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海洋環境の保全と持続可能な海洋資源利用に
取り組んでいます。
We contribute to “Marine Environmental Conservation and
Sustainable Use of Marine Resources”
環境保全 / Environmental Conservation
対象物を捕獲せずに、環境中のDNAを分析する
ことで、その地域の生物を把握することができ
ます。

Analysis of eDNA (environmental DNA) which
enable to understand living organisms in the
area without capturing them.

再生可能エネルギー / Renewable Energy

連結式サンゴ着床具により、既存の自然サンゴ
にダメージを与えずに、サンゴの保全・回復に
取り組んでいます。島しょ国での展開、気候変
動適応への貢献を目指しています。

Implantation device restores/ regenerates
coral without damaging existing natural
coral. Technology dissemination in SIDS
country, and usage as climate change
Adaptation measures are underway.
移植時 2008年2月
Out planted in February 2008

海草・藻場の移植・造成や魚礁の設計、干潟の再生など
を行い、豊かな海の再生とともに、国内外の沿岸域環境
保全管理計画の策定に取り組んでいます。

洋上風力発電事業に係る環境影響評価や、バード
ストライク対策など、自然環境に配慮した再生可
能エネルギーの活用に取り組んでいます。

Restoring productive sea by transplantation/
development of seagrass/ seaweed bed, design of
fish reef, rehabilitation of tidal flats and so on.
Developing Coastal Environmental Conservation
and Management Plan within and outside Japan.

Promotion of renewable energy use in
harmony with nature through environmental
impact assessment of offshore wind farm
project, countermeasure against bird strike.

気象情報を用いた再生可能エネルギーのポテン
シャル調査に取り組んでいます。

Potential survey of renewable energy using
weather information.

4年後 2012年5月
4 years later in May 2012

脱炭素社会
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Decarbonated Society

Water sampling

循環型社会
Circular Economy

海洋プラスチックごみ / Marine Plastic Litter
マイクロプラスチックモニタリングの調和化ガイ
ドラインの策定・普及による海洋プラスチックご
みの実態把握に取り組んでいます。

Developing and dissemination of “Guidelines
for Harmonizing Ocean Surface Microplastic
Monitoring Methods” for grasping status of
marine plastic litter pollution.

ASEANへの海洋プラスチック対策支援を行い、
国家行動計画の策定やプラスチック廃棄物管理
に寄与しています。また、民間企業と連携し、
日本企業の代替プラスチック等の海外展開に貢
献しています。

Assistance to ASEAN by contributing to
drafting National Action Plan on marine
litter and plastic waste management.
Dissemination of alternative plastic material
technology in overseas developed by
Japanese private sectors.

自然共生型社会

海洋環境保全・海洋資源調査
Marine Environmental Conservation, Marine
Resource Survey

顕微IRを用いた100μm未満のマイ
Society in Harmony with Nature
クロプラスチック分析やマイクロプ
ラスチックに吸着したPOPs等化学
物質の分析、京都大学と連携したマ
ROVを用いた海中撮影や音響計測による
イクロプラスチックの生物影響評価試験等、多面的な
海底地形の地図化などの水中の見える化
影響評価に取り組んでいます。
技術を提供しています。

Analyzing of microplastic (<100μm) and absorbed
POPs by using micro infrared spectrometer.
Biological influence assessment in collaborating
with Kyoto University is carried out.
Biodegradable plastic test for its degradability is
also

Visualization and mapping of
submarine topography
by subsea photographing and
acoustic measurement technology.

2000メートルもの深海を調査可能な、ホバリング型の
自律型無人潜水機による海洋環境や深海生態系の把握、
海底資源調査など、新たな技術を用いた海洋状況の解明
に取り組んでいます。

Challenging survey of marine environment in
deep-sea ecosystem, ocean floor resource survey at
2,000 m depth by unmanned hovering type AUV.

マイクロプラスチックを取り込んだオオミジンコ
Daphnia magna absorbing Microplastics

https://ideacon.jp/
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