データカード

Dive Against Debris®

Dive Against Debris は水中の海洋ゴミ調査です。Dive Against Debris にはスクーバ・ダイビングにより水中から回収したゴミだけを報告してくだ
さい。調査リーダーは、
グループの全ダイバーが回収したものを一つのデータカードに集計してください。英語でのデータ提出は、
www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisData オンライン、英語以外の言語については、diveagainstdebris@projectaware.org にデータカードを
添付してメールしてください。
このフォームの使用方法につきましては、Dive Against Debris® 調査ガイドを参照してください。
®

®

調査日
（日／月／年）

調査サイト名

調査サイトの場所（場所を確認するための最寄りのランドマーク。例、付近の道路名、最寄りの市／町）

参加者数

調査サイト
GPS 座標
Coordinate

調査継続時間（単位：分）

緯度 			

経度

(GPSマップデータをWGS84に設定)

調査水深範囲

(読みを小数の度数にとります)

調査面積（どちらかに○：m2 またはft2）

(どちらかに○：メートル(m)またはフィート(ft))

集めた全部のゴミ の総重量
(どちらかに○：		

又は

調査地にゴミがなかった

________ max ________ min

キログラム(kg)またはポンド(lb)) 推定: _______ あるいは、
計測:________

調査リーダー名

調査リーダーEメール

主な水底の構成物（ひとつに○）
•
•
•
•

組織／ダイブセンター＆リゾート

砂地
泥質
砂利
岩

•
•
•

サンゴ
海草
その他（具体的に記入）

生態系（ひとつに○）
•
•
•

サンゴ礁
岩礁
ケルプ

波の状況（ひとつに○）
•
•
•

マングローブ
海草
その他（具体的に）

____________________

________________________

前の週からの天候

絡まった 動物を 見ましたか？

•
•
•
•

穏やか。波高は0~0.1メートル／0~4インチ
やや穏やか。波高は0.1~0.5メートル／4~19インチ
多少波がある。波高0.5~1.25メートル／19インチ～4フィート
波がやや高い～時化。波高1.25メートル／4フィート以上

見つけた動物は何ですか？__________________________________
絡まっていたゴミは何ですか？______________________________

それぞれの絡まった動物の数の記録
動物は死んでいた

ケガをしていた

無傷で解放した

回収したゴミの原因と思われる出来事をご存じですか？
はい
いいえ
知っている場合は、確認できる情報を書いてください － ニュースへのリンクなど

地元で問題の物品
地元で問題だと考えられるゴミ品目のトップ3を挙げてください。
また、その理由も教えてください。
1.
2.
3.
見つけた品目で珍しいものは何ですか？

写真
あり

絡まっていた動物、海洋ゴミの影響、特定できなかったもの、
回収しなかったもの、など詳細については「調査ガイド」を参
照ください。

大きさに関係なく、すべてのゴミをひとつと数えてください。小さなものが大量にある場合に数える方法は、
「Dive Against Debris® 調査ガイド」の「小さくて数えられ
ない」を参照してください。
その他のゴミ品目（素材は何ですか？）
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プラスチックの素材

符号 (llll l= 6)

金属の素材

01. 袋：食品雑貨／小売り
（プラスチック）

52. スプレー缶

02. 袋：ゴミ／廃棄物（プラスチック）

53. 電気機器：家電

03. 密閉容器／パッケージ容器
04. 風船

符号 (llll l= 6)

54. 乾電池
55. 電池：自動車またはボート
56. 飲料缶（アルミ）

05. ボール
06. バスケット
（かご）／ビンケース
07. 飲料ボトル：2リットル未満（プラスチック）
08. 飲料ボトル：2リットル以上（プラスチック）
09. ビン：漂白剤、
クリーナー
10. ビン：オイル／潤滑
11. バケツ、
ドラム缶、
ジェリカン：2リットル以上
12. ブイやフロート
（プラスチックおよび発泡剤）
13. キャップと蓋（プラスチック）
14. カーペット
（合成繊維）
15. タバコの吸い殻（フィルター）
16. ライター
17. タバコに付けるプラスチック製の吸い口部分
18. 容器：ファストフード、
ランチボックスや類似品
19. 綿棒の芯（プラスチック）
20. カップ、皿、
フォーク、
ナイフ、
スプーン(プラスチック)
21. おむつ／ナプキン
22. 釣り：釣り糸

57. 缶：食品、
ジュース、その他（ブリキやスチール）
58. キャップと蓋（金属）
59. 車と車のパーツ
60. カップ、皿、食器、大皿（金属）
61. ドラム缶：55ガロン
62. 釣り：重り、ルアー、釣り針
63. 釣り：仕掛け、壺
64. フォーク、
ナイフ、
スプーン（食卓用金物類）
65. ガス容器／タンク、
ドラム缶：4リットル以上
66. パイプと鉄筋
67. プルタブ：飲料
68. スクーバのウエイト
69. ストラップバンド（金属）
70. ワイヤ、
ワイヤメッシュ、棘付きワイヤ
71. 包装（金属箔／金属）
72. 金属細片
ゴムの素材
73. コンドーム

23. 釣り：ルアー、各種の釣り竿

74. グローブ（ゴム）

24. 釣り：網と網の切れ端

75. チューブとゴムシート

25. 釣り：仕掛け、壺

76. ゴムバンド

26. 断熱フォームや詰め物

77. タイヤ

27. 食品の包装（プラスチック）

78. ゴム細片

28. 家具取り付け用品（プラスチック）
29. グローブ（ラテックス）
30. ケミカルライト
31. メッシュバッグ：果物、野菜、貝
32. パイプ（プラスチック／塩化ビニール）
33. ロープ（プラスチック／ナイロン）
34. スクーバおよびスノーケル用品、マスク、
スノーケル、
フィン

35. シート類：防水シート、
プラスチックシート、パレットの包装
36. 6缶パックリング、
リングキャリア
37. ストラップバンド（プラスチック）
38. ストロー、マドラー
39. 注射器（プラスチック）
40. タンポン挿入器
41. タバコのパッキングと包装
42. 歯ブラシ
43. プラスチックの細片
ガラスおよび陶器の素材
44. 飲料ビン（ガラス）
45. ブイ
（ガラス）
46. カップ、皿、食器、大皿（ガラスおよび陶器）

木材の素材
79. 釣り：しかけと壺
80. 家具（木製）
81. 製材（処理したか切った／挽いた木材）
82. パレット
83. 木材の細片
衣類／布の素材
84. バッグ（麻布）
85. バッグ（布）
86. グローブ（布）
87. ロープおよび糸（布）
88. タオル、布きれ
89. 布の細片
紙／段ボールの素材
90. バッグ（紙）
91. 段ボール：包装および箱
92. 紙：本、新聞、雑誌など
93. 紙／段ボールの細片
混合素材
94. 煉瓦、石炭殻ブロック、セメントの塊
95. 衣類

47. 蛍光灯

96. コンピュータ用品とその他の電子機器

48. 広口のビン：食料（ガラス）

97. 花火

49. 電球：バルブ等

98. 靴、
フリップフロップ、サンダル、テニスなど

50. 注射器（ガラス）

99. タンポン

51. ガラスと陶器の細片

100. おもちゃ

ゴミの品名がはっきりしませんか？
を参照してください。
すべてのゴミ品目の写真については「Dive Against Debris®分別ガイド」
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