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横浜市環境科学研究所では、横浜市内の海洋におけるマイクロプラスチック汚染の実態調
査を行っている。2017年度は、市内の沿岸6地点におけるマイクロプラスチックの分布状況
の調査、また沿岸に漂着したペレットに付着するダイオキシン類（DXNs）の分析を行った。
市内の沿岸ではマイクロプラスチックの分布量に顕著な差が見られた。形状ごとに観察する
とプラスチックが環境中で細片化した破片状のものが多くを占めていた。また、沿岸に漂着
しているペレット（マイクロプラスチックの1種）に吸着するDXNs調査を行ったところ、周
辺環境中よりも高いDXNsが検出され、ペレットがDXNsの輸送媒体となっている可能性が示
唆された。
キーワード マイクロプラスチック、ダイオキシン類、海洋環境、
残留性有機汚染物質（POPs）、漂着ごみ

1. はじめに

POPs曝露の寄与が大きくなる可能性がある。6)
横浜市環境科学研究所では、横浜市内のマイクロプ
ラスチック汚染の実態を詳細に把握するために、沿岸
に漂着しているマイクロプラスチックの分布量及び漂
着ペレットに付着するPOPsの調査を行った。POPsの中
でもダイオキシン類（DXNs）は毒性の高さから化学物
質排出把握管理促進法の特定第一種指定化学物質に指
定されており、生体への影響が大きいと考えられるた
め、今回はDXNsを分析対象とした。文献調査では測定
事例が確認されなかったため、分析法の検討から行っ
た。

近年、マイクロプラスチックによる海洋汚染が国際
的な問題となっている。2015年に採択された国連の持
続可能な開発のための2030アジェンダ（SDGs）では海
洋汚染の防止と大幅な削減が目標に掲げられており、
2017年に開催されたG7環境大臣会合ではマイクロプラ
スチックに対する懸念が表明されている。1)マイクロプ
ラスチックの定義は研究者によって異なるが、5 mm以
下のプラスチックを総称することが多く、2)本調査でも
そのように定義している。
環境省の2015年度の調査では、東京湾・駿河湾・伊
勢湾の計20地点で漂流しているマイクロプラスチック
をサンプリングし、個数を求めている。3)横浜市の鶴見
川河口域では、多摩川河口域に次いで2番目に多い個数
のマイクロプラスチックが見つかっており、中でも洗
顔料等に含まれる、サイズの小さいマイクロビーズは
最も多く見つかっている。また人口の多い都市圏でマ
イクロプラスチックが多く観察される傾向があった。
ペレットなどのマイクロプラスチックは親油性であ
ることから、環境中の残留性有機汚染物質（POPs）を
吸着する性質があり、海を漂流することでPOPsの輸送
媒体となっている。4)さらに、海洋生物がPOPsの付着し
たマイクロプラスチックに曝露されることにより、
POPsが生体移行し、生物への影響が出ることが室内実
験で分かっている。5) このまま海へのプラスチックの流
入が増え続けると、マイクロプラスチックを経由した

2. 調査内容
(1) 沿岸のマイクロプラスチック分布量調査
a) サンプリング
2017年4月～6月に横浜市内の沿岸6地点でサンプリン
グを行った。サンプリング地点を図-1に示す。①は干
潟、②は河口の護岸、③は山下公園内の橋の下にある
小さな砂浜、④～⑥は海岸である。①～③については、
岩などの障害物がなく、サンプリングが可能な任意の
一点、④～⑥は満潮線が確認できたので、満潮線上の
任意の一点でサンプリングを行った。
砂もしくは泥の上に40 cm四方のコドラートを設置し、
表層3 cmをスコップで採取した。公定法がないため、
サンプリング及びその後の工程は研究者によって様々
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であるが、7)のちに神奈川県内での個数の比較データに
できるよう、概ね神奈川県環境科学センターの方法8)に
準じて行った。

が浅いと考えられる白ペレットに吸着するDXNsを分析
し、濃度を比較した。分析したペレットの写真を図-2
に示す。さらに、バックグラウンドとして野島海岸の
砂も測定した。砂の測定については、公定法10)に準じ
て行った。

図-1 サンプリング地点

b) 人工物の分離
砂または泥をサンプリングし、5 mmメッシュのふる
いでふるった。
その後比重分離をするため、ふるい通過物を水道水
で攪拌し、10分ほど静置した後、浮遊物を0.063 mmメッ
シュで掬った。この工程では水より軽いものと、水よ
り重い砂を分離することができる。浮遊物がなくなる
まで、この作業を繰り返した。水より軽いプラスチッ
クが雨に流されて海を漂流するため、今回は水より軽
いものを対象とした。
分離した浮遊物を乾燥させ、目視で人工物のみピン
セットで分取した。そのため、目視で確認できるサイ
ズ（概ね100 μm以上）のマイクロプラスチックが対象
となっている。
c) マイクロプラスチックの分類
分離した浮遊物を赤外分光光度計（FT-IR）にかけて、
材質判定を行った。使用した装置は、Thermo Fisher製の
Nicolet 380である。最終的にマイクロプラスチック全体
の個数密度、また材質及び形状（破片・ペレット・繊
維・粒子）ごとに組成を求めた。
(2) 漂着ペレットに吸着するDXNs調査
a) 分析対象
2017年6月に野島海岸に漂着しているペレットをピン
セットで採取し、FT-IRで材質判定を行った。漂着して
いるペレットはポリエチレン（PE）とポリプロピレン
（PP）のものが多かったが、PEの方がPPよりも疎水性
物質の吸着能が高いため、9)PEペレットを分析対象とし
た。
プラスチックは環境中で添加剤の酸化によって黄変
する性質がある。そのため、環境中に出て時間が経っ
ていると考えられる黄変ペレットと、環境中に出て日
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図-2

（上）白ペレット（下）黄変ペレット

b) 分析
環境試料中のDXNsの分析は、抽出、精製、濃縮、測
定という工程で行われる。精製以後の操作については、
どの媒体でも共通なため、今回はペレットでの抽出条
件のみを検討し、あとの操作は公定法に従った。
既往の研究ではペレットに付着するPOPs（PCBs、
DDTs、HCHs）が測定されており、抽出溶媒にヘキサ
ンが用いられているが、11)環境試料中のDXNsの抽出に
は通常トルエンが用いられるため、抽出溶媒にトルエ
ンを選定した。また、環境試料ではトルエンでの加熱
抽出を行うが、プラスチックは融ける恐れがあるため、
常温での攪拌抽出を行った。
三角フラスコにペレット10粒とトルエン50 mLを入れ
てスターラーで攪拌した。黄変ペレットについては時
間ごとの抽出状況を確認するために、24 hごとにトルエ
ンを新しいものに交換し、～24 h、24～48 h、48～72 hそ
れぞれの抽出液のDXNs濃度を測定した。白ペレットに
ついては、同じ溶媒で合計72 hの攪拌抽出を行った。
抽出後、抽出液を多層シリカゲルカラム（SUPELCO
製）・2層式カーボンリバーシブルカラム（SUPELCO
製）に通し、不純物を取り除いた。その後、25 μLの
ノナン溶液に調整し測定用の検体とした。
測定は二重収束型質量分析計（JEOL製 JMS-800D
Ultra FOCUS）を用い、ダイオキシン類対策特別措置法
で規制されている異性体29種類について定量した。

DXNsはPCDDs、PCDFs、DL-PCBsの総称であり、それ
ぞれ塩素の数と位置によって異性体が存在する。（図3）濃度測定の結果は、3物質についてそれぞれ異性体
の合計値で示している。
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形状ごとの組成

図-3 DXNsの化学構造

比重分離によって水面に浮遊したものを分離してい
るので、比重が1より小さいPEとPPが多く観察された。
またポリスチレン（PS）については、発砲スチロール
由来と推察されるものや、1 mm程度の粒子状のもの
（図-6）が観察された。PSの粒子は相模湾でも観察さ
れている。8)また、野島海岸ではポリメタクリル酸メ
チル（PMMA）の粒子（図-7）が数個観察された。
形状ごとの組成を見ると、破片状のものがほとんど
であった。元々5 mm以下である1次マイクロプラスチ
ックよりも、プラスチックが環境中で細片化した2次
マイクロプラスチックの割合が多いことが分かった。
中でもPEの緑の破片（図-8）が多くを占めており、野
島海岸では観察されたマイクロプラスチックのうち、
59%がこの緑の破片であった。これらの結果からマイ
クロプラスチックの抑制には、プラスチック製品の環
境中への流入を抑えることが有効であると推察される。

3. 調査結果と考察
(1) 沿岸のマイクロプラスチック分布量調査
a) マイクロプラスチックの個数密度
それぞれの地点において、観察されたマイクロプラ
スチックの個数と面積あたりの個数密度を求めた結果
を表-1に示す。野島海岸にて最も多くのマイクロプラ
スチックが観察され、顕著な差が見られた。理由は判
明していないが、河川や海流などが関係している可能
性があり、今後調査する必要があると考える。また今
回はサンプリングが1地点につき1ヶ所のみであり、そ
の地点での採取場所によるばらつきを考慮していない
ため、今後評価していく必要がある。
表-1 マイクロプラスチック個数密度

地点
鶴見川河口干潟
帷子川河口護岸
山下公園
富岡船溜まり
海の公園
野島海岸

個
26
1
3
47
39
1,000

個／m2
163
6.25
18.8
294
244
6,250

1 mm

b) 材質・形状ごとの組成
観察されたマイクロプラスチックの材質ごとの組成
を図-4に、形状ごとの組成を図-5に示す。

図-6

野島海岸で観察されたPS粒子
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材質ごとの組成

図-7
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野島海岸で観察されたPMMA粒子
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図-8

野島海岸で観察された緑のPE破片
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(2) 漂着ペレットに吸着するDXNs調査
a) 抽出条件
黄変ペレットについて、24 hごとの抽出液のDXNs濃
度を測定した。抽出時間と抽出された実測濃度の結果
を表-2に示す。濃度はペレット単位重量あたりの値で
ある。

DL‐PCBs累積抽出濃度[pg/g]

~24 h
24~48 h
48~72 h
累積

DL-PCBs[pg/g]
280,000
14,000
910
294,910

y

1

294,980

1

.

.

.

300,000
250,000

実測値
近似式

200,000
150,000
100,000
50,000
0
20

40
60
抽出時間[h]

~24 h
24~48 h
48~72 h
累積

(2)

PCDDs+PCDFs[%]
94
4.3
0.5
99

DL-PCBs[%]
95
4.7
0.31
100

b) 濃度の比較
野島海岸の砂、白ペレット、黄変ペレットについて、
DXNsの実測濃度及び毒性等量を求めた結果を表-4に示
す。毒性等量は各異性体の毒性等価係数と実測濃度を
掛け合わせ合計した値であり、通常DXNs濃度は毒性等
量の値で評価されている。

累積抽出濃度の実測値と近似式をグラフに示したも
のをそれぞれ図-9、10に示す。またそれぞれの近似式か
ら得られた収束濃度を100 %としたときの、24 hごとの
回収率を求めた結果を表-3に示す。表-3の結果より、こ
の抽出方法だと合計72 hの抽出でほぼ100 %回収できて
おり、十分な抽出時間だと言える。

表-4 各サンプルでのDXNs実測濃度・毒性等量

毒性等量[pg-TEQ/g]

PCDDs+PCDFs
DL-PCBs
PCDDs+PCDFs
DL-PCBs
DXNs合計

80

表-3 各フラクションのDXNs回収率

（y：累積抽出濃度、x：抽出時間）

実測濃度[pg/g]

80

図-10 DL-PCBsの累積抽出濃度

(1)
.

40
60
抽出時間[h]

350,000

0

PCDDs+PCDFsとDL-PCBsについて抽出時間に対して
累積抽出濃度をプロットし、濃度が一定の値に収束す
るという前提のもと最小二乗法で近似式を作成した。
PCDDs+PCDFsの近似式が式(1)、DL-PCBsの近似式が式
(2)である。
8,969

20

図-9 PCDDs+PCDFsの累積抽出濃度

表-2 各フラクションのDXNs実測濃度

PCDDs+PCDFs[pg/g]
8,400
390
47
8,837

0

野島海岸の砂
13
38
0.057
0.036
0.093
4

白ペレット
300
13,000
2.5
40
42

黄変ペレット
8,800
290,000
45
340
380

周辺砂とペレットに吸着するDXNs濃度を比較したと
100%
ころ、ペレットの方が高かった。PEは疎水性物質との
80%
親和性が高いため、周辺環境中のDXNsを吸着している
DL‐PCBs
60%
と推察され、ペレットがDXNsの輸送媒体となっている
PCDFs
可能性がある。生体への影響については、プラスチッ
40%
PCDDs
クを経由したDXNsの生体移行のメカニズム等考慮し、
20%
総合的に判断するのが望ましい。
0%
また、白ペレットと黄変ペレットのDXNs濃度を比較し
たところ、黄変ペレットの方が高かった。これには2つ
の要因が考えられる。1点目は環境中での劣化によるPE
の材質変化である。既往の研究では、PEペレットへの
フェナントレン（POPsと同様に疎水性物質）の吸着実
図-11 ペレットと環境試料中のDXNs組成
験を行ったところ、新しいものより劣化したペレット
への吸着量が多いという結果が得られている。原因と
100%
して、劣化によってPEの結晶化度が増加し、有機物質
12)
OCDD
80%
との親和性が高くなったと考察している。 本研究でも
HpCDDs
同様に、劣化した黄変ペレットの方が、白ペレットよ
60%
HxCDDs
りもDXNsを吸着しやすくなっている可能性がある。2点
PeCDDs
40%
目として、黄変ペレットは長い期間環境中に曝露され
TeCDDs
ており、それだけ周辺環境からの吸着量が多いと考え
20%
られる。ただし1回のみの測定であり、今後追加で検討
0%
していく必要がある。
今回測定した野島海岸の砂・白ペレット・黄変ペレ
ット、2016年度の横浜市平潟湾内（野島海岸付近の海域）
の水質・底質について、実測濃度のDXNsの組成を図-11
に示す。環境試料（砂・水質・底質）と比較して、ど
図-12 ペレットと環境試料中のPCDDs組成
ちらのペレットもDL-PCBsの組成が高いことが分かる。
疎水性物質について、PE-水分配係数（KPE-W）は、水-オ
100%
クタノール分配係数（KOW）と概ね比例関係があること
OCDF
80%
が分かっている。13) DL-PCBsのKOWは、PCDDs・PCDFsと
HpCDFs
HxCDFs
比較すると低い傾向があり、14) PEとの親和性も低いは
60%
PeCDFs
ずであるが、今回はペレット中のDL-PCBsの組成が高い
40%
TeCDFs
という逆の結果が得られている。さらに、PCDDs・
20%
PCDFs・DL-PCBsについて、ペレットと環境試料中の塩
素数ごとの異性体の組成を図12~14に示す。（塩素数に
0%
ついてTeが4、Peが5、Hxが6、Hpが7、Oが8である）い
ずれもペレットについて、塩素数が小さくKOWの低い異
性体の方が多く付着していることが分かった。東京湾
に生息する生物試料についても同様にDL-PCBsや低塩素
のものが環境試料中よりも濃縮されているという結果
図-13 ペレットと環境試料中のPCDFs組成
が報告されており、15)それらと同様な傾向が見られた。
100%
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60%
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20%
0%
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図-14

ペレットと環境試料中のDL-PCBs組成

4)

4. まとめと今後の課題
横浜市内の沿岸6地点でマイクロプラスチック分布量
を調査したところ、野島海岸で最も多く観察された。
また形状別では、多くの地点で破片状の2次マイクロプ
ラスチックの割合が高いことが分かった。しかし、同
一地点内のサンプリング箇所によるばらつきは考慮し
ておらず、今後検証していく必要がある。
沿岸に漂着しているペレットに付着するDXNs濃度を
測定したところ、周辺環境よりも高かった。特に環境
中に出てから時間が経っていると考えられる黄変ペレ
ットの方が高い結果となった。本研究からペレットが
DXNsの輸送媒体となっている可能性が示唆された。ま
た組成について、環境試料中とは異なりDL-PCBsの割合
が高いという結果が得られた。今後はこのような特徴
的な組成となった要因を特定し、また分析対象を、環
境中で多く観察された2次マイクロプラスチックにも展
開していく。

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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