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報道関係各位 

 

河川のごみ輸送量モニタリング技術の開発と流域圏のプラごみ動態の一端を解明 

～マイクロプラスチックとマクロプラスチックの同時観測の実現～ 

 

東京理科大学 

 

研究の要旨 

東京理科大学理工学部土木工学科・二瓶泰雄 教授と片岡智哉 助教の研究グループは，

画像解析を用いた河川のごみ輸送量の計測技術を開発し，実河川（千葉県江戸川と大堀

川）におけるごみ輸送量モニタリングを実施しました．その結果，本技術により，河川に

おけるサイズの大きなプラスチックごみ（以下，マクロプラスチックと称す）の輸送量を

把握することに成功し，マクロプラスチックが出水時に集中して流れていることが分か

りました．また，マクロプラスチックとマイクロプラスチックの同時観測を世界で初めて

実現し，年間値ベースで，マクロプラスチックとマイクロプラスチックの輸送量は同程度

であることが分かりました．これにより，流域圏全体におけるプラスチックごみ削減など

の発生源対策が，地球規模に広がる海洋プラスチック問題の解決のために必要不可欠で

あることが示されました． 

本研究は，ダウ・ケミカル日本㈱からの受託研究として実施されました．また，日本学

術振興会科研費・若手研究 A（17H04937）の助成により行われました． 

 

 

【研究の背景】 

 海洋プラスチックごみは世界的な環境問題として認識され，2015 年の G７・エルマウ・

サミット首脳宣言では，海洋ごみ問題の解決のために，陸域・海域に由来するごみ発生源対

策の必要性を指摘しています．こ

のため，陸域～河川～海域という

流域圏におけるプラスチックご

みの動態を明らかにする必要が

あります．具体的には，陸域で発

生・排出されたプラスチックがど

の程度の量，どのような過程で河

川や海域に流出され，それらの何

割が MP になっているのかを把

握するための科学的データを，プ
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図１ 流域圏マクロ・マイクロプラスチックの動態 

 



ラスチックに関わる全てのステークホルダ（行政，事業者，一般市民）に提供することは極

めて重要です（図１）． 

上記の課題を解決するためには，プラスチックごみが河川から海域へどの程度輸送され

ているかをモニタリングする技術が必要となります．このうち，サイズの小さいマイクロプ

ラスチック汚染状況の計測手法はある程度確立しています【注１】．一方，サイズの大きな

マクロプラスチック輸送量に関しては，ネットなどを用いて直接採取する手法が考えられ

るものの，作業上の負荷が大きく，より効率性の高い河川ごみ全体やマクロプラスチックの

輸送量計測技術の確立が望まれています． 

 

 

【研究成果の概要】  

(1)河川ごみ輸送量モニタリング技術の開発 

簡便で効率的に河川を漂流するマクロプラスチックを計測するために，画像解析に基づ

く河川ごみ輸送量モニタリング手法を確立しました．本手法は，河川水表面の連続撮影（ハ

ード面）と画像解析手法に基づく漂流ごみ判別と輸送量算出（ソフト面），という２つの部

分から構成されています（図２）．まず，ハード面では，デジタルビデオ（DV）カメラ等を

用いて河川水表面を撮影します【注２】．この際，カメラの撮影方向としては，河川に架か

る橋の上から水表面を撮影する「鉛直方向」と，堤防や河川管理施設（樋管など）などから

の「斜め方向」があります．次に，ソフト面では，一定時間にわたり得られた動画を静止画

に分割し，各静止画上において横断方向に検査線を設定します．その検査線上において各画

素の R（赤），G（緑），B（青）の合計値 Pの空間勾配 P’から漂流ごみを判別します．この

空間勾配の算出には，エッジ抽出用のフィルタである sobel filter を用います．この本手法

によりプラごみや草本を含むごみ全体の輸送量計測が可能となります．また，本研究チーム

による既存の観測研究により，ごみ全体に対するマクロプラスチックの割合は 10％程度と

なっていますので，ごみ全体の輸送量とマクロプラスチックの割合（=0.10）の積により，

マクロプラスチック輸送量を計測・評価することが可能となります．本手法では，DV カメ

 
図２ 河川ごみ輸送量モニタリング手法の概要 



ラを固定設置することにより，無人・自動連続的な河川ごみ輸送量観測が可能となります．

この際，鉛直・斜め撮影共に可能ですが，鉛直撮影は観測場所が限定される一方，斜め撮影

は多くの場所で実施可能です．また，橋上に人が立ち，DV カメラを用いて鉛直撮影して河

川ごみ輸送量の有人観測をすることも可能であり，出水時など短期的な観測を行うときに

は有効です． 

 本技術に基づいて，江戸川では，橋上の垂直撮影に基づく河川ごみ輸送量の短期間・有人

観測を 2010 年から 2017 年の計６つの出水時において実施しました．また，千葉県・江戸

川と大堀川において斜め撮影による河川ごみ輸送量の無人・自動連続観測を 2017 年度に実

施しました．得られた動画について画像解析し，検証用データ（ごみの直接採取や目視によ

るごみ判別結果）と比較したところ，本技術は，鉛直・斜め撮影共に，概ね良好な精度で河

川ごみ判別が行われていることが明らかになりました（図３）． 

 

(2)河川のマクロプラスチック輸送量の特徴 

本技術により得られたマクロプラスチック輸送量データを調べた結果，出水時に集中的

にマクロプラスチックが輸送されていることが明らかとなりました．江戸川の結果を例示

すると（図４【注４】），マクロプラスチック輸送量の累積値（2017 年 1 月 1 日を 0 として

累積した結果）は，出水時において流量と共に大きく増加している様子が分かります．全マ

クロプラスチック輸送量に対する出水時の割合は江戸川では 97％，大堀川 87％であり，マ

クロプラスチックの大半は出水時に輸送されていることが定量的に明らかになりました． 

また，特筆すべきこととして，本技術により，マイクロ・マクロプラスチック輸送量の比

 
図３ 本技術の精度検証結果の一例：単位幅ごみ輸送量に関する本手法と検証用デー

タ（目視）の比較（江戸川，垂直撮影の場合） 
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較が可能となりました．同図に示されるマイクロプラスチック輸送量とマクロプラスチッ

ク輸送量を比べると，10 月まではマイクロプラスチック＞マクロプラスチックとなってい

たが，その後の大きな出水で大小関係が逆転しました．年間輸送量としては，マクロプラス

チックは 4.7 トン，マイクロプラスチックは 2.6 トン（マクロプラスチックの 55％）とな

りました（表１）．一方，大堀川の年間輸送量としては，マイクロプラチックは 0.0287 トン

とマクロプラスチック（0.0193 トン）の約 1.5 倍となりました．このように，河川により

大小関係は変わるものの，マイクロプラスチックとマクロプラスチックは同オーダーの輸

送量となっていることが明らかとなりました． 

また，プラスチックのマテリアルフローに基づいて，各河川流域におけるプラスチックご

みの回収量を求め，河川におけるマクロ・マイクロプラスチック輸送量の合計とプラごみ回

収量の比を求めました．その結果，

江戸川では 0.025％，大堀川では

0.002％となりました．米・ジョージ

ア大の Jambeck ら（Science，2015）

の研究では，我が国における海洋へ

のプラごみ輸送量とプラごみ回収

量の比率は 0.3～0.8％であり，本研

究成果は 1～2 オーダー低い結果と

なりました． 

 

 

 
図４ 江戸川・野田橋におけるマクロプラスチックとマイクロプラスチック輸送量の

累積値（2017 年 1 月 1 日を 0 として，各輸送量を累積した結果．上図は同地点の流量

データ）． 
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表１ マクロ・マイクロプラスチックの年間輸送

量と各河川流域のプラごみ回収量の比較 
 

 
 

江戸川 大堀川

マクロプラス
チック 4.72 0.0193

マイクロプラ
スチック 2.58 0.0287

合計値（A) 7.30 0.0480

28,864 2,007

0.025 0.002

年間

輸送量

[ton/
year」

プラごみ回収量
（B)[ton/year]

(A)/(B)[％]



【今後の展望】 

本研究により，河川におけるマクロプラスチック輸送量の計測が可能となり，年間輸送量

としては，マイクロプラスチックとマクロプラスチックが同オーダーで輸送されているこ

とを世界で初めて明らかにしました．これにより，海洋のプラごみ問題の解決策として，プ

ラスチックの使用量そのものを減らすことはもちろん，既に自然界に放出されたプラスチ

ックごみの回収技術の開発などプラスチックごみ削減対策の実施が喫緊の課題であること

が示されました． 

 なお，本研究成果が Jambeck ら(2015)の結果と相違がある点に関しては，より多く河川

のマクロプラスチック輸送量のデータを集めると共に，プラスチックのマテリアルフロー

を詳細に検討する必要があります．特に，国別の差異がある可能性が高いため，海外のプラ

スチックごみ輸送量調査を今後実施する予定です． 

 

補足・用語説明 

【注１】 プラスチックごみは，大きさに合わせて，5mm 以下を「マイクロプラスチック」，

5mm～25mm を「メソプラスチック」，25mm 以上を「マクロプラスチック」と

分類されます． 

【注２】 河川ごみは，プラスチックなどの人工系ごみと植生などの自然系ごみに分類さ

れます．これらの多くは比重が小さいため，水表面を浮遊しながら河川において

下流へ運ばれます．そのため，DV カメラの撮影範囲を水表面と設定しています． 

【注３】 単位幅ごみ輸送量…河川の横断方向 1m あたりのごみ輸送量（単位：g/（s・m）） 

【注４】 図４の結果は，本技術により得られた観測結果に基づいて，一般的な物質輸送量

評価に用いられる L-Q式（L：マクロプラスチック輸送量，Q：流量）を用いて

得られたものです．他のデータも同様な手法で得られたものです． 

【助成】 

 本研究において河川ごみ輸送量モニタリング技術開発とその精度検証に関しては，ダウ・

ケミカル日本㈱からの受託研究として実施されました．また，マイクロプラスチックに関す

る研究は日本学術振興会科研費・若手研究 A（17H04937）の助成により行われました． 

 

 

 


