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石垣島北野海岸(2011年3月撮影) 



著名な景勝地や海水浴場など、ビジネスになる海岸の清掃活動
が優先された結果、海岸漂着ゴミに対する海岸の二極化が進
行している。 

背景写真と同日に撮影された石垣島・川平湾 



五島列島奈留島(2010年10年撮影) 
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微細プラスチック片 



デジタルカメラ＋ビデオ搭載の耐風型バ
ルーンを、タコ糸で曳行 
(風速10m/s程度までは運用経験あり) 

海岸で膨らませて… 

陸上局では、ビデオを見ながらシャッターチャ
ンスをうかがう 

海ゴミの海岸漂着 
バルーン空撮によるゴミ漂着量の計測技術 



①バルーンに搭載したカメラで
海岸を空撮・射影変換 

②ゴミ被覆面積の算出 

③ゴミ重量を現地海岸で計量
後、単位面積当たりの重量
に換算 

123.5 m2      ×     5.8±2.0 kg/m2             =  716 ±259 kg  

                                           (内、プラスチックは74%の530±201 kg,  

④海ゴミの海岸総重量を推算 
(下は2009年10月の大串海岸の例) 

海ゴミの海岸漂着 
バルーン空撮によるゴミ漂着量の計測技術 



ウェブカメラによるゴミ漂着量の計測 

動画 動画 



【平成22年度－現在】 
 東シナ海・日本海側を中心とした全国１０か
所に設置完了。画像をウェブで公開中 

Kako et al, (2010, MPB) 

ウェブカメラによるゴミ漂着量の計測 



飛島ウェブカメラ：2010年11月18日13：10撮影  

ウェブカメラによるゴミ漂着量の計測 



①真上RGB画像への
射影変換処理 

②RGB画像を、色差(色間の距離)が均等
になる国際照明委員会(CIE)LUV表色系上

に再配置後、背景海岸・海・流木の色と、
人工物の色を、色空間上の距離で分離 

③ゴミのピクセル数をカウント
＝海ゴミ被覆面積へ換算 

人工物を抽出した画像 背景海岸と流木を抽出した画像 

ウェブカメラによるゴミ漂着量の計測 
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観測した海ゴミ被覆面積の時間変化率は、
そのままにして・・・ 

面積が30m2になったら、現在値を強制的に
０にするシミュレーションをすると・・・ 

年平均の海ゴミ被覆面積は、
現況の40%まで低下するこ
とが推算できる。 

長崎県・五島列島・奈留島 
大串海岸での被覆面積 

ウェブカメラによるゴミ漂着量の計測 



世界の海流の速さ分布(地球シミュレータで計算したシミュレーション) 
亜熱帯循環 黒潮・北太平洋海流・カリフォルニア海流・北赤道海流、そしてまた黒潮へ 



“逆回し”の海流分布シミュレーションによる起源推定 

左：海洋再解析データ(JCOPE2＋
DREAMS)で計算した日本近海の
表層海流 
 
下：逆向きにした海流によって、
ウェブカメラ位置から発生源に
帰っていく仮想粒子 

 海ゴミ発生源と、発生月および発生
量の逆推定手法は、Isobe et al., (2009, 
JAOT)の双方向粒子追跡法と、Kako et 
al.(2010, JO)の未定乗数法で、我々の
グループによって確立済み 

動画 

動画 



推定した起源からの 
海ゴミ漂流シミュレーション↓ 

そして、 
海ゴミ漂着予報へ 

←逆問題の解として推定された海

ゴミの発生位置・発生量・発生
月の分布 

動画 



最新の海ゴミ漂流予報(6月10日では、五島周辺と中国沿岸
にわずかに広がっているのみ) 

私たちは 、人工衛星で得た風データや、気象庁の予報風データを用いて、海ゴミ
の漂着量再現や予報ができる…モデル発生源推定＋モデル＋1ヶ月予報風 



ウェブカメラ 

再現計算結果 

予報 

標準偏差で規格化し、時間微分を
取った時系列で比較  

予報精度も悪くはない(台風時以外) 

Kako et al.,(2011, Marine Pollution Bull.) 



著名な景勝地や海水浴場など、ビジネスになる海岸の清掃活動
が優先された結果、海岸漂着ゴミに対する海岸の二極化が進
行している。 

背景写真と同日に撮影された石垣島・川平湾 



PVC製の漁業用フロート(中国製) 



プラスチックゴミは有害重金属の運び手か？ 

XRF分析計によって、プラスチックゴミに含まれる有害重金属を計量 

日本海や東シナ海の海岸でよく見かけるPVC
製の漁業フロートは、有害重金属である鉛を
多く含む(規制値の100倍以上) 



プラスチックゴミは有害重金属の運び手か？ 



23.5-26.6C (夏季の水温) 
振とう水槽を用いて120時間振とう 

ICP-MSで定量 

12時間毎に10mlずつ溶液採取 

蒸留水（Elix Water） 
820 ml 

フロート1個 約40 g 

山形県 (2個）、長崎県奈留島(3個）、沖縄県石垣島（14個) 

（雨水への溶出を仮定）  

(ICP-MS, Agilent 7500cx)  
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鉛はフロートから水に溶けだして、海岸に移行するか？ 
(海岸から収集したフロートを使った鉛の溶出実験; 詳しくは中
島さんポスター発表で) 

動画 



2012年2月の土壌採取 
(石垣島・伊野田漁港周辺) 

<< 250 mg/kg 



確かにプラスチックゴミは、有害重金属の運び手にもなる。すなわち、海岸清
掃の意義は景観保全だけではない。もっとも、0.7トンの海ゴミに覆われた奈

留島・大串海岸でさえ、鉛の海岸での総溶出量は、我々の試算で年間
600mg程度であり、すぐに海岸土壌を汚染するほどではない。ただ、今

後、海ゴミが増えて蓄積を続けた場合のリスクは、認識しておく必要がある。 

動画 



海ゴミを運ぶ海流とは、大洋をめぐる巨大な渦であって、上流も下流
もない。このとき、海ゴミの漂着地は、同時に発生源になる。海ゴミ問
題の軽減には、海流を囲む多くに地域で、同時にゴミ発生量を削減
する必要がある。 
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