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３.３. 漁船 NMEA 情報 

 

３.３.１. ADCP データ（福岡県，佐賀県） 

 

３.３.１.１. 潮流計（ADCP）データ送信システムの概要 

 

漁船による観測体制で用いる潮流計データ送信システムは、海洋電子機器の標準通信プロトコルであ

る NMEA0183 のうち、潮流計が出力するセンテンスである CUR (WaterCurrent Layer) を、潮流計に

シリアル接続した潮流計ロガー装置で受信し、ロガーからは Bluetooth を経由してデータ送信用アプリ

をインストールした Android タブレット端末へ、ロガーの衛星測位データとセットで随時送信する。ア

プリは、漁船が携帯電話基地局との通信圏内にある場合は 10 分間隔のほぼリアルタイムで、圏外の場合

は圏内に漁船が戻ってきた時点で、携帯電話通信網を経由してインターネット上のストレージサービス

である Dropbox へ、潮流計データをアップロードする構成を想定した（図 33-1）。 

 

 

 

図 33-1 漁船潮流計データ送信システムのデータの流れ 
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３.３.１.２. 潮流観測協力漁船 

 

福岡県では潮流観測の協力が得られた宗像市及び福岡市の中型まき網漁船、はえなわ漁船及びいかた

る流し漁船に、佐賀県では唐津市のいわし船曳漁船、沿岸いかつり漁船、はえなわ漁船、ごち網漁船及び

県調査船に潮流計データロガー及びタブレットを設置した。（表 33-1）。様々な地区、漁業種類、トン数

の漁船で NMEA 情報収集体制を構築することにより、広範囲の ADCP データの収集が可能になる。 

 

表 33-1 潮流観測協力漁船の概要 

県 設置年度 主な漁業種類 潮流計型式 トン数 

福岡県 平成 29 年度 いかつり CI-88 7.3 

  はえなわ JLN-652 9.7 

  いかつり CI-88 6.6 

  中型まき網 CI-60G 14 

福岡県 平成 30 年度 はえなわ CI-88 11 

  はえなわ CI-88 6.6 

  いかつり CI-88 5.9 

佐賀県 平成 29 年度 県調査船 CI-88 48 

  いわし船曳 CI-88 4.8 

  沿岸いかつり CI-68 19 

  はえなわ CI-90 19 

  はえなわ CI-90 9.1 

  ごち網 CI-88 4.3 

  沿岸いかつり CI-68 19 

 

 

３.３.１.３. 協力漁船の ADCP データトラブル対応及び協力漁船の展開（福岡県） 

 

３.３.１.３.１. 平成 29 年度末の Dropbox アップロードに関するトラブル 

 

平成 29 年３月に、ロガーを設置したすべて漁船（3 隻）の潮流データが Dropbox にアップロードされ

ない不具合が発生した。そこで、平成 30 年 5 月 9 日に各漁船に設置したタブレット及びロガーの状況を

確認した（表 33-2）。Dropbox に最後にアップロードされた各漁船の潮流データの日付は平成 30 年 3 月

12～18 日であった。ロガー内の SD カードの内容を確認したところ、Dropbox までアップロードされた

日付以降のデータが記録されていたことから、潮流データは潮流計からロガーまでは正常に送信され、

ロガーからタブレットまでの Bluetooth 通信又はアプリに不具合が生じた恐れがある。しかし、いかつ

り漁船では、タブレットの充電が切れ停止中であったことを考慮する必要がある。 

この状況をいであ(株)と協議し、平成 30 年 6 月 22～28 日にログの保存期間を 40 日に延長し、Android

測位 68%確率円を出力する新たなバージョンのアプリ（v.1.00.09）をインストールしたタブレットを再
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設置した。その後、各漁船の個別の不具合があるものの観測した潮流データは Dropbox へのアップロー

ドが再開された。 

 

表 33-2 協力漁船に設置したタブレット及びロガーの状況（平成 30 年 5 月 9 日） 

主な 

漁業種類 

最後の 

転送年月日 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ稼働 

の有無 

SIM ｶｰﾄﾞ契約 

の有無 

ｱﾌﾟﾘﾛｸﾞ 

の有無 

ﾛｶﾞｰ内の SD ｶｰﾄﾞ 

の内容 

いかつり H30.3.15 稼働中 有 

（H30.4 中旬 

まで） 

4/25 以降の 

ログ有 

3/18 以降、 

3 月(7 日分) 

4 月(11 日分) 

5 月(4 日分) 

はえ縄 H30.3.18 稼働中 有 ログ無 3/24 以降、 

3 月(2 日分) 

4 月(11 日分) 

5 月(1 日分) 

いかつり H30.3.12 停止中 

(充電切れ) 

有 ログ無 3/18 以降、 

3 月(7 日分) 

4 月(12 日分) 

5 月(4 日分) 

 

 

３.３.１.３.２. いかつり漁船への対応 

 

平成 29 年度に協力が得られたいかたる流し漁業の漁船では、船内で使われている電気機器を全て動作

させるとロガーの動作が不安定になることが確認され、電気抵抗を調整した代替ロガーに切り替えたと

ころ、通信が途絶えることはなくなり、潮流データが取得されるようになったが、信号の一部に文字化け

が不定期に発生するなど、ロガーの動作が不安定になることがあった。この原因として、この漁船には電

子、電器機器類が多数装備されており、電圧やノイズ等の影響が想定されるため、平成 30 年度はノイズ

フィルタを設置することにした。 

平成 30 年６月 28 日にアプリ（v1.00.09）をインストールしたタブレットとノイズフィルタを設置し

た（図 33-2）。しかし、Dropbox に転送されるデータ量は正常時では 80～90KB／アップロードファイル

であるが、6 月 30 日は信号化けを含め１～４KB／アップロードファイルとなり極めて少なかった。そ

こで、与論電子に状況を説明し、潮流計の NMEA 出力の電圧に対応したロガーを作成してもらい、平成

30 年 9 月 23 日にノイズフィルタを撤去した後、改良ロガーを設置した。その結果、9 月 24 日以降、正

常な潮流データが Dropbox にアップロードされるようになった。 

 


