
United Nations Environment Assembly (UNEA):

プラスチックが環境に侵⼊すると、何百年も続く可能性のある環境への影

響を伴って地球規模に広がる可能性があります。

Once plastic enters the environment, it can go global with 

environmental impacts that can last hundreds of years.
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Is there so much plastic floating in the 
ocean?
Isn't the albatross swallowing a plastic 
bag just unlucky?

海に漂うプラスチックはそんなに⼤量︖
プラスチックを飲み込むアホウドリは運が悪いだ
けでは︖



海洋に漂うプラスチックの量
Plastic in the Ocean

毎年3億トン以上のプラスチックが⽣産されている
少なくとも1400万トンが海に流れこんでいる
プラスチックは全ての海洋ゴミの80%を占めている

every year:
Over 300 million tons of plastic are produced for use.
At least 14 million tons of plastic end up in the ocean.
Plastic makes up 80% of all marine debris.



海洋に漂うプラスチックの量
Plastic in the Ocean

毎年廃棄される約3億トンのプラスチックのうち、リサイクルされるのは9％のみである。残りの⼤部分は
埋め⽴て地または⾃然環境に蓄積され、やがて、マイクロプラスチックに分解され、⼈間の⾷物連鎖、淡
⽔システム、および空気へと⼊り込んで⾏く。

Approximately 300 million tonnes of plastic waste (an amount equivalent to the weight of 
the human population) are produced every year. However, only 9 per cent is recycled; the 
vast majority of the rest accumulates in landfills or the natural environment. Over 
time, these materials break down into microplastics that ease additional pollutants into the 
human food chain, freshwater systems, and air. (UNEA)



プラスチックの素性
Polymer structure

ポリマー構造

•⽔素 hydrogen
•酸素 oxygen
•炭素 carbon
•塩素 chlorine



プラスチックの素性
Polymer structure

プラスチックは、⽔素、酸素、炭素、塩素などが⻑い鎖のようにむすびついて構成される
ポリマーである。この連結が、化学的に切れてしまうと、さまざまな物質に変化する。

Plastic is a polymer composed of hydrogen, oxygen, carbon, chlorine, etc., 
which are connected like a long chain. When this connection is chemically 
broken, it changes into various substances.



ゴミからマイクロプラスチックへ
Microplastic made from trash debris

プラスチックは、⽔素、酸素、炭素、塩素などが⻑い鎖のようにむすびついて構成される
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broken, it changes into various substances.



ゴミからマイクロプラスチックへ
Microplastic made from trash debris

太陽の紫外線、⾵、気流、その他によって、プラスチックはマイクロプラスチック（5 mm
未満の粒⼦）またはナノプラスチック（100 nm未満の粒⼦）と呼ばれる⼩さな粒⼦に分解
される。

Under the influence of solar UV radiation, wind, currents and other natural 
factors, plastic breaks down into small particles called microplastics (particles 
smaller than 5 mm) or nanoplastics (particles smaller than 100 nm). *

* International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [⾃然及び天然資源の保全に関する国際同盟（通
称︓国際⾃然保護連合／⽇本は国家会員として加盟）
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プラスチックの海洋環境への影響
Impacts on marine ecosystems
国連、科学研究機関、環境保護団体など多くの団体が警告していることによると
According to warnings from many organizations such as the United Nations, scientific research 
institutes, and environmental groups.

海⿃、クジラ、⿂、カメなどの海洋野⽣⽣物が接種してしまう。また浮遊するとによって、
本来そこにいないはずの外来⽣物を運び、侵⼊させることによって、海洋⽣物の多様性と本
来の⾷物連鎖を脅かしている。
The most visible impacts of plastic debris are the ingestion, suffocation and 
entanglement of hundreds of marine species such as whales, fish and turtles. 
Floating plastics also help transport invasive marine species, thereby threatening 
marine biodiversity and the food web.



⾷品と⼈間の健康への影響
Impacts on food and human health

Microplastics have been found in tap water, beer, salt and are present in 
all samples collected in the world’s oceans, including the Arctic.

マイクロプラスチックは北極圏を含む世界の海で収集されたすべての⽔道⽔、ビール、塩

等のサンプルに含まれています。



マイクロプラスチックの次は︖
What's next?

プラスチックの化学的分解
プラスチックのポリマーの連結が化学的に切れると、さまざまな物質に変化する。その中には、毒性の⾼
いもの、発がん性のある物質、⼆酸化炭素なども含まれる。

Chemical decomposition of plastic

When the plastic polymer is chemically broken, it changes into various 

substances.These include highly toxic substances, carcinogens and carbon dioxide.



化学的変化するマイクロプラスチック
Chemical changes from Microplastics

•ポリカーボネート Polycarbonate
•ビスフェノールA (BPA) Bisphenol A (BPA)

ビスフェノールAについては、近年、動物の胎児や産仔に対し、これまでの毒性試験では有害な影響
が認められなかった量より、極めて低い⽤量の投与により影響が認められたことが報告された

Recently, microplastics were found in human placentas but more research is needed to determine if this is a 
widespread problem.



化学的変化するマイクロプラスチック
Chemical changes from Microplastics
紫外線、海流などの刺激で化学分解
• 毒性の強い物質に変化する可能性がある（ビスフェノールAなど）
• マイクロプラスチックが海流に運ばれて集積される場所がある。
→ 化学物質が海流に運ばれて⾼濃度の場所をつくる可能性がある。
→発達、⽣殖、神経、および免疫障害等

Chemical decomposition by stimuli such as ultraviolet rays and ocean currents
• May turn into a highly toxic substance (such as bisphenol A)
• There is a place where microplastics are carried by ocean currents and accumulated.
→ Chemical substances may be carried by ocean currents to create high-concentration areas.
→ Development, reproduction, nerve, and immune disorders, etc.



マイクロプラスチックの次の問題
Chemical changes from Microplastics

海洋のマイクロプラスチックは、その後も変化する。それらは紫外線、海流などの刺激に
よって、化学分解し、毒性の強い物質に変化すると考えられる。これまでの研究では、海
流によって運ばれたマイクロプラスチックは世界の海の特定の場所に蓄積すると考えられ
ている。故に、マイクロプラスチックが⾼濃度の場所が存在するが、これと同様に、化学
物質も特定の場所に蓄積され、⾼濃度となるであろう。プラスチック材料の製造に使⽤さ
れるいくつかの化学物質は、発癌性であり、体の内分泌系を妨害し、⼈間と野⽣⽣物の両
⽅に発達、⽣殖、神経、および免疫障害を引き起こすことが知られている。

Marine microplastics will continue to change. It is thought that they are chemically decomposed by stimuli such 
as ultraviolet rays and ocean currents and changed into highly toxic substances. Previous studies suggest that 
ocean current-carried microplastics accumulate in specific locations in the world's oceans. Therefore, there are 
places where microplastics are concentrated, but similarly, chemicals will accumulate in specific places and will 
be concentrated.Several chemicals used in the production of plastic materials are known to be carcinogenic and 
to interfere with the body’s endocrine system, causing developmental, reproductive, neurological, and immune 
disorders in both humans and wildlife.



18世紀に産業⾰命が起こり、⼈類はCO2の排出量を増やし始めたと⾔われる。そ
の時、その250年後の気候変動の問題を想像できた⼈がいただろうか︖
It is said that the Industrial Revolution occurred in the 18th century and human beings 
began to increase their CO2 emissions. At that time, could anyone imagine the problem of 
climate change 250 years later?

今、海洋に膨⼤な量のプラスチックが蓄積されつつある。
Now, a huge amount of plastic is being accumulated in the ocean.
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