
 

 

学園都市づくり交流会議では、東広島市における学生等の学術研究活動を促進し、

大学と地域が連携したまちづくりの推進に寄与することを目的に東広島市の地域

課題を研究した論文を募集・表彰する「地域課題研究懸賞論文事業」を実施してい

ます。 

この度、令和元年度の受賞論文について、厳正な審査の結果、６件決定しました。 

なお、受賞論文については、著者個人の意見であり、学園都市づくり交流会議及

び東広島市の公式見解ではありません。 
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要旨：2019 年 11 月 17 日，広島県東広島市安芸津町木谷周辺の海底で SCUBA 潜水を用い

て総勢 28 名で海底ゴミの清掃活動を行った．引き揚げたゴミは 647 個に及び，これらのゴ

ミは ICC（国際海岸クリーンアップ）データカードと呼ばれるアメリカ合衆国の環境 NGO

団体 Ocean Conservancy の発行するゴミ調査項目に則って集計し，前年の 2018 年 12 月

に同海域にて行われた同様の清掃活動の結果と比較した．地域活動成果としてここに報告

する． 

1. はじめに 

昨今，海ゴミ問題が広くマスメディアで

取り上げられるようになり，環境問題とし

て認識され始めた．海中を漂うビニール袋

はウミガメやクジラなどが餌生物のクラ

ゲと間違えて摂食し，死に至らしめること

もある（JEAN, 2018）．さらに，プラスチ

ックゴミが海洋上で太陽光などによって

風化し細かく砕けたマイクロプラスチッ

クがプランクトン食の海洋生物に取り込

まれることがわかり，マイクロプラスチッ

クから溶出する化学物質による食の安全

への不安などから注目が高まっている．

（山下ら, 2016） 

海洋上を漂うゴミはやがて陸へ漂着す

るため，比較的人々の目にとまりやすい．

ところが海底へと沈んだゴミはそのまま

海底にとどまり続け，目に付きづらいため

その問題はあまり認知されにくい． 

日頃からサークル活動や研究活動で行

っているスクーバダイビングによってそ

の海底ゴミの清掃活動を行い，また清掃活

動参加者への海ごみの環境問題の周知，東

広島市安芸津町の海ごみの実態を調査す

るために行った． 

なお，本活動は広島大学校友会による第

13 回ドリームチャレンジ賞の採択を受け

て行ったものである． 

2. 方法 

清掃方法 

清掃活動はすべて SCUBA による潜水

で行った． SCUBA 潜水は空気ボンベに約

200 気圧に圧縮した空気を充填し環境圧ま

図 2 清掃場所 

[国土交通省国土地理院, 2020]をもとに加工 図 1 清掃活動の様子 
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で減圧することで，水中での呼吸を楽に行

うことができるものである．安全のため，

参加者は全員 SCUBA 潜水の指導を受け

NAUI1スクーバダイバーライセンスをも

つ者に限った．さらに潜水可能要件として，

過去 3 ヶ月以内の潜水経験を要求した．満

たさないものには事前に潜水指導・潜水練

習を行った．これらの指導を受けるか，要

件を満たした者に限って参加者を募り，安

全に十分配慮して潜水での清掃活動を行

った．潜水参加者は 28 人であった．潜水

要件を満たさなかった者は陸上での分別

作業に参加した．また，潜水の経験の少な

い参加者の安全に配慮し，2 人 1 組でバデ

ィーを設定した．さらに NAUI の発行する

レスキューSCUBA ダイバー2のライセン

スを有する SCUBA 潜水経験の豊富な者 5

人がリーダーとして各バディーを先導し

海中でのナビゲーション，潜水指導，潜水

サポートを行った．バディーは10組とし，

1 時間 5 組を 1 回の潜水として，バディー

を交代して 2 回行った．各ダイバーは網袋

３リットルを携行し，海底まで潜行した

（図 1）．ダイバーはゴミを見つけ次第網

袋に回収した．1 時間の潜水の後陸上に回

収したゴミを引き上げた．袋に入らないゴ

ミは持ち運べる重さであれば手に持って

回収した．重たすぎるゴミや大きすぎるゴ

ミは安全な潜水のために断念した． 

調査場所 

調査場所は広島県東広島市安芸津町木

谷の海岸で，東西に 500 m，南北に約 30 m

の範囲を潜水した．(図 2) 

潜水深度は最大で約 5 m であった，こ

                                                   
1 NAUI (National Association of Underwater Instructors)ダイビングライセンスの認定組織の一つ 

2 NAUI の発行するライセンスの一つ．ダイビング中の事故予防・トラブルへの対処法のトレーニングを受ける． 

の清掃場所は 2018 年 12 月 8 日にも同様

の方法で海底清掃を行っている (佐藤 , 

2018)．底質は泥砂であった． 

分別方法 

アメリカ合衆国の環境 NGO 団体「オー

シャン・コンサーバンシー（ Ocean 

Conservancy : OC）」が毎年秋に主催する

国際海岸クリーンアップ（International 

Coastal Cleanup : ICC）の調査項目に，日

本の環境 NGO 団体「クリーンアップ全国

事務局（ Japan Environmental Action 

Network, JEAN）」が日本独自の調査項目

を追加した ICC データカードを基にゴミ

の種類と個数を記録した．ゴミの処理には，

東広島市の地域清掃（美化活動）支援を受

け回収を依頼し，適切に処分された． 

なお，海底清掃実施日は ICC キャンペ

ーンの期間外であったため ICC への参加

はできなかったが，JEAN への報告は行っ

た． 

3. 結果 

清掃活動によって海底から引き揚げら
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れた海ごみは 647 個に及んだ．最も個数が

多かった品目は，ガラス・陶器の破片で 200

個であった．次いでトタン板や工具などの

建築資材が 85 個であった．また，カキ養

殖パイプは 74 個，カキ養殖マメ管は 34 個

であった．食品のプラスチック包装やその

破片は 53 個，飲料のペットボトル，空き 

缶，ガラス瓶は合計で 49 個であった．こ

れらのごみを種類別に大まかにグループ

化し，グラフ 1 に示す．陶器やプラスチッ

クの破片・かけら類が最も多く，カキ養殖

関連のごみ，食品・飲料の包装や容器のご

み，生活雑貨の順に多かった．特にカキ養

殖関連のごみは一品目のごみとしては他

の品目のごみと比較して突出して多かっ

た．カキ養殖関連のごみは ICC データカー

ドによれば水産の項目の品目であるが，同

項目の他の品目のごみより突出して多か

ったため独立した項目として扱った．また，

ICC データカードでの分類に則って引き

揚げたすべてのゴミを破片・かけら類，陸

上活動で主に発生する品目，海・河川・湖

沼活動で主に発生する品目の 3分類に分け

てグラフ 2 からグラフ 4 に示す． 

 

グラフ 2 破片・かけら類 

 

グラフ 3 陸上活動で主に発生する品目 
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グラフ 4 海・河川・湖沼活動で主に発生する品目 

 

4. 考察 

回収されたゴミの特徴 

本調査で多かったゴミ１０品目と，藤枝

ら（2007）で報告された瀬戸内海で最も多

かったゴミ１０品目を比較するとカキ養

殖パイプ，プラスチックシートや袋の破片，

ガラスや陶器の破片，食品の包装・袋がそ

れぞれ同様に含まれた品目である． 

本調査で回収されたゴミの中で最も多

かった品目はガラスや陶器の破片であり，

全体のゴミの 31％を占めた．また，プラス

チックシートや袋の破片も 6.5％を占めた．

これらガラスや陶器の破片やプラスチッ

クシートや袋の破片は「破片/かけら類」に

ICC データカードでは分類されており，こ

の 2 品目がこの分類の大半を占めていた．

さらに，破片/かけら類は合計で 255 個，全

体の 40％を占めていた．しかし藤枝ら

（2007）では破片/かけら類での品目は発

泡スチロール破片と硬質プラスチック破

片が大半を占めており，海底ゴミと漂着ゴ

ミのどちらにも破片/かけら類のゴミは割

合の多くを占める結果となる一方でその

品目の組成は大きく異なった．これらはゴ

ミの比重による組成の違いと考えられ，本

調査と藤枝ら（2007）のどちらにも比較的

多く報告されたプラスチックシートや袋

の破片は海底・海中・海面のどこにでも存

在し漂流・漂着・堆積していると考えられ

る．このプラスチックシートや袋の破片は

プラスチックゴミが風化によって微細な

粒子状のゴミであるマイクロプラスチッ

クへ変遷する過程の最中のゴミであると

考えられる．  

また，カキ養殖パイプは 17％を占めて

いた．藤枝ら（2007）での全国の海岸での

漂着ゴミにおいても同様にカキ養殖パイ

プが回収されており，特に瀬戸内海での代

表的なゴミとして挙げられている．また，

藤枝（2011）による試算によると，海底に

堆積しているカキ養殖パイプは 110 万本

にも及び，漂流・漂着しているカキ養殖パ

イプの試算 1500 万本と比べると少ないが

前述のプラスチックシートや袋の破片と

同様海底・海面のどちらにも存在し漂流・

漂着・堆積するゴミといえる． 

藤枝ほか（2007）での瀬戸内海で多かっ

たゴミ 10 品目に挙げられていない，本調

査での品目は飲料缶，飲料ガラス瓶，建築

資材，生活雑貨，食品容器である．これら

は前述の破片/かけら類での組成の違いと

同様にゴミの比重によるものと考えられ，

漂着ゴミより堆積する海底ゴミとしての
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性質が強く，海岸に拾われにくい性質のあ

るゴミと考えられる．とくに，建築資材に

おいては藤枝ら（2007）では全国のゴミに

おいても比較的少なく，減少傾向のゴミの

品目として扱われている．他の特徴的な品

目の生活雑貨にも同様に藤枝ら（2007）で

の報告との相違がある．これらは本調査で

の清掃場所，または海底ゴミの特徴といえ

る．また，これらのゴミが多く堆積してい

るポイントから浮上して海岸を確認する

と，防潮壁の途切れた，階段で海面まで降

りることのできる場所であり，漂流してき

たよりも投棄されてその場にすぐに堆積

したゴミの可能性も考えられる． 

 

1 年間でのゴミの変化 

筆者らは 2018 年にも同海域で同様の方

法で海底清掃を行っており，その調査の結

果と，2019 年に行った本調査の結果を表 

1 に示す．2018 年に行った調査では潜水を

行った人数は 13 人で，本調査では 28 人で

ある．2018 年と 2019 年のゴミ個数を比較

するため，個数での前年比（％）と，ゴミ

を拾う努力量を考慮してゴミ全数に占め

る項目別の割合を示し前年との比較に

は%pt（パーセント・ポイント）で示した．

破片・かけら類についてはダイバーが発見

したものをすべて回収するのは困難であ

り，正確に評価できないためここでは省い

た． 

2019年 (28)* 2018年 (13)*

個数 割合 個数 割合

カキ養殖用マメ管（長さ1.5 cm) 35 8.9% 4 1.6% 875.0% 7.4%

カキ養殖用パイプ（長さ10-20 cm） 74 18.9% 33 13.0% 224.2% 5.9%
生活雑貨（歯ブラシ，文具など） 70 17.9% 31 12.2% 225.8% 5.7%
建築資材（柱・釘・トタン板など） 85 21.7% 43 16.9% 197.7% 4.8%
食品容器（プラスチック） 15 3.8% 0 0.0% - 3.8%
飲料ガラス瓶 16 4.1% 6 2.4% 266.7% 1.7%
そのほかプラスチック袋 7 1.8% 1 0.4% 700.0% 1.4%
飲料用ボトルキャップ（金属） 4 1.0% 0 0.0% - 1.0%
飲料用プラボトル(ペットボトル) 7 1.8% 2 0.8% 350.0% 1.0%
飲料用ボトルキャップ（プラスチック） 2 0.5% 0 0.0% - 0.5%
そのほかプラスチックボトル 1 0.3% 0 0.0% - 0.3%
タバコの吸い殻・フィルター 2 0.5% 1 0.4% 200.0% 0.1%
おもちゃ（ボール，フィギュアなど） 1 0.3% 1 0.4% 100.0% -0.1%
ルアー（エギ・ワーム） 2 0.5% 2 0.8% 100.0% -0.3%
フォーク・ナイフ・スプーン 0 0.0% 1 0.4% 0.0% -0.4%
タイヤ 1 0.3% 2 0.8% 50.0% -0.5%
カップ・皿 2 0.5% 3 1.2% 66.7% -0.7%
紙袋 0 0.0% 2 0.8% 0.0% -0.8%
ふた（プラスチック） 0 0.0% 2 0.8% 0.0% -0.8%
使い捨てライター 1 0.3% 3 1.2% 33.3% -0.9%
漁網 1 0.3% 3 1.2% 33.3% -0.9%
飲料缶 20 5.1% 16 6.3% 125.0% -1.2%
ロープ・ひも 1 0.3% 13 5.1% 7.7% -4.9%
家電製品 9 2.3% 33 13.0% 27.3% -10.7%
食品の包装・袋 36 9.2% 52 20.5% 69.2% -11.3%

合計 392 100.0% 254 100.0% - -

注）*：括弧内の数字は参加人数を表す．

項目名
前年比

（個数比）
%pt

表 1 2018 年と 2019 年に実施した海底清掃で引き揚げられたゴミの比較 
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顕著に変化した項目としては，家電製品

で-10.7%pt，食品の包装・袋で-11.3%pt の

減少があった．家電製品ゴミの減少につい

ては，昨年の清掃から新規に漂着もしくは

投棄されたゴミが減少したと言える．また，

この項目では前年比でも減少しておりこ

のことから家電製品ゴミの個数増加は非

常に遅いと考えられる．ただしゴミの個数

で評価した場合であり，その重量で評価し

た場合は定かではない．食品の包装・袋の

著しい減少であるが，ゴミの流入量が減少

もしくは流出量が増大した可能性がある

が表立った原因は把握できない． 

増加傾向にあるゴミに顕著な変化は認

められないがカキ養殖用マメ管・パイプ両

方でわずかに増加がみられた．2019 年に

は，台風 17 号の被害でカキ筏が損壊し漂

流したこともあり（中国新聞，2019），その

影響でカキ養殖パイプの流入量がわずか

に増加した可能性もある． 

その他の項目で，1 年間でのゴミの組成

に著しい変化は見受けられなかった． 

海底清掃の意義 

本調査の海底清掃はボランティア活動

として行い，参加者を広島県内 5 大学のダ

イビングサークルやダイビングライセン

ス保持者の中から募った．海底清掃は，私

たちをはぐくむ海を大切にしたい，という

思いから私たち学生も環境問題へ少しで

も何か貢献できないかと考えた一つの方

法である．しかし，このような活動は海ゴ

ミ問題解決へ直接大きく貢献できるわけ

ではない．ダイバーである学生らへ，海底

清掃のような活動を通して普段娯楽の場

としての海の環境問題に触れてもらい，海

ゴミ問題の実状を目の当たりにしてもら

うことも目的の一つである． 

回収されたゴミのほとんどが，風化して

その姿が異なるものの私たちの日常生活

で身近に発生するゴミと同様の物であり，

原因も身近にあるということを実感する

ことができた．まずは現状と原因を知る・

知ってもらうことが海ゴミ問題のみなら

ず環境問題の解決の第一歩である． 
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