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駿河湾沖の海洋ごみ中のマイクロプラスチックについて

【はじめに】
プラスチックは世界で年間３億トンが生産・消費され、そのうち 800 万トンが海に
流出していると推計されています。海洋に流出したプラスチックは紫外線や波の力で
細分化され、５mm 以下のマイクロプラスチックと呼ばれる微細な破片になります。プ
ラスチックは、水生生物に摂取・蓄積されて、消化管を傷つけたり、詰まらせたりす
るなど物理的ダメージを引き起こします。またマイクロプラスチックは海洋中の残留
性有機汚染物質（PCBs 等）を吸着する力が強く、誤食により、海鳥や水生生物の体内
に残留性有機汚染物質が蓄積され、人への悪影響も懸念されています。
環境省はプラスチックごみによる海洋汚染の実態把握をするため、日本周辺海域で、
漂着ごみと漂流ごみ、海底ごみ及び海表面上のマイクロプラスチックの分布調査を行
っています(図１)。その結果、東北の日本海側及び太平洋側沖周辺、四国及び九州の
太平洋側沖周辺などで高い密度を示す傾向があることが分かりました。
当研究所でも、駿河湾におけるマイクロプラスチックの調査を行ったので、その結
果を紹介します。

図１ 沖合海域のマイクロプラスチックの分布密度
（環境省の実態調査報告より）

1

【調査方法】
平成 29 年７月に駿河湾沖（清水港から南に約 20km 地点）において、ニューストン
ネット（目合い１mm、網口幅 1.3ｍ、網全長 3.5ｍ）を用い、曳航速度２ノット、曳航
時間 10 分間で、海洋表層の海洋ごみ（図２）を採集しました。
採集した海洋ごみの中に含まれるプラスチック（図３）を目視選別で仕分けて、プ
ラスチックの組成と大きさを調べました。

図２

ニューストンネットで採集した

図３ 海洋ごみ中のプラスチック

海洋ごみ
【調査結果】
採集した海洋ごみの組成は、乾燥重量比でプラスチックが 11.9%、残り 88.1％は木
片等でした。プラスチックの組成の内訳は、レジ袋等に使用されるポリエチレン 62.9％、
ペットボトルのキャップ等に使用されるポリプロピレン 16.6%で、この２種類で約８
割を占めていました（図４）。ペットボトルなどに使用されるポリエチレンテレフタレ
ートは比重（1.34～1.39）が海水の比重（1.023、25℃）より大きいため海中に沈むと
考えられ、今回の調査では含まれていませんでした。プラスチック片は 151 個検出さ
れ、うち５mm 以下のマイクロプラスチックは 124 個で 82%を占めていました。大きさ
（最大長さ）別の内訳を図５に示します。今回、目合い１mm のニューストンネットで
採取したため、１mm 以下のマイクロプラスチックは、多くは検出されませんでしたが
微細化したマイクロプラスチックが存在している状況が分かりました。
平成 27 年度に実施した環境省の駿河湾におけるマイクロプラスチック調査（調査地
点：富士川河口域、沼津沖、西伊豆沖の３地点、ニューストンネットの大きさ：目合
い 0.35mm、網口の大きさ 0.75ｍ×0.75ｍ、曳航速度：２～３ノット、曳航時間：20
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分）の結果、マイクロプラスチック海中密度は 0.26～0.63 個/ｍ3 でした。なお今回の
調査では、濾過水量を把握していないので海中密度を計算することはできませんが、
網の大きさや曳航速度から海表面のマイクロプラスチックの数を計算すると 0.15 個/
ｍ2 となりました。

その他・不明
17.2%
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海洋ごみ中のプラスチックの組成の内訳
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海洋ごみ中のプラスチックの大きさと個数

【おわりに】
今回の調査で、駿河湾沿岸海域で様々なプラスチックがマイクロプラスチックとな
って海表面を浮遊している実態を確認しました。
海岸などに捨てられたプラスチックごみは、マイクロプラスチックの発生源となっ
ていることから、今後は静岡県内の海岸域におけるプラスチックごみやマイクロプラ
スチックの量や種類を調査し、さらにマイクロプラスチックの素材や形状から、発生
原因を推定することで、プラスチック廃棄物の環境中への排出抑制対策の推進につな
げて行きたいと考えています。

環境科学部
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鈴木光彰

HIV 検査ノススメ
【昔は「不治の病」、今は・・・】
HIV とは、Human Immunodeficiency Virus（ヒト免疫不全ウイルス）のことで、白血
球のうち免疫に重要な細胞である CD4 陽性リンパ球などに感染し、エイズ（後天性免疫
不全症候群）を起こすウイルスです。血液・体液等を介して感染し、現在、日本での感
染経路は男性同性間や異性間の性的接触がほとんどです（男性同性間と異性間の比はお
よそ７：２）。他には注射器の回し打ちといった血液感染や母子感染もあります。
日本で初めてのエイズ患者は 1985 年に報告されており、当時は死に至る「不治の病」
として恐れられていました。しかし 90 年代後半に、非常に効果的な抗ウイルス療法
（ART：Anti Retroviral Therapy）が開発され、現在では、早期に治療を始めれば HIV
感染者でも感染者でない人とほとんど同じくらい長生きできるようになりました。
【HIV に感染すると・・・】
HIV に感染すると、約２～４週間でインフルエンザ様症状を起こし（急性感染期）
、
その後数年～10 年以上無症状の時期（無症候期）が続きます。その後、血液中の CD4
陽性リンパ球が減少し、身体的に免疫力低下症状を呈するようになります（エイズ期）
。
通常、感染が認められてから長期間経過した後にエイズ指標疾患（カンジダ症、活動性
結核など 23 の疾患）のいずれかを発症した場合、エイズ発症と診断されます。

抗原

（HIV の遺伝子）
（HIV の蛋白）

H

急性感染期

図１

HIV 感染とウインドウ期

ウイルスは感染すると血液中のリンパ球に入り込み、増殖していきます。一方、感染
を受けた体も免疫反応により抗体を作ります。HIV の検査では主に抗体の有無を確認す
るため、感染初期には、HIV に感染していても検査で「陰性」と出てしまう期間があり
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ます。この期間を「ウインドウ期」といいます（図１）。ウインドウ期のうち、血液中
にウイルスが流れている期間を「感染性ウインドウ期」と呼び、検査では HIV に感染し
ていることが分からなくても、ウイルスを他人に感染させる危険性があります。
また、HIV の検査にはいくつかの方法がありますが、検査ごとに、標的とするもの（抗
原、抗体など）や、検出できるまでの期間が変わってきます。
【HIV 検査の流れ】
本県における HIV 検査の流れは、図２および下表のとおりとなっています。
迅速検査、抗体確認検査は保健所、抗原確認検査は当研究所で行っています。
迅速検査（抗原抗体同時検査）

スクリーニング検査であり、

抗原

－

－

＋

＋

抗体

－

＋

＋

－

陽性と判定されても実は陰性
（＝偽陽性）のことがあるた
め、後段の確認検査が必要

陰性
抗体確認検査（WB 法）

＋

判定保留ｏｒ－

陽性
HIV-1 or HIV-2

抗原確認検査（NAT 法）

＋

－

HIV-1 陽性

HIV-1 陰性

当研究所で
行っている
検査

図２

迅速検査
（抗原抗体
同時検査）

本県における HIV 検査実施フローチャート

・簡易検査キットを用いて、抗原と抗体の有無を判定
・抗原と抗体の両方が「陰性」であれば、
「陰性」が確定
（感度の高い検査のため）
・抗原と抗体のいずれかが「陽性」→次の段階（確認検査）へ
・抗体の有無を、より精度の高い方法で確認

抗体

・抗体「陽性」であれば、
「陽性」が確定（特異度の高い検査のため）

確認検査

・「判定保留」または「陰性」→次の段階（抗原確認検査）へ

（WB 法）

（ウインドウ期で、抗体がまだ十分な量まで産生されていない可能性があ
るため）

抗原

・遺伝子を増幅してウイルス RNA の有無を判定

確認検査

・抗体が産生される前に RNA が増える（図１）

（NAT 法）

→この期間に検査を受けた場合には「陽性」と判定される可能性あり
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【検査を受ける時期に注意！】
図１のとおり、抗体は、ウインドウ期を過ぎれば検出できるレベル以上に増えて、か
つ終生検出可能なレベルを保ちますが、抗原は、抗体が増える時期になるとむしろ減っ
ていくため検出できなくなることがあります。そのため、HIV 検査を受ける場合は、ウ
インドウ期を過ぎてから、できれば、感染の機会があったと思われる日から３か月以上
経ってから抗体の検査をすれば確実な結果が出るといえます。
【当研究所での検査】
当研究所では、NAT 法による抗原確認検査を行っています。
NAT 法とは核酸増幅検査（Nucleic acid Amplification Test）のことで、HIV の遺伝
子（RNA）を増幅して検出する方法です。
流れを示すと以下のようになります。
受検者の検体（血清）
当所で

ウイルス RNA 抽出

行っている
検査

RNA 濃縮

ウイルス RNA 抽出の様子

RNA を DNA に変換

遺伝子（DNA）を増幅
結果判定
遺伝子を増幅するリアルタイム PCR 装置

HIV の遺伝子増幅には、リアルタイム PCR 装置を用います。リアルタイム PCR とは、
遺伝子（DNA）の増幅量をリアルタイムでモニターしつつ解析する方法で、サンプル中
の遺伝子の量を知ることができます。
【おわりに】
2018 年現在、日本には、HIV に感染していながら気づいていない感染者が 5000 人以
上（全体の約 15％）いると推測されています。また、エイズを発症して、初めて HIV
に感染していることが分かった（＝いきなりエイズ）という人が、感染者全体の約３割
にのぼり、この割合はこの 10 年間横ばいのままです。HIV 感染の感染経路として最も
多い性行為からの感染を防ぐために、コンドームの使用が推奨されます。
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もしも HIV に感染していた場合、ウイルスを他人に感染させないため、そして早期に
治療を受けることでより高い治療効果を得られることから、感染の早期発見はとても重
要です。
HIV 検査は県内の保健所で無料、匿名で行っています。HIV 感染の早期発見のために
も、感染に心当たりのある人は心配な出来事から３か月以上経ってから、HIV 検査を受
けてみることをおすすめします。

微生物部
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酒井悠希子

化粧品から表示にない成分が検出されました
医薬食品部医薬班では、県内で製造・流通する医薬品等の品質が適切なものである
か検査しています。
今回は、化粧品中の成分の一斉分析法を開発する過程で、表示違反が疑われる製品
を探知したので紹介します。
単位：億円

【静岡県では化粧品産業が盛ん】

埼玉, 2,417

皆さんは、静岡県において化粧品の生産
が非常に盛んであることをご存知でしょう
か。経済産業省の発表によると、平成 29 年

その他,
6,323

神奈川, 2,004

の本県の化粧品の生産金額は全国３位であ
り、化粧品生産大国となっています
（図 1）。

静岡, 1,689

本県は医薬品等の産業も盛んであり、全
国の美と健康を支えていると言っても過言
ではありません。

愛知, 1,659

大阪, 1,356

図 1 平成 29 年都道府県別化粧品の生産金額

【法制度上の化粧品とは】
化粧品と聞いて皆さんはどういったものを想像するでしょうか。おそらく、口紅、
ファンデーション、マスカラ、アイシャドー・・・と美に関するものを想像すると思
います。男性の方はそういったものには余りなじみがないと思うかもしれません。し
かし、化粧品を規制している法律である「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」（＊以前は薬事法という法律名でした。）の中では「人の
身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌（ぼう）を変え、又は皮膚若しくは毛髪
を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用される
ことが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」と定義され
ています。これだけ読むと何のことか分かりにくいと思いますが、要は人に使用され
て、何らかの緩和な効能効果が期待されているものです。上記のほかに具体例を挙げ
れば、歯磨き粉、整髪料、シャンプー、リンス、ハンドクリーム等があり、これらの
製品であれば男性の方もなじみがあるのではないでしょうか。
化粧品は幅広く生活の中に溶け込んでいて、普段の生活を送る上で欠かせないもの
となっています。
【化粧品中の配合成分に関する規制】
化粧品は基本的には製造時に配合した全成分を表示することとなっています。自宅
でシャンプー等の表示を見てみてください。多くの化学物質名が羅列してあって、こ
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れはいったい何なのだろうと思われるでしょう。

表１ 配合成分に関する規制

化粧品中には何でも配合してよいわけではなく、
「化粧品基準」という基準の中で化粧品に配合し
てはならないものや、配合しても良いがこの量ま
でというものが定められています（表１）。
【当研究所における試験検査手法の開発】
当研究所は過去の医薬品等の試験検査の実績から高い技術を有しています。しかし、
これら化粧品中成分に関して同時に多数の成分を分析する、いわゆる一斉分析法は整
備していませんでした。
本県では化粧品の生産が盛んであるということもあり、今回一斉分析法を開発する
こととしました。化粧品中の防腐剤について、一斉に分析できる条件を検討し、24 成
分について分析が可能になりました。この方法を行政上の検査に使用する場合、この
検査法が科学的に妥当なのか確認する必要があります。そこで、特異性（分析したい
成分だけを検出するか）、再現性（何度測定しても同じ結果になるか）、真度（100 と
いうものを測定したら 100 という結果になるか）等のパラメーターを確認し、開発し
た手法が行政検査の科学的根拠として用いるために十分なものであると確認できまし
た。
【市販製品での分析】
この方法を用いて県内の販売店で購入した化粧品について検査を実施したところ、
ファンデーション 1 検体から表示にない保存料のメチルパラベンが検出されました。
【まとめ】
今回、化粧品中の配合成分について検討を行い、24 成分について一斉分析法を開発
しました。この方法の科学的な妥当性を検証し十分に行政検査に適応可能なものであ
ることを確認しました。
この方法により表示にない成分が検出された製品には海外製との記載があり、海外
の製造所で製造された製品についての品質保証の難しさが垣間見られました。県薬事
課はこの結果を当該製品の指導権限を持つ自治体に対して情報提供し、最終的には、
製造販売者による自主回収が実施されました。
厚生労働大臣や県知事による承認が必要な医薬品等と異なり、化粧品は届出のみで
製造販売が可能です。承認を経ないという点からも、適切な品質保証がなされていな
い可能性があるため、今後も県内で製造・流通される化粧品等について、試験検査を
通じ、その品質を確認することで、県民の皆さんの安心・安全の一助としていきます。

医薬食品部
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岩切靖卓

狩野川上流域（伊豆市湯ヶ島）の水質の状況
静岡県では、水質汚濁防止法に基づき伊豆市湯ヶ島にある狩野川「瑞祥橋」におい
て BOD（有機汚濁指標）、SS、流量等の水質を常時監視しています。「瑞祥橋」は、狩
野川の水質監視地点５か所のうち最も上流に位置していますが、平成 15 年度にはじめ
て BOD が環境基準を超過し、以降 18、19、25、26 年度にも環境基準が未達成となりま
した。そこで、
「瑞祥橋」の上流域の現地調査や水質測定等を行い、BOD 基準超過原因
を調査しましたので紹介します。
【流路・施設・土地利用状況調査】

本

本谷川基点

～谷
～
25

かな場所を流れており、流域の土地利

東京発電用水路

～
～

流入水

た。

15
浄蓮橋

岩尾川

の多い工場・事業場はありませんでし

21

滝尻橋
5

18
与市坂川4

猿橋川

11

拡大

3
2

向原
発電所
1
瑞祥橋
狩野川

用水路

また、狩野川上流域では、支流の滑

5
8

持越川
東京発電用水路

5-2

狩野川上流の様子

10
9

湯ヶ島
発電所

7 6

23
19

12

22

20

17

16

滝尻橋

用水路

館や観光施設がありましたが、排水量

5-2

13

自然流路

しての利用もありました。流域には旅

14

川
26

24

用は山林が多く、わさび田等の田畑と

図１

滑沢

狩野川上流域は図１のように自然豊

猫越川

沢、岩尾川、与市坂川のほか、複数の
流入水、発電所用の取水口が確認され
ました（図２）。

図２ 狩野川上流域の流路および調査地点

【BOD、COD 水質調査】
「瑞祥橋」やその上流の水質を確認するため、狩野川上流域の本流、支流、流入水
の各調査地点（図２）において、有機汚濁指標の BOD や COD を毎月調査しました。そ
の結果、COD は本流や支流、流入水で濃度の高いときがあり、特に雨天時に高い値が
観測されました。一方、BOD は本流での基準超過はありませんでしたが、BOD 濃度の高
い生活排水 No.10 の流入が確認されました（表１）
。
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【
「瑞祥橋」の常時監視データ解析】

表１ 狩野川上流域の BOD、COD 濃度

「瑞祥橋」では毎月１回の水質常
時監視を行っていますが、BOD の基
準超過は 11～５月に集中していまし
た。そこで、過去の常時監視データ
や気象庁アメダスの気象情報（平成

本
流

17 年～29 年）を用いて、BOD 値や流
量等の月別平均値を求め季節変動を
検証しました（図３）。

支
流

その結果、負荷量は７月を除いて
６～10 月（夏～秋季）に減少し、11
～５月（冬～春季）には増加し、基

流
入
水

準超過の発生割合が高い月では負荷
量が多くなっていました。
「瑞祥橋」

BOD(mg/L)
晴天時
雨天時
No. 範囲 平均
1 <0.5～0.5 0.5 0.5,<0.5
2 <0.5～0.5 0.5 <0.5, 3
<0.5
<0.5 <0.5,0.5
5 <0.5～0.9 0.5 <0.5,<0.5
6 <0.5～0.5 0.5
15 <0.5～0.5 0.5 <0.5,<0.5
25 <0.5～0.5 0.5 <0.5,0.5
4
<0.5
<0.5 <0.5,<0.5
7
<0.5
<0.5 <0.5, 26 <0.5～0.6 0.5 <0.5,<0.5
10 18～508 275
12 <0.5～0.5 0.5
13 <0.5～0.6 0.5 <0.5,21 <0.5～0.5 0.5 <0.5,0.5
22 <0.5～0.5 0.5 0.6,23 <0.5～0.5 0.5 <0.5,60
BOD負荷量

では水温に季節変動がみられ、特に冬

このことから、11～５月には水温が低
下することで河川の自浄作用が低下し、
夏季と比べて負荷量が大きくなったと
推測されました。一方で、12～２月に
は流量が他の月に比べて約３分の２ま
で減少しており、希釈効果の低下によ
り BOD 濃度が上昇したと推察されまし

流量

1.2

水温

BOD濃度(mg/L)，流量(m3 /s)

との差が最大で 10℃以上ありました。

50
BOD負荷量(ｋｇ/day)，水温(℃)

季には 10℃以下の低温になる等、夏季

COD(mg/L)
晴天時
雨天時
範囲 平均
<0.5～1.5 0.6 3.2,1.8
<0.5～1.2 0.6 2.8,<0.5～1.3 0.6 2.6,1.7
<0.5～1.1 0.6 2.1,1.0
<0.5～1.2 0.6
<0.5～1.7 0.7 1.5,1.0
<0.5～5.5 1.5 1.6,0.7
<0.5～0.8 0.6 2.7,1.5
<0.5～0.7 0.5 2.4,<0.5～1.6 0.6 1.1,0.5
11～296 115
<0.5～0.9 0.6
<0.5～1.6 0.8 0.5,0.8～2.0 1.4 2.7,1.4
<0.5～13 1.8 2.4,0.9～4.6 2.1 4.1,1.4
BOD濃度
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【まとめ】

図３ 月別 BOD 負荷量と濃度・流量・水温

今回の調査から、狩野川上流域には負荷の大きい汚染源があるのではなく、流量が
減少し水温の低い条件下で汚濁源の生活系や事業系排水が複数流入する等、条件が重
なったときに「瑞祥橋」の BOD が基準超過したと推測されました。
当該地域の観光業は重要な産業であり、浄蓮の滝等の河川に関係する観光スポット
もあることから、良好な水質を保つことが求められます。今後は、本研究の成果を情
報提供することにより、浄化槽の適正使用や、単独から合併浄化槽への切り替えの促
進等の汚濁排出抑制の対策につなげ、水質の向上に努めたいと思います。

大気水質部
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