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1.概要 

 近年、地球環境問題の一つとして海洋に流出

した人口ゴミによる海洋汚染が大きな問題とな

っている。これらのゴミは海洋に蓄積し、海洋

の生態系に大きな影響を与えている。 

 本研究では、漂流している様々なゴミの数を

比較し、また、ライントランセクト法により各

寄港地間（但し、ケープタウン～メルボルン間

は集中観測が行われていないため除く）の集中

観測での漂流物量推定を行った。 

 

2.解析方法 

本船「海鷹丸」の遠洋航海実習の東京出航～

メルボルン入港まで（2004 年 11月 17日～2005

年 2月 20日）走航中に目視で発見した漂流物を

記録した（Table.5.5.3-1）。また寄港地間の漂

流物の特色を知るため、それぞれ寄港地間のデ

ータをまとめた。そして、各寄港地間の集中観

測のデータをもとに漂流物量推定を、ライント

ランセクト法を用いて割り出した。 

 

Table.5.5.3-1 This voyage schedule  

2004     

11/17～26 11/30～12/16 12/20～12/26

Tokyo ～ Benoa～ Toamasina～

   Benoa    Toamasina    Cape Town

2005    

12/31～1/25 1/30～2/20  

Cape Town～ Fremantle～  

   Fremantle    Melbourne  
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3.結果 

この第 15 時遠洋航海東京～メルボルンまで

の間に漂流物が 2847 個発見された。この 2847

個の漂流物の内訳を Fig.5.5.3-1 に示す。今回

は南氷洋を中心とした調査であったため、氷山

や流氷などもかなり観測されているが、一番多

く観測されたのが全体の約四割を占めているゴ

ミである。ゴミは、寄港地や大陸近くでよく観

測されていた。続いては、どこの海域にも多く

見られた流れ藻、目視で発見しやすい大きさの

ものも多く見られた流木と続いている。この漂

流物を人工ゴミと天然物とに分類して比較して

みると、Fig.5.5.3-2 のようになる。このグラ

フを見てみると、漂流物は人工物の方が天然物

より多く、約六割も占めていることが分かる。 

東京～メルボルンまでの漂流物別個数

1140

561

281

269

195

79

56

14

89

85

78 ゴミ

流れ藻

流木

ビニール

氷山

発泡スチロール

鳥の羽

流氷

漁具

ペットボトル

その他

 

Fig.5.5.3-1 Discovery thing and the ratio 

人工ゴミと天然物の比較

1194

1653

人工ゴミ

天然物

 
Fig.5.5.3-2 The ratio of artificial garbage and a natural 

thing 

 東京～ベノアの結果を Fig.5.5.3-3 に示す。

この海域は、ゴミが全体の約六割を占めており、

人工ゴミと天然物とで比較してみると人工ゴミ

のほうが 7割以上と圧倒的な差で人口ゴミの方

が多いことが分かる。この結果は、特にフィリ

ピンやインドネシアの近海を航行している時に

観測されたものが多かった。流木が多いのは、

目視しやすい大きさの物が多いため遠くの物も

発見出来ることもあると考えられる。 



漂流物量推定をしてみると、目視距離を 30

メートルとして考えて、Table.5.5.3-2 のよう

になった。 

東京～ベノア間の漂流物別個数

211

102

750

11
11

8

44

66

32

ゴミ

流木

流れ藻

ビニール

発泡スチロール

漁具

ペットボトル

プラスチック

その他
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Fig.5.5.3-3 Discovery thing and the ratio Tokyo-Benoa 

 

Table.5.5.3-2 The amount presumption of flotsam between 

the Tokyo-Benoa 

半有効探索幅 ｄ(密度) 個／ｋｍ 

7.631 0.035 

N(漂流物量) 個／ｋｍ２  

2.412  

ベノア～トアマシナの結果を Fig.5.5.3-4 に

示す。この海域は、マグロ延縄実習を行う上で

陸の近くを航行することは少なく、東京～ベノ

ア間よりも、人工ゴミの発見個数が少なかった

と考えられる。しかし、この海域の全体で人工

ゴミと天然物で比較してみると、人工ゴミが八

割以上とかなりの割合を占めていることがわか

った。ビニールがかなり観測されている。 

漂流物量推定をしてみると、目視距離を 30

メートルとして考えて、Table.5.5.3-3 のよう

になった。 

ベノア～トアマシナまでの漂流物別個数

98

51

26

24

18
13
2

187

ビニール

ゴミ

プラスチック

発泡スチロール

流れ藻

流木

ボンデン

その他

 

Fig.5.5.3-4 Discovery thing and the ratio Benoa-Toamasina 

Table.5.5.3-3 The amount presumption of flotsam between 

the Benoa-Toamasina 

半有効探索幅 ｄ(密度) 個／ｋｍ 

3.741 0.019 

N(漂流物量) 個／ｋｍ２  

1.704  

 

 トアマシナ～ケープタウンの結果を

Fig.5.5.3-5 に示す。この期間は 20 日から 26

日と一週間しか無かったが、かなりの漂流物が

発見された。この期間は、常に大陸の近くを航

行していたのが原因でもあると考えられる。 

漂流物量推定をしてみると、目視距離を 30

メートルとして考えて、Table.5.5.3-4 のよう

になった。 

トアマシナ～ケープタウンまでの漂流物別個数

238

33

28

18

16

15

48

ゴミ

流れ藻

鳥の羽

流木

ビニール

発泡スチロール

その他

 
Fig.5.5.3-5 Discovery thing and the ratio Toamasina-Cape 

Town 

 

Table.5.5.3-4 The amount presumption of flotsam between 

the Toamasina-Cape Town 

半有効探索幅 ｄ(密度) 個／ｋｍ 

6.893 0.025 

N(漂流物量) 個／ｋｍ２  

1.102  

 

 ケープタウン～フリーマントルの結果を

Fig.5.5.3-6 に示す。この期間は、南氷洋に海

洋観測目的で航行していたため、人工ゴミは少

なく氷山や流氷などが目立った。流れ藻やゴミ

が多数観測されているのはケープタウンを出て

すぐとフリーマントル近海が大半で、南氷洋は

少なかった。 



ケープタウン～フリーマントルまでの漂流物別

個数

695

353

181

54

51 37 220
流氷

流れ藻

氷山

ゴミ

鳥の羽

流木

漁具

ペットボトル

 
Fig.5.5.3-6 Discovery thing and the ratio Cape 

Town-Fremantle 

 フリーマントル～メルボルンの結果を

Fig.5.5.3-7 に示す。この期間もケープタウン

～フリーマントルの結果と同様に南氷洋に長期

間滞在していたため、氷山、流氷が目立った。

このケープタウン～メルボルンの海域は生活感

が無く、人工ゴミは少ない結果となっている。 

フリーマントル～メルボルンまでの漂流物

別個数

531

188

31

1
622

流氷

流れ藻

氷山

流木

漁具

ペットボトル

その他

 

Fig.5.5.3-7 Discovery thing and the ratio Fremantle 

–Meldourne 

 

4.漂流物量推定における問題点 

個人誤差として考えられるもの 

１）目視距離の違い 

種類や距離により正確に数えられない 

太陽の方向による海面反射の有無 

色や大きさにより目視距離が変化する。 

目視距離の違いによりライントランセクト

法での計算値に個人差を招いていると思わ

れる。  

 

２）海象・気象による影響 

 

全体の漂流量解析データから考慮すると東

京～ベノアの海域が漂流物量 2.41 個/km2 と比

較的大きい数値を示している。これは、フィリ

ピンやインドネシアの近海でたくさん発見され

たことを意味するが、その海域は島に囲まれて

いること、季節的な気象等の変化による影響に

よって漂流物が滞留する可能性もあり、地理的

季節的な漂流量への影響を考慮しなければなら

ないと思われる。世界的な「ごみ溜り」といわ

れる海域においては、他の地域からの供給があ

ることは容易に想像され、現時点での漂流物量

によって漂流物の発生地域を限定することは困

難であると思われる。 

 

５．まとめ 

漂流物の多くは天然物ではなく人口ゴミで

ある。陸上と異なり回収の困難な海上では分解

されることのない人工ゴミは水中に漂い続ける

こととなる。今回の漂流物観測の結果を海洋及

び地球環境問題として捉えると、陸上でのごみ

処理対策のみならず、海洋や大気へのごみ対策

が今後最も重要な責務の一つとして、我々海と

接して生きている人はこの状況を自覚して対処

が必要と考えられる。 
今後、各海域における漂流物量を正確に把握

することによって海洋のゴミ回収方法の思案や

海洋投棄防止などに発展させていきたい。 
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