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背景 プラスチックは年間数100万トン以上が海域へ流出しており、

これらは海域で細片化されている。海洋マイクロプラスチックス（以
下MPs； <5mm）は、海洋生態系へ様々な影響を及ぼすことが懸念さ
れている。従前からのMPs調査は、多大な労力と時間が必要。

MPs汚染の正確な評価のためには、効率的で統一された計測手法
の開発が不可欠である。また、現状では目開き350 µm程度のネット
を使用することから、微細なMPs（以下SMPs）の濃度情報はほとんど
得られていない。

特に生物影響が大きいといわれる

微細なMPs（SMPs）の分布や挙動の

把握が必要となっており、その計

測手法の開発が急務。
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(Yamashita et al., 2016改)

1. はじめに（研究背景等）



2.研究開発目的

船舶へ表層の海水を引き込み、
SMPs（主にポリエチレン(PE),ポリ
スチレン(PS)およびポリプロピレン
(PP)）を、顕微ラマン分光光度計

を用いて、連続的に自動で検出
し定量計測するシステムを開発し、
海域のSMPsの濃度および劣化

度を把握する手法を完成すること
である。
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全体目標：

海面の微細なマイクロプラスチック(10-350 µm)
を連続的に検出し、分析するシステムを開発し、
日本沿岸海域のマイクロプラスチック濃度およ
び劣化の分布を明らかにする。
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3.研究目標及び研究計画



サブテーマ1
目標：顕微ラマンを用いた微細なマイクロプラスチック
連続分析システムの開発。

（項目1）
① 計測（検出・劣化分析）環境の構築、計測 条件を決
定し、分析システムの構築。（令和3-4年度）

②システムを船舶へ搭載し、船上での計測条件の決定。
（令和4-5年度）

（項目2）
完成システムにより、現場海域（日本海）における微細な
マイクロプラスチック(SMPs)の分布およびその劣化度（CI）
の分布の把握。（令和5年度）
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3.研究目標及び研究計画



サブテーマ２

目標：顕微ラマン分光光度計による分析システムへ自動
でサンプルを導入するためのろ過システム部およびマイ
クロ流体システム部を開発。

（項目3）
MPs粒子の海水から粒子を捕集するろ過システム部の開
発と高濃度の粒子の濃度を計測。（令和3-4年度）

（項目4）
一定量を顕微ラマン分光光度計へ移送する集積マイクロ
流体システム。（令和3-4年度）

サブテーマ1＆2：現場海域での実証試験 （令和5年度）6

3.研究目標及び研究計画



【サブテーマ１】海洋マイクロプラスチックの連続
的な検出・分析システムの開発
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4.研究開発内容

項目1 ①顕微ラマン分光光度計での計測条件：



②船舶での使用条件
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研究室海水のMPｓ濃度

研究室海水の蛇口に流量計（Padibei社，LVH-284）を設置

研究室海水は、連結した濾過器を目合いの大きい順
（355μm，100μm，45μm）に通過、通水時間：1時間

実験方法（採取）

図3 研究室海水の分析海域



② 船舶の動揺影響把握
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図4 防振台に設置された計測基板と調査海域



【サブテーマ2】ろ過システム部およびマイクロ
流体システム部の開発
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4.研究開発内容



【サブテーマ１】海洋マイクロプラスチックの連続
的な検出・分析システムの開発

①計測条件

レーザー強度：最大

露光時間：最短

植物プランクトンの影響：無し
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5.結果及び考察



【サブテーマ2】ろ過システム部およびマイクロ
流体システム部の開発
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5.結果及び考察

• 豊洲運河（東京都江東
区）の水からの粒子の濾
過抽出を試みた

• 10分の駆動を３回繰り返
すことで、45Lの採水から
400mlの濃縮処理水を取
得できた

濾過システムの評価
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着色液による評価

シミュレーション、着色液による実測でもピンチ流路部で粒子を壁面へ
押し付ける効果が確認された。流路幅が拡大された後も，流速分布は
流路幅方向に均一に拡大されて層流が維持されており、粒径選別の
可能性が示された。

設計及びシミュレーション結果

粒径選別マイクロ流体
システムの評価



（１） 進捗状況

【サブテーマ１】海洋マイクロプラスチックの連続的な検出・分析
システムの開発

○計画の進捗状況：概ね計画通り進展していると判断する。
理由：ラマン光度計の計測条件が決定でき、実海域での運用の
可能性を確認した。MPs(PE)のCIは、劣化指標とできることが確
認された。

○目標達成の見通し：MPs濃度の計測の課題は、①ラマン光度

計の計測設定ソフトの改良、②計測時の取りこぼし粒子の推定、
③ラマン光度計へのサンプル水の導入時のポンプの制御条件
設定である。いずれも対応可能と判断している。
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6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献



【サブテーマ２】ろ過システム部およびマイクロ流体システム部
の開発

○計画の進捗状況：若干の遅れが見られる

粒子の3D構造のモニタリングへの着手が今年9月となる．

粒径選別と蛍光選別の各流体システムの接続が未実施．

磁気ゲートを有するマイクロ流体デバイスの開発，顕微分光光
学系の構築においては，MPを分離出来る可能性を示したこと
から，計画どおりの進展がされているといえる．

○目標達成の見通し

共焦点光学系の導入による３次元構造のモニタリング，粒径選
別と蛍光選別を接続し動作が確認できれば、サブテーマ２の目
標は達成可能と判断している。
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6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献



（2） 環境政策等への貢献

＜行政等が活用することが見込まれる成果＞

本研究では微細なマイクロプラスチックの連続的
な濃度分布の把握を目的の一つとしている。ラマ
ン光度計による連続的なMPsの検出はほぼ実現で
きており、その濃度への推定が今年度中に見込ま
れる。来年度に精度を実用できるまで高め、システ
ムを一般化する。一般の商船にシステムを搭載す
るなどすることで、世界中の濃度分布把握につな
がると考えられる。
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6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献
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7. 研究成果の発表状況



＜その他誌上発表（査読なし）＞
【サブテーマ２】

1) 小池義和，二井信行，Rajagopalan Uma Maheswari，長澤純人: 電子情報

通信学会誌，Vol.105, No.5, 281-285(2022)ガラス球構成フリーフォール型

水中無人探査機を用いた海洋環境計測（小特集：極限環境の計測を支え
る回路とシステム技術、解説記事）

口頭発表（学会等）【サブテーマ1】7件、【サブテーマ2】10件

「国民との科学・技術対話」の実施 項目②2件、③2件、④2件

18


	研究課題名：顕微ラマン光度計を用いた海洋マイクロプラスチックの連続計測システムの開発
	スライド番号 2
	2.研究開発目的
	3.研究目標及び研究計画
	3.研究目標及び研究計画
	3.研究目標及び研究計画
	4.研究開発内容
	②船舶での使用条件
	②　船舶の動揺影響把握
	4.研究開発内容
	5.結果及び考察
	5.結果及び考察
	粒径選別マイクロ流体システムの評価
	6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献
	6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献
	6.研究の進捗状況と環境政策等への貢献
	7.　研究成果の発表状況
	スライド番号 18

