは

その極端な一例で、インドネシアのチタルム川です。ここは、カラフルに舗装された道路ではなく

川の水面です。私たちもこのチタルム川でプロジェクトを進め、河川の状況は大きく改善されまし

た。 

 ただし、現在の推定では、世界全体で毎年 1200 万トンのプラスチックごみが河川から海に流れ出

ています。プラスチックは基本的にとても軽いのでバイロイトで容器包装のリサイクルごみの回収

に使われる「黄色の袋」で換算してみました。黄色の袋の容量は、1 袋約 60 リットル、満杯での重

さは約 1〜5 キロです。実際に毎年、これだけの黄色の袋が河川から世界の海洋生態系に流れ出てい

るのです。つまり、かなり大量のプラスチックごみが毎年、海洋生態系に入り込んでいます。 

 このプラスチックごみによって、海では何が起きているのでしょう？プラスチックは水より軽い

ものが多く、まず、水面に浮遊します。水面に浮遊するプラスチック片は 500 万個に上ると推定さ

れます。さて、「太平洋ごみベルト（Great Pacific Garbage Patch）」という言葉を耳にしたことは

あるでしょう。では、私からの質問です。この「太平洋ごみベルト」とは何でしょうか？そう、[参

加者が]おっしゃるとおり、プラスチックごみでできた島のことで「ごみの島」とも呼ばれています。

テレビ番組「explain it tv」では、巨大なプラスチック・カーペットが浮かんでいると説明していま

す。大洋の広大な環流の上に実際に大きな島が浮かんでいるというのです。 

 ところが、これは「都市伝説」です。世界の海には、ひと連なりのプラスチック・カーペットもゴ

ミの島もありません。衛星写真にも空中写真にも、どんな大きさであれ、大洋に浮遊するプラスチ

ックの島は見つかっていません。存在しているのは、水面下で漂っている小さな破片です。つまり、

「太平洋ごみベルト」は実際にはこう見えます。青い大海です。「太平洋ごみベルト」のプラスチッ

ク破片は実際には、この赤く囲んだ小片だけです。プラスチック片の大半は、実際には水面下にあ

ります。小さなマイクロプラスチック片がある程度まとまったものは、「太平洋ごみベルト」に限ら

ず、全ての環流に必ず存在します。ただし、それらは浮遊する巨大なプラスチックの島ではありま

せん。 

 あまり知られていませんが、プラスチックごみの大半は、時間が経つと劣化や生物の付着によっ

て重くなり、海底へと沈んでいきます。そのため、近年は海底で見つかるプラスチックごみが増え

ています。このように深い海溝でも、プラスチックの小片や大きな破片が見つかっています。この

アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所の仲間による研究調査ではアイスランドとグリーンラン

ドの間、深さ 6000m にある「庭園」と呼ばれる深海観測所にもプラスチックゴミがあることがわか

りました。 

 プラスチックごみの一部は、海洋生態系によって、再び海岸へと打ち上げられます。こういった
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風景は皆さん、ご存じでしょう。ハワイの砂浜「プラスチック・ビーチ」には、実に大量のプラスチ

ックがあります。このプラスチック・ビーチでは堆積物とプラスチックの塊が登場しています。つ

まり、「プラスチック石」ができているのです。おそらく後世に私たちの「プラスチック時代」を物

語るものとなるでしょう。これに対して、もう少し大きいプラスチックごみであるマクロプラスチ

ックは地球の至るところに存在します。 

 そこで本日の講演では、焦点を当てますが、なぜなら、マクロプラスチックは、いつの日かマイク

ロプラスチックになります。実は、「マイクロプラスチック」は正式な学術用語ではありません。一

般的には、5mm より小さい破片をマイクロプラスチックと呼びます。もっとも、定義は時代によっ

て異なります。ここでは、5mm より小さく、自然環境中にあるものをマイクロプラスチックとしま

す。自然環境中のマイクロプラスチックの発生源は、実に多様です。これは、週刊誌『シュピーゲ

ル』の 3 年前の記事です。これには、マイクロプラスチックの 4 大発生源が挙げられています。1 つ

目は、大きなごみが砕かれたもので 2 つ目に、原料のプラスチックペレットがあります。プラスチ

ック産業では、これが加工や輸送の際に漏出します。今では世界のほぼすべての海岸でこのプラス

チックペレットが見られるようになりました。非常に多くの河川敷でも見られます。もう一つの種

類が一次マイクロプラスチックと呼ばれるものです。3 つ目は、そのうちのタイプ A で、家庭用洗

剤や化粧品に含まれています。これらは下水経由で、または直接、自然環境に流出します。4 つ目は、

タイプ B の一次マイクロプラスチックで合成繊維製の衣服の繊維です。これらは、洗濯機から下水

経由で、または直接、自然環境に流出します。 

 自然環境中のマイクロプラスチックの発生源は、これだけではありません。他にもさまざまな発

生源があり、これらは代表例にすぎません。現在は、自然環境中のマイクロプラスチックの最大の

発生源が、交通だと考えられています。タイヤや路面の摩耗によって破片がまき散らされているの

です。建設現場でも、摩擦により大量のマイクロプラスチックが生じます。ここでご覧いただいて

いるようにプラスチックパイプの切断時も同様です。また、農業においても多くのプラスチックが

使われています。そこでも、大量のマイクロプラスチックが自然環境に放出されます。プラスチッ

クが使われる製品はすべて、開けたり閉めたりするたびに、マイクロプラスチックを発生させます。

例えば、プラスチックまな板の上でパンをスライスすれば、マイクロプラスチックの小片が発生し

ます。つまり、私たちも日常生活で多くのプラスチック片を生み出しているのです。こうして発生

したマイクロプラスチックは大気に乗ってまたは水に流され、下水網を通じて、河川や湖にたどり

着きます。このようにして、マイクロプラスチックのすべてが最終的に海に至ると考えられていま

す。もちろん海には、マクロプラスチックだけでなくマイクロプラスチックも大量に存在します。 

 新聞『ツァイト』のオンライン記事によれば、海洋には大量のプラスチック片が存在すると考え

られています。つまり、マイクロプラスチックは大洋の至るところにあるのです。北極から熱帯の

無人島まで。世界中の海の至る所にマイクロプラスチックは存在しています。このように、プラス
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チックは海で最後を迎えるといつも[メディアで]取り上げられています。プラスチックで作られた

ものは、何であろうとすべて海に行き着くのです。自然保護団体 WWF も欧州の業界団体プラスチ

ックス・ヨーロッパも同意見です。プラスチックは海に入れるべきものではないが、必ず海で最後

を迎える。 

 さて、また疑問が沸いてきます。これは海洋だけ

．．．．

の問題なのでしょうか？私たちはみんな海で暮

らしてはいません。それでも、海全体がプラスチックだらけになるのは問題です。しかし、その現場

が家に近いほど、そして、その影響が大きいほど、問題はより深刻になります。私たちは数年前に疑

問を抱きました。これは本当に海洋だけの問題なのだろうか？そして、私たちは新たな試みとして、

淡水生態系でのマイクロプラスチック調査に着手しました。淡水生態系は、海洋生態系への侵入経

路としか見なされていませんでした。海洋生態系だけが、プラスチックのたまり場と見なされてい

たのです。どこに座っているのか見えませんが、この会場にいる仲間と 7 年前に、淡水もマイクロ

プラスチックのたまり場となっていることを発見しました。この研究調査は、イタリアのガルダ湖

で行いました。研究代表者を務めたのは、その頃の私の大学院生であったのイムホフさんで私たち

はこの研究調査を世に広めました。イムホフさんも、この会場に来ています。当時、この研究調査へ

の反響はとても大きなものでした。イタリアのテレビ局「RAI 1」からは電話でこう質問をされまし

た。「旅行者がガルダ湖を避けて、バイエルン州へ殺到するようにわざわざガルダ湖で調査をしたの

か？」もちろん、それは私たちの意図したことではありません。実は、イムホフさんは熱烈なマウン

テンバイク愛好者なのです。彼がガルダ湖を訪れたのはマウンテンバイクを楽しむためで、サンプ

ル採取は二の次でした。私たちが最初のサンプル採取をガルダ湖で行ったのはこういうわけだった

のです。その結果が公表されました。もちろん、淡水中のマイクロプラスチックを考察したのは、私

たちだけではありません。アメリカの五大湖のように都市化の進んだ地域でマイクロプラスチック

を探すにせよ、モンゴルのフブスグル湖のように人里離れた地域で探すにせよ、淡水中でも、場所

によってはかなり多量のプラスチックが見つかります。 

 河川の生態系も同様です。河川の場合は、世界中で表流水でも堆積物でもマイクロプラスチック

の存在が確認されています。私たちは、バイエルン州環境省の発案で 5 つの州と共に研究調査を行

いました。目的は、5 つの州の河川のマイクロプラスチックによる汚染度を確認することです。どの

川も一見したところ、チタルム川のような状況ではなく、かなりきれいに見えました。ところが、サ

ンプルを詳細に見てみると、小さな白い点が混じっています。肉眼では見えなくても、実際にはポ

リスチロールの小さな粒があるのです。つまり、バイエルン州の河川にも多少のマイクロプラスチ

ックが存在していました。これと一致するのが、フラウンホーファー環境・安全・エネルギー研究所

の研究調査で、ドイツの自然環境には、今やマクロプラスチックよりも、マイクロプラスチックの

方が多く放出されているというものです。私たちの研究調査では、表流水 1m3 当たり、約 3〜210 個

のマイクロプラスチック片が見つかりました。もっとも、この結果には注意すべき点があります。
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当時のサンプル採取には、「マンタネット」を使っており。このネットのメッシュサイズでは採取で

きる破片の大きさが制限されるためです。先ほどの数字は、300μm 以下の小片だけを数えたものと

なります。とはいえ、その小片を詳細に見てみると、私たちの調査では、イムホフさんがその作業を

担当しましたが、髪の毛の直径よりも小さい、極小のマイクロプラスチック片がさらに小さいプラ

スチック片に分解されていたのです。 

 つまり、分析手法が進歩するにつれ、これもイムホフ著作です、生態系で見つかる小さなマイク

ロプラスチック片の数が増えることになります。そして、淡水生態系における小片が小さいほど、

そのプラスチック片が、表流水から、河床間隙水域（表流水と河床の間）を経由して地下水へ達する

危険性が高くなるのです。これは、バイロイト大学の水文学の専門家との共同作業で判明しました。

極小のマイクロプラスチック片が地下水に入り込む可能性は確かにあるものの、地下水に関する現

在唯一の研究調査によれば、飲料水への影響はごくわずかなようです。淡水中のマイクロプラスチ

ックの分析はまだ始まったばかりです。私たちの発見は、おそらく氷山の一角にすぎません。 

 氷山の一角にすぎませんが、状況は進行していきます。それをうまく言い当てた表現があります。

「マイクロプラスティチックは、至る所に存在する。湖に、河川に、海に」それでも、マイクロプラ

スチックは水域に存在するという前提に変わりはありません。しかし、マイクロプラスチックが実

際に至る所に存在するのなら、陸にもあることになります。ところが、陸に目が向いたのはわずか 2

年前のことです。海洋淡水生態学者のチェルシー・ロックマン氏が『Science』にオピニオン・ペー

パーとして「マイクロプラスチックの研究調査、海から発生源へ」を投稿しました。マイクロプラス

チックの研究は海洋で始まり、ようやく少しずつ陸へ移行している。しかし、プラスチックの大半

は実際には陸で生産され、そこから海へ運ばれている、というのが彼女の主張です。 

 ここで疑問が一つ湧いてきます。マイクロプラスチックが本当にすべて海に運ばれているのでし

ょうか？PLAWES という別のプロジェクトで、私たちはこの観点を追究しています。このプロジェ

クトでは、陸上生態系から河川に達したプラスチックの量を調査しました。河川から海洋生態系へ

達する量も調査しました。また、プロジェクトの一環で、農地への負荷についても調査しました。残

念ながら、バイエルン州の農地にもマクロプラスチックとマイクロプラスチックの両方が含まれて

いることが判明しました。農地で使われるプラスチックが多いほど、見つかるプラスチックの量も

増えます。これは中国の研究調査です。中国の畑では、非常に大量のマルチシートが使われていま

す。そのため、農地では大量のマイクロプラスチックが見つかります。 

 このプラスチックが農地にたどり着く経路は、さまざまです。まず、不適切投棄によってです。ま

た、小さな破片は大気に乗って農地へ運ばれます。下水汚泥を経由するものもあります。堆肥、つま

り有機肥料も媒体となります。最新の研究調査によれば、下水汚泥の投入によってかなり大量のマ

イクロプラスチックが農地にもたらされています。マイクロプラスチックの大半は下水処理場の下

水汚泥に留まっているためです。こうした下水汚泥が畑に運び込まれれば、下水汚泥とともにマイ
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クロプラスチックも運び込まれます。この研究調査によれば、下水汚泥を介して運び込まれたマイ

クロプラスチックが多いほど、当然ながら、畑で見つかる量も多くなります。つまり、マイクロプラ

チックは汚泥から取り除かれて、河川に流されるのではなく、農地に留まり続けるのです。 

 有機肥料中のマイクロプラスチックについても、バイロイト大学で研究が進められています。有

機肥料は、基本的に非常に有用です。省エネになり、栄養素を農地で再利用できるからです。ただ

し、畑ではマイクロプラスチックの媒介者となっていることもわかりました。週刊誌『シュピーゲ

ル』のオンライン記事がそれをうまく言い当てています。「そう、問題はあなたです！」家の堆肥用

のコンポストボックスを一度のぞいてみてください。有機材料しか入っていないコンポストボック

スはまずなく、数々のプラスチックが混ざっているはずです。造園業者の有機ごみも、家庭の庭で

出るものも同様です。残念ながら、たくさんのプラスチックが含まれています。 

 スーパーの生ゴミに至ってはさらに衝撃的です。どう見ても、プラスチックごみにしか見えませ

ん。これがどうなるかというと……スーパーの生ゴミはこのスクリューで圧縮されます。有機材料

を再利用するためです。ところがこの圧縮過程で、大量のマイクロプラスチックが発生します。再

利用加工者にとってもこれは大きな問題です。彼らはプラスチックを一つ残らず手で取り除くか、

ふるい分けなくてはなりません。網目の大きさは普通 15mm 以上ですから、5mm より小さな小片

は網を通り抜けます。状況は変わりつつありますが、有機肥料内の 2mm 未満の小片は現状では法律

上の「阻害物質」とは見なされません。ですから、有機肥料中にマイクロプラスチックがあっても不

思議ではないのです。スーパーの生ごみから作られる有機肥料には、乾燥重量 1kg あたり、乾燥重

量 1kg はせいぜいこのくらいの量ですが最大で 900 個のマイクロプラスチック片が含まれていまし

た。なかには、1〜5mm の大きめの破片もありました。これも、氷山の一角にすぎません。 

 この結果から計算すると、有機肥料を介して、農地に運び混まれるマイクロプラスチック片は年

間数十億にも上ります。スイスの研究調査も同様で、陸上に存在するプラスチックは、水圏生態系

よりも多く、約 40 倍にもなるという試算結果があります。つまり、陸上生態系には、大洋の 40 倍

ものプラスチックが存在すると見られます。つまり、プラスチックは、海だけの問題ではありませ

ん。プラスチックの問題は、海だけではなく自然環境全体に関わることなのです。 

 自然環境に数十億個のマイクロプラスチック片が存在する、言われても、ピンと来ないことでし

ょう。一つ頭に入れておきたいのは、比較可能なデータがわずかしかないことです。残念なことに、

私たちをはじめ、このテーマに取り組むグループは、それぞれ異なる環境マトリックス、方法でマ

イクロプラスチックを識別しています。つまり、目にするデータの大半は相互比較が行えません。

一つ例を挙げてみましょう。オーストリアの研究グループが、稚魚を捕まえようと網を入れたとこ

ろ、稚魚より多くのプラスチックが網に引っ掛かりました。その研究グループの推計では、毎日約

4.2t のプラスチックがドナウ川から黒海へと流れ混んでいます。一方、オーストリアの環境庁の独

自の研究調査で確認された、黒海へ流れ込むプラスチックの量は、毎日 25〜145kg です。両者の数
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値にはかなり開きがあります。この違いはどこから来るのでしょう？最大の原因は、マイクロプラ

スチックの調査研究のすべて、もしくは大半がスナップショットでしかないことです。さらに、マ

イクロプラスチックは、可溶性の有害物質と異なり自然環境に一様に分布してはいません。つまり、

今この場所でマイクロプラスチックを探して 1000 個の小片が見つかったとしても、3 日後に同じ調

査をしたら、一つも見つからない場合もあるのです。ここに、マイクロプラスチック研究の難しさ

があります。 

 また、自然環境のサンプルからマイクロプラスチックを識別するのは容易なことではありません。

我らがイムホフさんも、かなり苦労をしています。例えば、ハワイのプラスチック・ビーチ、左手を

入れて砂をつかみ、その中にあるプラスチック片を数えるという単純なことではありません。人の

髪の毛の直径よりも小さなプラスチック片も分析しなければなりません。まさに、干し草の山から

針を探す作業です。何を代表サンプルにするか？これも重要です。マイクロプラスチックは、自然

環境に一様に分布してはいないからです。どこで、どれくらいの水を採取すれば、実際のマイクロ

プラスチックの含有量を突き止められるのかという点です。最初の頃は、マンタトロールという網

を使っていました。最近は、このロケットのような形のカスケード・フィルター付きのものを製造

メーカー2 社と共同で開発しました。製造メーカーは 4H-JENA 社や Nägele Mechanik 社です。こ

のカスケード・フィルターは代表サンプルの採取を確実にします。 

 では、採取したサンプルはどうなるのでしょう？ご覧のとおり、見た目は「バケツいっぱいの泥」

です。この泥の中から、一つ一つマイクロプラスチック片を識別しなければなりません。これは、容

易なことではありません。まず、マイクロプラスチック片と思われる部分を、無機物から分離する

必要があります。すると、マイクロプラスチック片と思われる部分と、葉や小枝などの有機物が残

ります。この有機物の中には、昆虫や甲虫の甲皮が含まれます。甲皮には、厚さがプラスチックと同

じものが多く、見た目もよく似ています。ですから、サンプルの分析前にこうした有機物を除去し

なければなりません。 

 もう一つの大きな問題に、私たちはかなり痛い目に遭いました。実験室はプラスチックだらけな

のです。このスプレーボトルを回して開閉するとマイクロプラスチックが発生し、サンプルに入り

込んでしまいます。そこで、空気圧で作動するスプレーボトルなどを開発し、プラスチックをまっ

たく使わずに作業できる環境を作る必要に迫られました。今では、実験室全体がプラスチックフリ

ー、またはほぼプラスチックフリーとなり、サンプルへのコンタミネーションをできるだけ避けて

います。その際、ミュンヘン工科大学と共同でプラスチック片と思われる部分から沈殿物を分離す

る新しい方法を開発しました。改良を重ね、今は Ver.4.0 です。アルフレッド・ウェゲナー極地海洋

研究所とも、有機物を消化する方法を共同開発しました。この方法は、非常によく機能しています。

大半は消化されています。残る問題は、非常に時間がかかることです。自然環境で採取したサンプ

ルを、わずか 1 つ分析するのに 4〜6 週間もかかります。1 つのサンプルの分析としてはあまりに長
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すぎます。 

 不要物を取り除いたサンプルは、熱分析法または分光法で分析します。私たちは、分光法を使用

しています。ガルダ湖の研究調査では、3 つのフィルターを分析するのに 3 カ月を要しました。こ

れが、そのフィルターです。今では、フィルター1 つを 1 日で分析できることもあります。内容の分

析は自動で行われます。これは、ウィーン大学と共同開発しました。ここでは、色の付いたものだけ

がプラスチック片で、それ以外は、有機物か堆積物の小片です。マイクロプラスチックの分析は劇

的な進化を遂げていますが、分析のレベルにはまだ、発展の余地があります。それでも、マイクロプ

ラスチックは自然環境の至る所に存在していると断言できます。 

 では、自然環境にプラスチックが存在するとどんな支障があるのでしょうか。まず考えられるの

が、美観上の問題です。ごみが落ちていては、景色も台無しです。誰だって、手入れの行き届いた美

しい砂浜で休暇を過ごしたいものです。荒れ放題の海岸を好む人はいないでしょう。プラスチック

ごみの不適切投棄は資源のムダにもつながります。 

 最も気掛かりなのは、生物、生態系、そして何より私たちの健康にも及びかねない影響ではない

でしょうか。この絵がそれをうまく表しています。多くの生物が、天然のエサと間違えてプラスチ

ック片を食べます。このカメの好物はクラゲです。ときどき、間違えてプラスチックの袋を食べそ

れが原因で命を落とすこともあります。海洋生態系では、250 種の生物においてエサと一緒にプラ

スチックを摂取しているのが確認されています。微少なプランクトンから大きいものは、マンタと

して知られるオニイトマキエイまで。淡水の生物も同様です。淡水の研究調査でも、イムホフさん

が多大な貢献をしています。カタツムリや淡水エビ、ミミズ類、さらにはミジンコや貝虫のような

フィルターを通過するものなど、かなり多くの淡水生物に、エサと一緒にマイクロプラスチックを

摂取する可能性があります。このオレンジの点はすべてマイクロプラスチック片で、今挙げた生物

の消化管に見つかります。これらの生物は、魚など食物連鎖で上位の生物のエサとなります。です

から、淡水魚の胃や消化管にマイクロプラスチックがあっても不思議ではありません。 

 こうした流れは陸上生態系にも見られ、エサと一緒にマイクロプラスチックを摂取していること

がわかっています。ミミズやトビムシもそうですし、食物連鎖の頂点にいる肉食動物も、エサと一

緒にマイクロプラスチックを摂取しています。つまり、人も食べ物を通じて実際にマイクロプラス

チックを摂取する可能性があるのです。 

 では、私たちがマイクロプラスチックを飲み込んだら、どうなるのでしょうか？一体どんなリス

クがあるのでしょうか？大きなプラスチック片なら話は単純です。海洋生物も、陸上生物もそのプ

ラスチック片を詰まらせて、おそらく命を落とすでしょう。また、プラスチック片は大きくても小

さくても、侵入種や病原体の媒介者になることがあります。プラスチックはとても寿命が長く、と

くに水性生物の生息空間では非常に遠くまで運ばれるからです。このため、プラスチックは生物を

本来の生態系から他の生態系へ移動させることがあります。その生物が他の生態系に棲みつき、在
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来種を排除するようなら、それらは「侵入種」となります。 

 さらに、プラスチックによって病原体が実際にかなり長い距離を漂流することも確認されていま

す。これも、プラスチックに考えられる間接的な影響の一つといえます。生物間の交信には化学物

質が使われますが、プラスチックはこうした化学物質を吸収してしまうのです。オスとメスの間の

求愛や、天敵の探知にも化学交信が使われていて、この交信が阻害されると、食物連鎖のバランス

が激しく崩れます。それによって、生態系全体のバランスが乱れかねません。 

 さて、プラスチック片の影響は海洋生態系に限りません。おそらく陸上生態系にも影響があるで

しょう。農地では、土壌の機能を変化させると考えられます。土壌の保水力や微生物の構成は土壌

の機能を大きく左右します。土壌にプラスチックが混ざっていると土壌中に生息する微生物が変化

するという調査結果も出ています。この調査によれば、土壌中のプラスチックの影響は、土壌中の

生物や植物の生育にも及んでいます。また、マイクロプラスチックではなく、プラスチック片がナ

ノレベルにおいて植物に摂取される可能性を示した研究調査もあります。これは、影響が食物連鎖

にも及んでいる可能性を示しています。つまり、私たちも、他の生物も、食べ物と一緒にマイクロプ

ラスチックを実際に摂取していることになります。 

 これにはどんな影響があるのでしょうか？比較的大きなプラスチック片なら、消化管を損傷しか

ねません。これはアホウドリの若鳥と、その胃の内容物です。このアホウドリは、生き延びることが

できませんでした。多くの地域で、親鳥がプラスチックごみをエサとして与えています。そして、多

くの地域で特定の水鳥の固体数が急激に減少しています。では、私たちが食べ物と一緒にプラスチ

ックを摂取したらどうなるのでしょうか。最新の研究調査によれば、人が食べ物と一緒に摂取して

いるプラスチック片の数は年間 4 万〜5 万個に上るといわれます。その小片はどうなるのでしょう

か？さくらんぼの種を飲み込んでしまうことはよくあります。その種は、使いものにならなくなり

ます。今挙げた研究調査でも、「入ったものは、出てくるべき」と表現されています。人や他の生物

が、食べ物と一緒にマイクロプラスチック片を摂取しても影響はないのかもしれません。それでも、

マイクロプラスチックの摂取に懸念されるリスクもあります。一つは、高分子や、プラスチックの

製造に使われる添加剤の毒性、または消化器官へのホルモン作用です。そうした添加剤が、実際に

消化管に入り込む場合があると指摘する調査研究もあります。これには批判的な調査研究もあって、

摂取される添加剤は、取るに足らない量であり、添加剤が生物の消化管に入り込んでも、直接プラ

スチックから自然環境へ放出されても、無視できる範囲です。添加物に本当に毒性や、ホルモン作

用があるなら、生物の消化管だけでなく自然環境でも同じ影響が出るはずだ、という見解です。 

 もう一つのリスクは、プラスチック片の表面に有害物質が付着する可能性で、阻害物質の摂取量

の増加が懸念されています。これに関しては、原料のプラスチックペレットについてこう指摘する

研究があります。有害物質の濃度は世界的に、プラスチックペレットの方が周囲の水域より高いこ

とから、[研究者は]同様にプラスチック片に有害物質を付けました。その有害物質が、消化管で放出
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されると見る調査研究もあれば、消化管での放出を疑問視する調査研究もあります。プラスチック

片にはむしろ消化管の洗浄効果があり、人の体内にある有害物質はプラスチック片に付着して体外

に排出されるというのです。消化管内のプラスチック片については以上のような見解があります。

では、腸を通過する際にマイクロプラスチック片は生物に影響を及ぼすのでしょうか？特に気にな

るのが、腸のマイクロバイオーム、いわゆる「腸内フローラ」への影響です。これを形成している細

菌は、腸のはたらきに不可欠です。免疫システムにおいても栄養素を吸収する際も大きな役割を果

たしています。魚やネズミの場合、マイクロプラスチックを摂取すると腸内フローラに障害が出て

います。人の消化管もマイクロプラスチック片によって、物理的に損傷すると見られています。 

 しかし、最も危険視されるのは、マイクロプラスチック片が消化管を通過するにとどまらず、消

化管から組織へ移行することです。貝やカニ、ミミズ類などでマイクロプラスチックが消化管にと

どまらず、実際に消化管から組織や細胞に移行することが確認されています。マイクロプラスチッ

クが組織へ移行すると炎症反応が起こるという指摘もあります。そうはいっても、貝やミミズ類の

消化管は人の消化管とは全く異なるものです。人にも同じことが起こるのでしょうか。薬学研究で

は、以前から知られていることですが、ほ乳類では、小片状物質が消化管から組織へ移行します。自

然環境のサンプルの中に見つかるマイクロプラスチックは、まさにその大きさです。薬学研究では

すでに、プラスチックが頻繁に用いられています。このラテックス片もそうです。この小片は、消化

管から組織へ移行します。これは例えば、消化管から目的の組織へピンポイントで薬を送り込むの

に使われます。つまり、このマイクロプラスチックは本当に、人の消化管から組織や細胞に移行す

るのです。 

 また、マイクロプラスチックが大気中に漂っていると聞いたことはありませんか？デンマークの

研究者によれば、人が吸っている大気の中には、1m3 当たり最大 16 個のマイクロプラスチック片

があります。私たちが今いる、この空間にもです。私はみなさんより多くのマイクロプラスチック

片を吸い込んでいます。なぜなら、私は話していて、呼吸量が多いからです。今この瞬間も、ここで

全員が呼吸をし、空気と一緒にマイクロプラスチックを吸い込んでいます。それにどのような影響

があるのか、今のところ、言えることはありません。マイクロプラスチックを実際に吸い込むとど

うなるかという研究にはまだ誰も手を付けていないからです。おそらく、マイクロプラスチックの

大半は粘膜に貼り付き、飲み込まれます。消化管に入ったマイクロプラスチックはどうなるのでし

ょうか。 

 質問は山のようにあり、答えが追いついていません。そのため、マイクロプラスチックに関する

研究は緊急性の高いものばかりです。同じ種類の高分子でも、さまざまな局面への影響が見られる

研究調査がいくつもあるかと思えば、同じ種類の高分子、同じ生物でも、マイクロプラスチックの

影響が見られない研究調査も多数あります。その一因は、研究調査によって実験の濃度が異なるこ

とです。非常に高い濃度で実験をすれば、時間や内容に差はあれ必ず影響は出てきます。つまり、高
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濃度であれば何かしら影響は出てくるのです。ここで重要なのは、一口に 「マイクロプラスチック」

と言っても同じものを指すとは限らない点です。自然環境中の「あの」有害な化学物質と、特定して

はいません。マイクロプラスチックを構成する高分子には、化学的・物理的特性の異なる多種多様

なタイプがあるからです。自然環境中における大きさや形状が違えば、表面特性もさまざまです。

さらに話を複雑にしているのは、自然環境中においていくつもの分解段階があることです。こうし

たいくつもの特性によって、このプラスチック片が自然環境中でどのように分解され、どのような

挙動を見せ、生物や生態系にどのような影響を及ぼすかが変わってきます。いくつもの要素が複雑

に絡み合っているのです。影響を及ぼしているのが、この高分子のこの特性と特定できる場合もあ

ります。そうなれば、他のマイクロプラスチックはすべてさくらんぼの種のように素通りするだけ

です。 

 私たちは、まさにこの複雑な関連性を DFG 協力研究センター（SFB）で明らかにしようとしてい

ます。私がつけた SFB のタイトルは、少し長くてややこしいですが、読み上げます。「マイクロプラ

スチック、形成、移動、物理・化学的挙動の法則性、ならびに生物学的影響〜新たな解決アプローチ

の基盤であるモデル系から複雑系まで〜」本 SFB では、プラスチックの物理・化学的特性を手がか

りにして、このプラスチックは自然環境中でどのような挙動を見せ、どのように分解されるのかを

分析し、そうした多種多様な特性が、さまざまな生物や生態系にどのような生物学的影響を及ぼす

のかを解明していきます。それによって今後、どの特性が自然環境に関連しているかを明らかにし

たい、現時点では明言できないマイクロプラスチックの環境リスクを具体的に示したいと考えてい

ます。 

 特性が解明できれば、新たな解決アプローチも生まれてくるでしょう。例えば、環境中で比較的

避けるのが難しい摩耗からのプラスチックの場合これらは特性として、生物への有害な影響はなく

します。これには当然ながら、[研究のアプローチとして]高度な学際性が要求されます。バイロイト

大学では今、その高度な学際性が展開されています。環境学の専門家が、化学や物理、工学の専門家

と緊密に連携するのは、初めてのことです。これにより、自然環境に関連している特性を解明し、

「これが悪い」で終わらせず、研究で得た知見を活用し、真に持続的な解決策を生み出せるでしょ

う。 

 この SFB について詳しく知りたい方はぜひウェブサイトをご覧ください。 "www.sfb-

mikroplastik.uni-bayreuth.de"インターネットで「SFB」「マイクロプラスチック」「バイロイト大学」

と入力して検索すれば、すぐに見つかります。ここで、支援してくださる DFG に改めて感謝申し上

げます。私たちのビジョンは、将来のために、環境学者が化学者や材料化学者と連携すること、そし

て、将来のために、持続的な材料を開発することです。環境学者という立場で自然環境にとって好

ましくないと言うばかりでなく、環境学者として、ものづくりや製品のデザインに関わっていきた

いと思います。 
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 問題を解決してきたプラスチックが、問題の張本人になってしまいましたが、その持続的な解決

策には非常に大きなイノベーションの余地があります。ただし、すべての結果が出揃うまで待って

いる余裕はありません。皆さんが関心を持たれているのは、「今、何ができるのか」ではないでしょ

うか。この問題に対する意識が高まるように働き掛けることも、その一つです。今日の講演会も、そ

れが目的です。市民だけでなく、政策担当者、そして経済界の意識もです。また、自然環境中のプラ

スチックごみの削減に一人ひとりができることもあります。この図にある「5R」がそれです。「リデ

ュース・リユース・リサイクル・リペア・リシンク」つまり、ごみを減らすことです。今日のために

イザール川を撮影してきました。河原にはごみを捨てないでください！できるだけ、使い捨て製品

を避け、再利用が可能な製品を優先させましょう。プラスチック製品は、何度も再利用してくださ

い。使えなくなったときは、リサイクルに出してください。もっとも、旅行で遠出をするときは歯磨

きや化粧品のチューブが空になっても、持ち帰ったほうがいい場合があります。観光地では、ごみ

の分別やリサイクルが行われていない場合が多いからです。さらに、修理ができないかどうか、何

でもかんでもすぐに捨てて新しいものを買う必要があるのかをよく考えてみましょう。マイバッグ

は、プラスチック製でも布製でもかまいません。大切なのは、毎回新しい袋を使わず同じものを何

回も使うことです。 

 そうはいっても、一人ひとりへのアピールでは大きな変化は期待できません。やる人もいますが、

やらない人の方が多いのです。それを物語っているのが、1979 年の連邦内務省のキャンペーンです。

「自然環境はレジ袋に息を詰まらせている。それを防げるのが、マイバッグ」当時から状況はあま

り変わっていません。政策担当者側にも問題があるのです。有権者の反応ばかりを気にせず、その

決定が本当に環境の観点から持続的なものかどうかを熟考するべきでしょう。熟考を要する点は他

にもあります。近頃は、こんなタイトルの本も出ています。「プラスチックなしで、より良く暮らす」

「プラスチックなしで、もっとより良く暮らす」私は次の言葉を、この講演の結びにしたいと思い

ます。「プラスチックと一緒に、より長く暮らす」問題の根本的な原因は、材料そのものにではなく、

材料の扱い方にあるのですから。最後に、DFG をはじめとする各助成機関、提携パートナー、動き

が早いグループのメンバー、私の「パラパラ漫画」にお付き合いくださった皆さんに感謝申し上げ

ます。ご静聴ありがとうございました。 


