
自然の価値を、人々に届ける。

株式会社イノカ



株式会社イノカ :  
世界で唯一、 
サンゴ礁の完全再現に成功した 
環境移送企業

弊社では任意の水環境を切り取り、それを任意の場所で
再現する「環境移送技術」に関する研究開発を行い、す
でに東京のビルの中に沖縄の海を再現することに成功し
ました。またその結果、2020年5月、日本初完全人工
環境下におけるサンゴの成熟に成功し、6月には日本初
サンゴの人工産卵にも成功する見込みです。（世界でも
4例目になります。） 

この20年間でサンゴ礁を始め、世界各地で最低でも
25%の水生生物が絶滅してしまうと言われている中、イ
ノカはこの技術を応用することで、都市に海に創り海が
持つ価値を人々に伝え、また、壊れ行く海を修復する技
術開発へとつなげていきます。 

私たちは、沖縄の海を科学的に解析し、 
それをどこへでも移送（再現）する技術を 
所有しています。



サービス : 海洋の価値を経済価値に変換する。

現在は、都市に海を実装することで、海洋の価値を経済的価値に変えるビジネスを行っております。昨今
SDGs等により環境への関心が深まっておりますが、環境への投資が各企業様のビジネス発展へとつながる
よう、企画提案・共同実施を行なっております。 

具体的にはデベロッパー様と子供から大人まで幅広く生態系についての教育・イベント企画など、また化学
メーカ、養殖、製薬などの分野の大企業様に対しては水環境からのイノベーション創出を狙った共同研究を
行っております。（事例は後述） 

「海を持っている」バリューを最大限に活かし、誰もが主体的に環境保護に向き合える社会を創ります。 

三井不動産様の商業施設に生態系を構築し、
長期の教育プログラムを提供

Sony CSL様と協同し、2040年、月面基地に人工生態系
を創る研究を計画中

教育 
プログラム

生態系 
コンサル 
ティング

都市に 
再現された 
生態系



補足資料 : 様々なイノベーションが水生生物から生まれている

オワンクラゲの研究からは蛍光タンパク質 
が発見され、がんの治療に活かされている。

サメの研究からは流体との摩擦を減らす皮膚構造 
が発見され、水着やロケット開発に活かされている。

実は人間をささえる様々な技術が、生物研究より生まれています。 

・オワンクラゲから見つかり、ガンの治療に活かされている蛍光タンパク質 
・サメなどの魚類から見つかり、水着やロケットに応用される皮膚構造 
・魚の郡行動から見つかり、自動運転技術に応用される側線を用いた行動アルゴリズム 
・ハスの葉から見つかり、衣服などに応用される超撥水薄膜 
 
のように医療・建築・化粧品・ロボティクスなど様々な分野で水生生物研究がイノベーションを生み出して
います。海の0.2パーセントしかないサンゴ礁からだけでも生物研究により毎年5000億円の経済効果が生
まれていると言われています。
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技術に関して



多種多様な生物が織りなす複雑系を制御しています。

上記図は弊社の作り上げる人工生態系の設計図です。 
様々な機材・生体を使い生態系を作り上げています。



多種多様な生物が織りなす複雑系を制御しています。

多種多様な機材を完全に制御することで、研究者でも難しい 
サンゴ礁生態系の再現を行っています。



この技術の根幹にいるのは、「純粋に自然を愛する人等」

この技術を生み出しているのは、エンジニアでも研究者でもなく、「アクアリスト」と呼ばれている人たち
です。最初は金魚鉢くらいから。ただの趣味から始まったにも関わらず、とにかく自然の魅力に惹かれ、生
き物を愛した結果、長年を経て複雑な生態系を作り上げました。まさしく生態系職人と呼べましょう。 

非常に興味深いのは、彼らは研究者にも、水族館にも到達できなかったことを達成しているのです。彼らは
何にも縛られることなく、「生き物が健康に長生きして欲しい」という純粋な想いから、純粋だからこそ、
偉大な物を作り上げたのです。 

僕は、彼らに出会い、「こんなに地球に優しいテクノロジーはない。この人たちに人生を捧げよう」と決心
しました。 

サンゴ礁から、アマゾン川まで。ありとあらゆる生態系を創る職人たちがいます。



アクアリストにエンジニアが本気でぶつかる

私は、自身が落合陽一を輩出した東大の暦本研にてAI/IoTの研究を行なっていた、というバックグラウン
ドを活かし、これらの技術を使いアクアリストの価値を最大限引き立てるべく、「アクアリストの完全シス
テム化」ということに取り組んでいます。 

まずは一人のアクアリストを完全にシステム化することで、自然同様、人間によるメンテナンスが不要な状
態で、自立・循環し永久的に維持される生態系を構築することをめざしています。将来的には世界中のアク
アリストを教師データにすることで作ったシステムにに実際の海のデータを繋ぐことで、冒頭で説明したよ
う、任意の水環境を切り取り、そのままそれを任意の場所に再現する、環境移送技術を完成させます。 

インプット
・生体観察 
・水質検査 
・etc…

環境移送

アクアリストAI

インプット
・画像認識 
・センサー 
・etc…

アルゴリズム
・魚の特性 
・生態系システム 
・etc…

アウトプット
・水質調整 
・水流調整 
・etc…

アクアリスト

ノウハウ 
・魚の特性 
・生態系システム 
・etc…

アウトプット
・岩組の調整 
・照明の調整 
・etc…

×エンジニア ×水環境データ



具体開発事例 : 生態系監視ドローン、環境情報移送システム

水温を同期

サンゴの産卵
を誘発

弊社で開発した水上ドローン。水面上を動き、底面に
ついたカメラで水槽の様子を捉えます。

遠隔操作が可能で、その他、画像・動画の自動撮影・
画像解析をすることにより生態系を監視します。

弊社が用いている様々な機材類をIoT化
しデータとつなげる事で、リアルタイム
の海の状況や仮想的な状況（20年後）の
海を再現することに成功しました。
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将来に向けた発展/戦略



弊社の人工生態系は 
・均一で環境制御が可能であり、様々な状況をシュミレーションできる。（未来の海洋環境すら。） 
・沖縄でしか出来ないような研究をどこでもできる。 
・毎年夏しかできない研究を年中可能にする。 
・フィールドに比べ、定量化が容易である。 
という特徴により、生態系にまつわる研究を飛躍的に加速させることが出来ます。 

すでに各大学との共同研究を行っており、今後もイノカには生態系にまつわる様々な知見が貯まっていきま
す。これらの技術が促進されることで、地球の健康診断を正確に行ったり、それに対する根本治療法を生み
出す事が可能になります。 

この技術は、地球の医療技術へと。

水環境において、どの種が、どれくらいの量
いるのか計測する研究開発支援へ。

ゼネコン様と、生態系土木という自然環境と共
存できる新たな都市開発の考え方を研究/構想。



また、同様に民間企業に対して様々な生物によるイノベーションの機会を提供できるようになり、さらに
「か弱いものを守るためお金を出す」という募金型の保全モデルから、「自然を守ることが会社の成長にも
役立つから、投資を行う」という循環する環境保全モデルが実現されます。今後はビジョン達成、事業拡大
に向かい以下のようなロードマップを引き、それぞれの研究開発を並行して行っております。 

1年後　環境教育のビジネス拡大 

3年後　研究者にむけた研究プラットフォームの構築 

5年後　海洋健康診断サービスの実現 

7年後　研究過程で見つかった有用微生物を応用した、【陸上養殖の安定・効率化/農業の安定・効率化/新
規製薬】ビジネスの拡大　

そして社会構造の変革へと。

研究者

データ 
研究環境

論文 
特許

研究結果

イノカ 
の方舟 
⬇ 

生物保護
民間企業
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僕たちの目標は、「自然と人類の共生」です。生態系をリバースエンジニアリングし、
「移送」できるようにすることで、「どうすれば自然を傷つけずにすむか」が分かりま
す。言わば、自然と人類の「共通言語」を作り出そうとしているのです。これまで環境
破壊が問題となっていたのは、そうして「対話」する術がなく、人類が自然を一方的に

搾取していたからと考えています。 

また一方で自然をたくさん見て、「創って」感じたことは、「まだまだ魅力を伝えられ
るし、彼らに守ろうと思わせること、自然を大切にさせることはできる」ということで

す。しかし、おそらくこれにも限界があるでしょう。 

なぜなら、過度に人類が我慢したり、退化の道を選ぶことはサステナブルじゃない考え
ています。僕は「中庸」という言葉が好きです。自然だけを大切にするのではだめで、

人類と自然、どちらも幸せになる方法を考えなければいけないのです。 

人類と自然のちょうどよいバランスを見つけるためには「技術」が必要です。イノ 
イノカは、テクノロジーの力で、「自然vs人類」の二項対立を超えていきます。 

自然と人類の「共通言語」をつくりたい
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チーム/顧問/その他会社概要



チーム : 技術者 × 事業家 × プロアクアリスト

・東京大学院 落合陽一を輩出
した暦本研究室所卒。 
 
・大手企業からスタートアッ
プまで数多くのシステム開発
受託に従事。受賞、メディア
掲載等多数あり。

高倉 葉太 
CEO

竹内 四季 
COO

増田 直記 
CA(Aquarium)O

・東京大学経済学部卒業。 
 
・新卒でメガベンチャーに入
社、年間200名超の経営者に
対するコンサルティング営業
に従事。ビジネスサイド全般
を管轄。

・宇都宮工業高校出身。サン
ゴを愛する熱い男で自宅に巨
大サンゴ水槽を所有。 
 
・自宅水槽は取材経験あり。
前職は火力発電所の精密部品
の鋳型職人。



顧問 : 大手企業と太いパイプを持つ顧問陣

・株式会社フォースマーケ
ティングアンドマネジメント
CEO（現職） 
・アスクルの創業者。 
・2006年より2018年まで資
生堂社外取締役就任。 
・2012 年 5 月より経済同友
会幹事（現任）。

岩田彰一郎氏 丸幸宏氏 鈴木健吾氏

・リバネス代表取締役CEO 
・日本初、研究者による先端
科学の出前実験教室をビジネ
ス化。大学や地域に眠る知を
発掘し、新事業のタネを生み
出す「知識プラットフォー
ム」を構築 
・ユーグレナの技術顧問を始
め、多数のベンチャー企業の
立ち上げにも携わる。

・株式会社ユーグレナ取締役 
・研究開発部長・東京大学在
籍時からミドリムシの研究を
行い、2005年に代表取締役
社長　出雲充氏、取締役マー
ケティング部長　福本拓元氏
と共に株式会社ユーグレナを
設立。



数々のメディア掲載実績(一部抜粋)

日経ビジネス「スタートアップオピニオン 
次世代を担う起業家たちの論点」掲載

堀江貴文氏と対談 
ホリエモンドットコムへの掲載

教育

文化放送 
『浜松町Innovation Culture Cafe』に出演

Yahooが運営する海メディア 
Gyoppyのパートナーとしての寄稿。



株式会社イノカ : 自然の価値を、人々に届ける。

取引企業実績（代表数社）

弊社では任意の水環境を切り取り、それを任意の場
所で再現する「環境移送技術」に関する研究開発を
行い、すでに東京のビルの中に沖縄の海を再現する
ことに成功しました。 

この20年間でサンゴ礁を始め、世界各地で最低で
も25%の水生生物が絶滅してしまうと言われてい
る中、イノカはこの技術を応用することで、都市に
海に創り海が持つ価値を人々に伝え、また、壊れ行
く海を修復する技術開発へとつなげていきます。 

メディア掲載実績

社名 株式会社イノカ

代表者 高倉 葉太

所在地 東京都港区虎ノ門1-4-7 
第一誠ビル4F

従業員数 17名(非正規含む)
設立 2019年4月

事業内容

生態系保全活動 
教育イベント企画 
研究開発 

AIシステム受託開発

投資家(抜粋)
リバネスCEO　丸氏 
イトクロCEO　山木氏 
ユーグレナCTO　鈴木氏
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企業様/大学との協業事例



研究事例1 : 社内/地域コミュニケーション

三井不動産様オフィス内 
コミュニケーションスペースHIROBAにて

弊社は企業オフィスや地域のコミュニティスペースの中心に生態系を設置し、その生態系を見ながら「食
育」「社会学」について考えるワークショップや、まちづくりの観点から生態系を作り上げていく長期ワー
クショップを企画・運営し、その場、地域に集う人のコミュニケーションを生み出す研究を協同で行ってま
いりました。以下スペースへの生態系設置、企画実績があります。 

・Panasonic様が運営する「100BANCH」 
・三井不動産様オフィス 
・ＵＲ都市機構様が企画/運営する「新虎小屋」

パナソニック様が運営する100BANCHにて



研究事例2 : 月面での生態系創り

数々の大企業と協働

弊社は「SPACE FOODSPHERE」に参画し、Sony CSL様と協同で月に生態系を創るプロジェクトを行っ
ております。 

極限環境で暮らす人に豊かな食や癒しを提供するため、月面基地という限られた資源の中で、どのような生
態系をどのようにして創り上げるかということをディスカッションしております。 

Sony CSL様が陸上の生態系、弊社が海の生態系を担当しております。

弊社が設計・監修を行った月面基地における 
拡張生態系。今後、共同での研究開発を行っていく。



研究事例3 : 人工生態系による五感刺激研究

2019/11/01の日経の記事。 
五感研究がホットになって来ている。

現在イノカでは、サンゴ産卵実験のために沖縄の海水温を取得し、IoTによりヒーター・クーラーを制御す
ることで、沖縄の海水温の再現を行っています。東京で沖縄の海の温度を感じられることがエモーショナル
であると高評価を受けています。 

本技術をさらに強化し、照明条件なども移送することで、人の五感・感性刺激へと繋がり、ストレス軽減や
認知症予防などに繋がる可能性もあると考えています。 

加えて弊社では現在、画像解析技術を用いて、人のストレス等の解析を行なっております。 

これらの技術を組み合わせ、メンタルヘルスケア領域の提案・研究を行っています。 

常設カメラで年齢・性別・表情 
などを取得しています。



研究事例4 : 竹中工務店様との絶滅危惧種保護

地域の沼に生息する生き物だけ 
で作った水環境

現在、様々な池・沼で在来種が絶滅の危機に瀕しています。本プロジェクトでは竹中工務店様と一緒に千葉
県の印旛沼の種の保全を行いました。 

ガシャモクと呼ばれる絶滅危惧IA類（イリオモテヤマネコと同等）の水草を中心に、地域の生き物だけで
生態系を構築いたしました。 

この水槽は今後地域コミュニケーション等に活かしていく予定です。



研究事例5 : 真珠販売業者との真珠貝の養殖研究

現在、様々な海域でアコヤガイの大量死が確認されており、国が動く事態にまで発展してきています。原因
としては海の貧栄養化や高海水温などがあげられており、今後海でアコヤガイの養殖が困難になる可能性が
高い状況です。 

しかし、一方でアコヤガイの陸上養殖はほとんど進んでいません。最大の原因としては・餌になる珪藻（植
物プランクトンの一種）の培養が難しいという点があげられます。 

そこで、現在アコヤガイが本来住む生態系を再現することにより、陸上での無給餌アコヤガイ飼育が実現で
きないか研究をおこなっています。 

実際に採れた真珠真珠養殖の実験設備の様子



研究事例6 : 人工環境におけるサンゴの生体研究

プラスチックゴミによってサンゴの病気が増えている。

イノカは人工環境におけるサンゴの生育技術を日本で唯一保有しています。 

その技術を活用し、フィールドでは出来ないサンゴの病気の研究や、沖縄でしか出来なかったサンゴの幼生
の研究を東京で行えるようにしています。 

またサンゴは年に一度しか産卵しないのですが、人工生態系をコントロールすることでいつでもサンゴを産
卵させる技術なども研究しております。共同研究相手は琉球大学、東京大学などになります。

サンゴの産卵光景



研究事例7 : マイクロプラスチック研究

サンゴがマイクロプラスチックを 
誤食している写真（青い物体がプラスチック）

イノカは千葉工業大学の亀田研究室とマイクロプラスチックに関する研究を行なっております。 

世界的に話題に上がっているマイクロプラスチックですが、 

・海でプラスチックがどのようにマイクロプラスチックになるのか 
・マイクロプラスチックが生体に与える影響 

などわかっていないことが非常に多い状況です。イノカは人工生態系の中で様々な条件でマイクロプラス
チックに関する実験を行うことで、これらのマイクロプラスチックの謎を解き明かしていきます。

世界中が取り組むマイクロプラスチックの問題。



研究事例8 : 環境DNA研究

イノカは東京大学の研究室とともに環境DNAに関する研究を行っております。環境DNAとは水の中に存在
する動植物の排泄物や老廃物に含まれるDNAを解析することで、その水環境に 

・どんな生物がいるのか（種の特定も可能） 
・どれくらいの量の生物がいるのか 

ということを解析する技術です。この技術の精度向上や更なる応用例を探すべく共同研究を行なっておりま
す。
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教育事例



地球の未来を考えられる人を増やす。

イノカ式教育で大事にしていることは、「つくる」ことを中心にしていることです。実際に手を動かして生
き物に触れ、生態系をつくることで、自然に対して好奇心と知識が増えていきます。そうして、身の回りに
当たり前にある自然が、どれだけ複雑で緻密なバランスで成り立っているかを本当に理解できるようにな
り、最終的に自然を大切に思う気持ちを育んでいきます。 

また、もう一つの特徴として、長期教育企画が多いことが挙げられます。自然を大事に、環境問題を身近に
感じでもらった上で「明日から、自分なら何ができるか？」を本気で考えてもらい、長期的に環境人として
の様々な習慣を身につけられるプログラム/コンテンツを用意しています。そうすることで、人と地球の未
来を考えられる次世代の教育を行なっていきます。

「つくる」を中心に、行動習慣まで 
繋げていきます。

例 : 三井不動産の商業施設に生態系を
構築し、半年の教育プログラムを提供



事例① : 企業様と協同した教育イベント

三井不動産様商業施設内への 
生態系設置・長期イベント（半年）企画

株式会社ミスミ様 
夏休みイベント企画・生態系設置

株式会社リバネス様との 
小学生むけサンゴ実験教室

日本財団様 山陰中央テレビ様との 
島根の海に関した、3ヶ月環境学習プログラム



事例② : オンライン教育イベント(Zoom等使用)

ニッスイ様、全国社員にむけた 
オンライン教育イベント（120名）

小学校全学年対象に行った 
オンライン出張授業（330名）

高校生みらいラボにおける 
GW特別オンライン授業（30名）

森ビル様のキッズサマーイベント 
でのオンラインイベント（今夏予定）



事例③ : 自社企画イベント

Panasonic運営のシェアオフィス 
100BANCHにて 
食育イベントの開催

飲食店への出張設置・授業を実施 
１日店長を務め、 

来場者に対して環境教育を行う

サンゴの「紫外線を当てると光る」特性を活かした 
ドリンクの提供イベントの開催

100BANCHにて 
子供向けの体験イベントの実施



事例④ : 海や水族館などでのフィールドワーク

大洗にて「本物の海に触れ、感じ、学ぶ」 
ツアーイベントを開催

水族館へのツアーイベントを開催



事例⑤ : その他、数々の講演・登壇

AP BANK代表 小林武史さんと 
環境に関するディスカッションを行う。

ミラツクフォーラムにて 
ANA,富士フィルムと循環システム 

についてパネルディスカッションを行う

メルカリCEOも参加する 
MAKERS UNIVERSITY U-18で、 
高校生向けメンターを務める

桐朋学園小学校へ出張授業実施


