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1．はじめに 

筆者（発表者）が所属する大阪市立環境科学研究セン

ターでは，筆者を中心に2017年度から下水処理場におけ

るマイクロプラスチック（以下，MPs）の挙動に関する研

究をおこなっている1～6)。筆者は大阪市の職員であるが，

所属は「大阪市 健康局 総務部 環境科学研究センター」

であり，当市の下水道全般を管理する建設局の職員では

ない。よって下水道に関するMPs研究について当市建設局

は関与していないことを予め断っておく。 

MPsについての詳細は後述するが，一般メディアはMPs

を含む海洋プラスチックごみ問題を「海洋プラスチック

問題」などと呼称することが多いが，正式には2019年の

G20大阪サミットにて共有された「大阪ブルー・オーシャ

ン・ビジョン」に記載されている「海洋プラスチックご

み」問題と称するのが行政部局的には適切であると考え

る。 

本稿（本講演）の構成であるが，以下の内容に沿って

論を進める。 

・MPsとは 

・海洋プラスチックごみ問題 

・下水処理工程におけるMPsの挙動 

・MPs問題に対する下水道の役割 

本稿は「日本技術士会 近畿本部上下水道部会 2021

年3月度例会」のためにこれまで使用してきたレジュメ

をブラッシュアップしたものであり，最近のMPsを中心と

した話題や筆者らの研究グループの研究の進展を中心と

して執筆した。本稿が大阪市のMPs対策施策を代表するも

のではないことにご留意願いたい。また，技術士・研究

者としてまだまだ未熟な筆者が考察したものであるので，

本稿に誤謬があったとしてもご容赦願いたい。 

2．MPsとは 

2.1 MPsの定義 

MPsが日本においてにわかに問題になり始めた2016年

頃はMPsの定義は「『5 mm以下』の微細なプラスチック」

という表記が一般的であり，筆者も追従していたのであ

るが，最近環境省の担当官と話をする機会があり，その

担当官によると「英語表記では『less than 5 mm』であ

るので環境省としては『5 mm未満』とする」旨の説明を

受けた。今後日本語表記は環境省に倣って「5 mm未満」

という表記がスタンダードになるだろう。細かいことで

あるが，こういった些末な定義でさえ確定していないの

が現状である。なお，2020年2月に国際標準化機構は

「 ISO/TR 21960:2020 」 と し て 「 Plastics — 

Environmental aspects — State of knowledge and 

methodologies」（環境側面におけるプラスチック—知識

と方法論）を定めた。それにはMPsについての定義の記載

が見受けられ，その一部を紹介すると，1～5 mmのMPsを

「large microplastic」，1 ～1000 µmは「microparticle」，

5mm超は「macroparticle」，1 µm未満は「nanoplastic」

などなどと細かく定義している。その他にも漂着ごみに

ついても細かい定義があるがここでは割愛する。通常で

あれば「国際標準化機構が定めたのだから今後はMPsの呼

称はISOに倣う」というのが日本的な発想であると思われ

るが，このISOの定義が定まるまでに多くの研究者がそれ

ぞれのMPsの定義を展開し，論文にて発表している。ISO

に定められたからという理由でそう簡単に世界中の研究

者が国際標準化機構に従うとは到底思えない。反対にISO

の定義の誤謬について議論が始まる可能性もあり，MPsの

定義一つとっても百家争鳴で，冗談みたいな話であるが，

MPsが生体に有害か無害かが判明する前にMPsの定義が固

まるとは思えない状況である。また最近では合成ゴムも

MPsと同様の挙動や作用を示す可能性があるということ

で，MPsと同様の扱いをしようとする向きもあり，こうな

ると「マイクロポリマー」と呼称する方が正しく思えて

くる。ちなみに筆者はとある環境省の担当官が「微細な

ゴムもMPsと同様に扱う」と明言していたのを記憶してい

る。 

MPsは5 mm未満の微細なプラスチックである。ただ，そ

の発生要因により「一次的MPs」（写真1）と「二次的MPs」

（写真2）に分類される．前者は洗浄能力を高めるために

洗顔料や歯磨き剤に封入された微細な球形のマイクロビ

ーズを指すことが多い。近年は洗顔剤等への使用抑制や

ケイ酸カルシム等の無機物といった代替物に切り替える

ことによりその数は減少していると考えられる。しかし，

工業的に使用されるマイクロビーズや，例えば自動車の

塗膜に使用されるある種の微細なプラスチック等は依然

として使用されている7)と考えられる。これらの「一次的

MPs」は下水道や浄化槽に流入し，大部分は除去された後，
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残りが最終的に海洋に流出していると思われる。 

「二次的MPs」は主として沿岸域に漂着したプラスチッ

クごみが紫外線や波浪といった物理的要因により微細化

したもの，とされる。しかし，そうした微細なプラスチ

ックは沿岸域だけでなく，陸域でも発生しうる。例えば

回収しきれなかった家庭ごみ，ペットボトルで山積みに

なった飲料容器回収箱，道路工事が終わり回収されなか

ったカラーコーンなども沿岸部と同様に紫外線や風雨に

より微細化し，側溝や下水道を通じて海洋に流出すると

考えられる。 

2.2 何が問題なのか？ 

ここまでMPsについて説明してきたが，賢明な読者は

「微細なプラスチックの一体何が問題なのか？」という

点にお気づきだろうと思う。例えば小さな生物である動

物プランクトンの消化管をMPsが閉塞させ，動物プランク

トンの数が減るかもしれない。それも問題である。ただ，

それ以上に問題とされている理由は，プラスチックは疎

水性のため，様々な有機化学物質を吸着してしまうこと

である。そもそも海洋を含む環境中に化学物質がなけれ

ば問題がなかったかもしれないが，環境中には我々人類

が排出した化学物質が低濃度であれ存在している。MPsは

それらを吸着・吸収し，濃縮するのである。一般的には

「MPsはPOPs（Persistent Organic Pollutants：残留性

有機汚染化学物質）を吸着することから人体や生物に何

らかの悪影響をおよぼす可能性がある」とされている。

このMPsの作用が問題視され，世界中の研究者が実態調査

に取り組んでいるのである。なお，プラスチック自体に

可塑剤や難燃剤を含んでいることもあり，MPs自体が人体

や生物に有害であるという指摘もある。 

3．海洋プラスチックごみ問題 

G20大阪サミットにて共有された「大阪ブルー・オーシ

ャン・ビジョン」の成果文書として記載され外務省によ

り日本語に訳された「海洋プラスチックごみ」という単

語は「marine plastic litter」の直訳であると思われる。

本ビジョンでは，海洋プラスチックごみによる新たな汚

染を2050年までにゼロにすることを目指して「日本は途

上国の廃棄物管理に関する能力構築及びインフラ整備等

を支援していく旨を表明」8)している。ただ，理念と目標

だけでは国民は具体的にどのようなアクションをおこせ

ばよいのか不明である。筆者が2019年に発表した「解説」

（「マイクロプラスチック問題の本質と課題」）9)におい

て海洋におけるプラスチック汚染問題を比較的大きなプ

ラスチックごみを対象とした「プラスチックごみ問題」

と5 mm未満のプラスチックごみを対象とした「MPs問題」

に分け，この2問題を総称して「“環境”プラスチック問

題」とした。筆者の考えでは「プラスチックごみ問題」

と「MPs問題」は別の問題（最終的に主として海洋生態系

に悪影響を与えるといった点で共通はしているが）と認

識する方が課題や対策を考える際に分かりやすいと考え

るからである。 

3.1 プラスチックごみ問題 

筆者らの考えでは「プラスチックごみ問題」は主に

「海洋流出問題」，「製造過多問題」，「廃プラ問題」

および「ポイ捨て（不法投棄）問題」の4種に分類され

る（図1）。以下，それぞれを解説する。 

3.1.1 海洋流出問題 

一般メディアに最も取り上げられる問題がこの「海洋

流出問題」である。2016年1月の世界経済フォーラムで，

2025年までに海洋のすべての魚介類の3分の１に当たる

量（重量ベース）のプラスチックが海洋に流出し，2050

年までには流出プラスチックの量が魚介類の量を超える

と報告10)された。本報告が非常にショッキングでセンセ

ーショナルであったため，世界中にMPsを含めた「環境プ

ラスチック問題」が一気に認識されるに至り，国際的な

取組とMPs研究が盛んになされるようになった。本問題の

解決には「収集適正化施策」といった施策的な課題が考

えられ，行政を中心とした対策が有効であると思われる。 

 
写真1 一次的MPs 

（PE：ポリエチレン） 

 
写真2 二次的MPsク 

（PU:ポリウレタン） 
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3.1.2 製造過多問題 

1950年代からプラスチックの大量生産が始まり安価で

安定したプラスチックは消費者である我々の生活に欠か

せないものとなった。しかし，使い捨てであるプラスチ

ック製品が多く，その処理・処分が適正でなかったこと

から環境中にプラスチックごみが流出することとなった。

本問題も行政施策的な面が強く，特に使い捨てプラスチ

ックに対しては「拡大生産者責任」といった仕組みが必

須になると考えられる。また，3R（Reduce，Reuse，Recycle

（最近ではこれらにRefuseを加えた4R）といった廃棄物

対策が有効であると考えられている。 

3.1.3 廃プラスチック問題 

2019年5月にバーゼル条約が改正され，「汚れたプラス

チックごみ」（廃プラスチック）の輸出規制が2021年か

ら発効されることとなった。筆者らは「プラごみ輸出入

国際適正化施策（条約）」といった施策の導入を予想し

ていた9)が，それが現実化した。本問題も国際政策的な色

合いが濃い問題であるが，廃プラスチック輸出に一定の

制限を設けることは非常に自然な流れであったといえる。 

3.1.4 ポイ捨て（不法投棄）問題 

「プラスチックごみ問題」のセミナーで特にごみ問題

に特化した環境保護団体の方の話を伺うと，河川や海岸

がペットボトルで埋め尽くされた写真が数多く紹介され

る。また大阪湾底のプラスチックごみ調査では食品包装

類，ペットボトル，プラスチックバックの順に多いとい

った報道があった11)。これらのプラスチックごみ全てが

 

図1 環境プラスチック問題の全容と課題 

環境プラスチック

問題

プラごみ問題

マイクロ

プラスチック

問題

海洋流出問題

製造過多問題

廃プラ問題

ポイ捨て

（不法投棄）問題

海洋（水域），

大気，土壌

生物影響

排出抑制

（処理）

海洋輸送拡散解析

海洋生物影響モニタリング

収集適正化施策

代替物開発

拡大生産者責任施策

ライフスタイル見直し

プラごみ輸出入国際適正化施策（条約）

ポイ捨て（不法投棄）防止施策

輸送・拡散モデル解析

濃度分析

環境中でのPOPs吸収・吸着・脱着機構

生物・ヒト曝露影響評価

化学物質移行メカニズムの解明

生態系影響・食物連鎖解析

下水処理・浄化槽などでの除去率改善

ナノプラスチック分析・生体影響

無秩序な採取方法・煩雑な

分析方法

簡易かつ適切なマイクロプラスチック採

取・分析方法の開発および統一化

難分解性
嫌気状態（例えば海底や泥中）での易

分解性プラスチックの開発

POPs吸収・吸着・脱着 プラスチックの種類，POPsの種類による

吸収・吸着・脱着特性の評価

ホットスポット海域での船舶等による収集

問題 課題
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ポイ捨てを起因とするものであるといったデータはない

が，自治体の収集網から漏れたプラスチックごみが海洋

に流出し，湾底に沈んだことは明らかである。ポイ捨て

（不法投棄）防止やごみ収集の徹底が求められている。 

3.2 MPs問題 

MPs問題を「海洋（水域），大気，土壌」，「生物影響」，

「POPs吸収・吸着・脱着」，「排出抑制（処理）」，「無

秩序な採取方法・煩雑な分析方法」および「難分解性」

の6種に分類した（図1）。以下，それぞれを解説する。 

3.2.1 海洋（水域），大気，土壌 

近年急速に進んだMPs研究により，MPsの研究に携わっ

ている研究者の共通認識として「（地殻内は別として）

地球上にMPsが存在しない環境はない」という考えが定着

しつつある。当初は海洋の表層環境が注目されたがその

後の深海底での検出例えば12)，南極海での検出13)，陸水域で

の検出例えば14)，大気中から検出例えば15)，土壌からの検出例え

ば16)など次々と海洋表層以外からもMPsが検出された。筆

者らがMPs研究を開始した頃（2015年頃）は，「MPsによ

る環境『汚染』」という表現，特に「汚染」という単語

を使用することにやや抵抗があったが，現在では「地球

環境はMPsに『汚染』されている」といった表現は決して

誇張ではなく，逆に真実に近い表現であると思われる。 

3.2.2 生物影響 

MPsの生物からの検出は，海鳥を対象とした報告が多

い例えば17)。室内実験ではあるが，二枚貝の組織からはMPs

由来であるPOPsが検出されたという報告がある18)。その

他，ゴカイ19)やミミズ20)，サンゴ21)といった生物，さらに

はヒトの糞便からも検出されたという報道もある22)。挙

げればキリがないが，環境中のMPsと同様に「（大きさに

もよるが）MPsが検出されない生物はない」という共通認

識がMPs研究に携わる研究者に定着しつつあることも否

定できない。しかしながら，MPs由来のPOPsが生体内に蓄

積しているとして，それが生体に具体的にどのような影

響を与えているかは未だ判然としない。ドイツや東京大

学の研究グループがMPsのヒトの生体影響に本格的に取

り組むといった報告23)や報道24)がなされているが，もし

MPsが将来かなり高い確度で人類の脅威になり得ること

が判明すれば，予見的な研究に留まっている現在のMPs研

究がさらに進むと思われ，環境プラスチック問題に対す

る施策にも大きな影響を与えることが予想される。 

3.2.3 POPs吸収・吸着・脱着 

MPsはPOPsを吸着・吸収することから，それが生物の生

体内に入り込んだ場合，脱着して諸器官に移行・蓄積さ

れることが指摘されている例えば18）。左記現象がヒトの体

内で生じていないとは言い切れず，確たる証拠はない状

況ではあるが，MPsは将来的に主として海洋生態系（陸域

生態系に影響を与えない，という保障はない）に悪影響

を与え，我々が摂取する魚介類中のPOPs濃度が上昇して

いくことが懸念されている。よって，まだまだ生体影響

への度合いが不明なままではあるが，予見的に世界中で

MPsの研究がおこなわれている，というのが現状である。 

3.2.4 排出抑制（処理） 

「一次的MPs」と「二次的MPs」のどちらに定義すべき

か悩ましいのが，近年環境中のMPsのなかで最もその割合

が高い「マイクロファイバー」例えば25)（写真3）と呼ばれ

る主として合成繊維由来のMPsである（自然物由来のもの

と区別しない研究者も存在する）。「マイクロファイバ

ー」は現在確固とした定義がなく，MPsの検出技術が発達

したが故に新たに問題となった「新しい」MPsである。あ

えて定義するとすれば図2のようになろうか。例えば，洗

 

写真3 マイクロファイバー 

（ポリエチレンテレフタレート） 

 

図2 マイクロファイバーの位置づけ 

一次的マイクロプラスチック 二次的マイクロプラスチック

マイクロファイバー？ 5 mm以下の粒子
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濯機で合成繊維製のフリース1枚を洗濯すると1,900個の

マイクロファイバーが発生するといった報告がある26)。

それらは下水処理場や浄化槽に流入し，除去率は100％で

はないにしろ，高い除去率で処理されていると考えられ

る。しかしながら，例えば下水処理場でのマイクロファ

イバーの除去率が99%であったとしても，残り1%は公共用

水域に排出されている。つまり，例えば，10億個のマイ

クロファイバーが流入したとすると1,000万個のマイク

ロファイバーが除去されずに排出されることになる。よ

って，下水処理場や浄化槽といった施設・設備でのMPs除

去率の向上も課題となる。 

3.2.5 無秩序な採取方法・煩雑な分析方法 

例えば海洋や湖沼表層でのMPsの採取はニューストン

ネットを用いることが推奨されつつあるが，国際的に決

まった方法はない。プランクトンネットの目開きも300～

350μmと幅があり，MPsの採取にはどの目開きが適正であ

るかといった決まりはない状況である。現在，環境省主

導で海洋におけるMPsモニタリング手法の調和等に向け

た検討業務がおこなわれており，国際的な採取方法の統

一化に参画する動きがある。 

MPsの分析方法についても統一化された方法はなく，

筆者らは当初から実体顕微鏡とFTIR-ATRを用いているが，

近年普及が進んでいる「顕微FTIR」は実体顕微鏡とFTIR-

ATRによる検出方法よりもマイクロプラスチックの検出・

同定下限サイズが小さい（10μm程度）。実体顕微鏡と

FTIR-ATRによる検出・同定方法では筆者らの経験上200μ

m程度が検出下限サイズである。表1に各種検出方法によ

る検出マイクロプラスチックのサイズを示した。近年報

告が増えている顕微レーザーラマン分光を用いた方法例

えば28)（ここでは「ラマン分光法」とする）は顕微FTIRよ

りもさらに微小なマイクロプラスチックの検出・同定が

省労力で可能になる。最近では熱分解GC-MSを用いた方法

も有望とされてきている。 

3.2.6 難分解性 

MPs問題の深刻さが認識され始めると，にわかに環境中

で分解する「生分解性プラスチック」に注目が集まるよ

うになった。生分解性プラスチックとバイオマスプラス

チックは混同されることが多く，また，それらの定義と

理解が研究者により異なることもあるが，ここでは惠谷
29）と加茂30）の記述を基に生分解性プラスチックとバイオ

マスプラスチックについて述べる。 

惠谷によると「生分解性プラスチックは自然環境中の

微生物の作用により分解して，好気的条件下では水とCO2

に，嫌気的条件下ではメタン（CH4）になるプラスチック

をいい，バイオマスを原料とするものと石油を原料とす

るものがある。また，バイオマスを原料とするプラスチ

ックには非生分解性のものもあり，生分解性プラスチッ

クとバイオマスプラスチックを総称してバイオプラスチ

ックといわれている」とある。 

加茂は「植物由来プラスチックと生分解性プラスチッ

ク」について，理解しやすい図30）を作成しており，その

図を改変したものを示す（図3）。 

プラスチックごみやMPsが海底に沈むと，安定し，力学

的外乱が少ない海底環境では，プラスチックの分解がさ

らに遅くなると考えられる。高田31)によると「化学合成

系の生分解性プラスチック」である「ポリカプロラクト

ン」は東京湾の海底でも分解されずに検出されており，

例え環境中で分解しやすい生分解性プラスチックでも，

その分解速度が遅ければ石油由来のプラスチックと同様

の挙動を示し，POPsのベクターや生体内でのPOPs蓄積の

原因となりうる。筆者の経験上も，「セロファン」が干

潟の泥中やカニの体内から見つかったことがあり，セロ

ファンでも分解が遅ければ環境中に残存し，もしPOPsを

吸着する能力があれば生体により捕食され高次捕食者に

POPsが移行するといった食物連鎖が生じることは否定で

きない。 

 

図3 植物由来プラスチックと生分解性 

プラスチック（加茂の図30）を改変） 

表1 各種検出方法によるMPsの検出サイズ 

 

検出方法 検出サイズ

実体顕微鏡＋FTIR-ATR 約200μm＜

顕微FTIR 約10μm＜※

ラマン分光法 約1μm＜※

※日本分光（株）資料27）および聞取り
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4．下水処理工程におけるMPsの挙動 

筆者はMPsの下水処理工程の挙動の研究をおこなって

きたが，時には「落としどころのない研究をしてどうす

るのか？」や「そもそもMPsは下水処理の対象物ではない」

といった厳しい意見を受けることも多々あった。ただ，

先にも述べたように陸域でもMPsが発生している可能性

がある以上，MPsが下水処理の過程でどのような処理がな

されているのかは下水道を専門とする研究者として非常

に興味深いテーマである。そうした思いで2017年度から

下水処理および下水汚泥処理工程についての研究をおこ

なってきた。以下にその一端を紹介する。 

研究フィールドは近畿地方の下水処理場で，検出MPsの

下限サイズは90μmである。具体的には流入下水と最初沈

殿池，反応タンク流入水，最終沈殿池流出水，急速ろ過

流出水の浮遊物質（Suspended Solid：SS）と活性汚泥浮

遊物質（Mixed Liquor Suspended Solids：MLSS）を測定

し，単位SS，MLSS当たりのMPsの数を各工程で算出し，各

処理工程の日当たりの流量を乗じてMPs負荷量とした。 

調査した全工程のMPsのサイズ分布を図4に示す。サイ

ズは長径と短径の平均値とした。200～299 μmのサイズ

が最も多かった。200 μm未満ものはFTIR-ATRの検出感

度不足により同定が困難であったケースや，微小さゆえ

に分析中に逸失するといったこともあった。 

図5に各処理工程全体で検出されたMPsの種類の割合

を示す。ポリエチレン（PE）が72%と最も高い割合を示

した。日本での2017年のPE生産量は全プラスチック生産

量全体の24%32)であった。当初，我々は下水処理場に存在

するMPsの種類の割合はプラスチック種類別生産割合と

一致すると考えていたが，分析の結果，実際は異なるこ

とがわかり，家庭・工場排水および道路塵埃由来のMPsの

種類はPEが優先すると考えられた。また，琵琶湖・大阪

湾における表層中のMPsの73～93%がPEであった33)，と

いった報告があり，今後その関連性を調査する必要があ

ると考える。 

各水処理工程のMPs濃度は，流入下水中のMPs濃度が

約0.05個/mg-SS (約2.9個/L)，最初沈殿池流入水が約0.28個

/mg-SS（約23.4個/L），反応タンク流入水が約0.15個/mg-

SS（約5.0個/L），活性汚泥中が約0.01個/mg-MLSS（約25.3

個/L）となった。流入下水よりも最初沈殿池流入水のMPs

濃度が高いのは本処理場では最初沈殿池に汚泥処理工程

から発生する返流水が流入することが原因であると考え

られた。返流水中のMPs濃度は約0.21個/mg-SS（約540個

/L）であると推測され，非常に多いMPsが汚泥処理工程か

ら水処理工程に戻されていると考えられた。活性汚泥中

のMPs濃度である約0.01個/mg-MLSSを最終沈殿池および

急速ろ過流出水のSSに乗じることにより，二次処理水中

のMPsおよび三次処理水中のMPsの量を推算した。その

結果，二次処理水中のMPs濃度は約0.02個/L，三次処理水

中のMPs濃度は約0.01個/Lとなった。 

図6に各水処理工程のMPs除去率を示す。それによると

最初沈殿池での除去率は78.9%，反応タンク＋最終沈殿池

での除去率は97.8%，急速ろ過設備での除去率は58.9%で

あり，全体での除去率は99.6%となった。MPsの下水処理

場流入負荷量と最初沈殿池入口負荷量を比較すると後者

が突出して多く，内部水である最初沈殿池に流入する汚

泥処理工程からの返流水負荷量が多いことが推測された。

返流水のMPs負荷量が多い理由は汚泥濃縮工程からの分

 

図5 検出MPsの種類 
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図4 検出MPsのサイズ分布 
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図6 各水処理工程におけるMPsの除去率 
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離液中にMPsが多いからだと考えられ，汚泥濃縮工程で

いかに分離液中のMPs負荷量を減少させるかが重要であ

ると思われた。 

5．MPs問題に対する下水道の役割 

現在筆者らの研究グループは10μm以上のMPsについて

下水および下水汚泥処理工程における挙動を明らかにし，

論文化を急いでいる状況である。今回はご紹介できなか

ったが，今後，下水道研究発表会等で発表できればと思

っている。また，現在下水汚泥処理工程においてマイク

ロファイバーが除去されにくい汚泥濃縮・脱水工程にお

ける技術的対策の研究をおこなっている。今回ご紹介し

た90μmよりも微小なMPsの多くはマイクロファイバーで

あり，下水処理および下水汚泥処理工程を循環している

ことがわかっている。この循環を減らすことができれば，

下水処理によりMPsを今以上に除去できると考えている。

そういう意味において，下水処理場は陸域からのMPs負荷

を減少させるのに有効な施設であると言える。 
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