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ライセンスが GPL-3.0 であり取り扱いが難しいことも決断材料である。GPL-3.0 のライブラリを使用し

たプログラムなどは、そのプログラムの利用者が希望する場合、プログラムソースコードを開示する必

要がある。プログラムソースの開示はセキュリティ的にも好ましくない。 

水温・塩分画像表示機能の実装は、実用レベルのレスポンスが得られる方法が見つからず難航したが、

発想を転換することで解決の目途を立てることが出来た。今までは“オンライン WebGIS システム”と

同じレベルの表現レベルを求めて、水温・塩分の画像自体を生成し地図上に重ねることを目指していた

が、これをメッシュ毎に点をプロットする方法に変更した。ライブラリは“L.CanvasOverlay.js”を採用

した。ズームした場合は点と点の間に隙間があるため見づらくはなるが、広域表示の場合は問題なく表

示される。この方法によりようやく実用レベルのレスポンスと品質に達したと判断しアプリ提供の準備

を開始し、3 月 5 日に関係者へ配布した。 

モデル予測アプリは実用レベルにまで達したと言え、まだまだストレス無く使用できるレベルにはな

っていない。品質や操作性も改善の余地が多々ある。次年度以降の操業日誌を記録するアプリ開発のベ

ースとするためにもブラッシュアップを続け、より軽快なアプリとしたい。 

 

 

図 51-22 点プロットによる水温の表示 

 

５.１.５.４. 海況情報配信の開発 

 

海況情報配信を行う情報提供サーバーでは、九州大学のサーバーから取得したモデル予測データを、モ

デル予測アプリに配信するためのデータ加工及びデータ圧縮を行っている。データ取得は朝 6 時に九州

大学のサーバーへアクセスを開始し、7 時にはデータ配信準備が終わる。情報提供サーバーはモデル予測

アプリからのリクエストに応じ、必要なデータのみを提供する。モデル予測アプリは手動またはタイマ

拡大 
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ーによる自動起動によって、情報提供サーバーで加工された最新データを取得することが出来る。任意

の深度のみを選ぶことで、データ転送容量を減らすことが出来る。また携帯通信網の圏内であれば未取

得の深度データについても手動で追加取得が行えることが出来る。 

 

九州
大学

加工サーバー

クラウド
ストレージ
（Dropbox）

モデル
予測
データ

数値
データ
(xz)

情報携帯端末

データ加工・圧縮
処理

アップ
ロード

配信

情報提供サーバー

 

図 51-23  海況情報配信イメージ 

 

配信データは必須であった DR_D は完成した（表 51-8）。他の情報配信については要望や必要性を検

討し漁業に役立つコンテンツの追加及び機能強化を行いたい。 

 

表 51-8 海況情報配信計画と実装状況 

海況情報 予測/実況データ 配信データ形式 実装状況 

流速 【予測】DR_D（必須） 

DR_S 

数値データ DR_D（必須）のみ

実装 

 

水温 

塩分 

波高 【予測】沿岸波浪数値予報モデル 

GPV(CWM) 

【実況】沿岸波浪実況 GPV 

数値・レベル・画像 引き続き検討 

風向風速 【予測】メソ数値予報モデル GPV（MSM） 数値・レベル・画像 引き続き検討 

降水 【実況】全国合成レーダー 

【予測】高解像度降水ナウキャスト 

    メソ数値予報モデル GPV（MSM） 

数値・レベル・画像 引き続き検討 

天気 【予測】ＭＳＭガイダンス（格子形式） 数値・レベル・画像 引き続き検討 
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    地方海上分布予報 

（格子点データ形式） 

天気図 【気象庁】実況天気図、予想天気図 

【当社独自】週間気圧配置図 

画像 引き続き検討 

警報 全国海上警報 テキスト・画像 引き続き検討 

 

５.１.５.５. 今後の計画 

 

モデル予測データだけでなく気象データの配信を行い、モデル予測アプリの充実化を図る。モデル予測

データはオフラインに特化した構成をとったが、気象データはオンライン、オフラインを使い分け、最新

の情報をアプリ利用者へ届ける方法を検討する。また、平成 31 年度では操業日誌アプリでは、統計分析

を用いた操業情報の推定・予測を行う計画である。この統計分析に必要なパラメータとして必要となる、

環境情報をアプリに配信する配信する API を構築する。API の開発にはパブリッククラウドサービスの

機能活用も視野に入れ、高可用性とスケーラブルな環境の両立を目指す。 

 

５.１.６. その他、改善など 

 

より良いアプリを目指し、NMEA 信号処理、S-CTD 信号処理、モデル予測 App の基本機能以外に幾

つかの改善を計画した。またアプリは目的の違いから２つに分けて軽量化している。情報携帯端末の OS

である Android は日進月歩で進化しており、バージョンも年々新しくなる。本アプリでもこのバージョ

ンアップに追随する必要があるため、Android6 向けに開発した機能を Android8 でも動作するように対

応してきた。またアプリを利用する情報携帯端末を数が増えることでアプリのバージョンアップ作業が

困難になることが想定されたため、Google Play ストアを使ったアプリ配布及びアップデートにも対応し

評価を行っている。操業日誌機能の一部機能の先行開発は実装内容の検討を行った。 

 

表 51-9 その他、改善など実装目標 

実装目標 状況 

アプリの分割 信号処理アプリとモデル予測 App を２つに分けて実装。２

つのアプリ間でのデータ連携は未実装。 

Android7 対応 Android7 対応完了 

Android8 についてもコンパイルレベルでは完了。 

Google Play ストアを使った、関係者への

アプリ配布 

関係者に限定し Google Play でのアプリ配布を開始し評価

中 

操業日誌機能の一部機能を先行開発 実装内容の検討を実施。 
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５.２. ホームページの開発（JAFIC） 
 

５.２.１. 概要 
 

本事業では、主に事業参画県の洋上漁業者向けにスマートフォンアプリ等で情報配信すること目的と

しているが、隣県漁業者や研究者、本事業のような漁業の ICT 化に興味をもつ全国の漁業者や研究者へ

の啓発普及を目的として、誰でもがアクセスできるように、ホームページによる本事業の情報配信シス

テムについても検討する。本項では今回開発を進めている Web-GIS ベースのホームページについて説明

する。 

総務省は平成 25 年度以降 G 空間情報活用による新たな価値の創造を推奨してきたが、最近の ICT の

発展を勘案し、「G 空間×ICT」として、更に一歩進んだ G 空間情報の活用を推進している。この取組み

は、主に陸域や災害を主対象としたものであるが、本研究開発では、この G 空間を意識したホームペー

ジによる情報配信システムの開発を進めた。本研究開発で取り扱うデータは、現場観測データ、モデル出

力データ、人工衛星データなど、多岐にわたり、データ種類も水温のようなポイントデータに、流況など

のベクトルデータ、衛星データなどのラスタデータなど複雑なことから、このようなデータを統合的に

扱うには GIS の活用が有効である。初年度は、水産海洋分野での GIS のニーズを把握するため、各県水

産試験研究機関にアンケートを実施し、GIS の基本要件を策定した。またこの基本要件をベースとした

Web-GIS のパイロットシステムを構築し，本年度事業においてデモサイトの運用を開始した。 

 また、GIS を使った情報配信の応用技術開発として、流動解析機能を実装することとし、本年度は

その仕様について検討を行った。赤潮や卵稚仔や魚群、漁具などの流動解析はそれらの予測・予察をする

上では有効な情報となりうる。 

 

５.２.２. 要件 

 

以下の要件を定め、設計した。 

 

① オペレーティングシステム：Linux 系とする。 

② ソフトウェア：Web-GIS を導入する（原則フリーのオープンソースソフトウェアを利用する

ものとする）。 

③ 以下のデータを取り扱う。 

(ア) 九州大学の沿岸域海洋環境予測モデルのデータ（水温、塩分、流速）。 

(イ) 衛星データ（MODIS Chl-a）。 

④ ③(ア)のうち流速の表示の仕方についてプロトタイプを作成する。 

⑤ ③(ア)のデータを取得し、DB に登録する。 

⑥ 流動解析機能を Web-GIS 上に表示する検討を行う。 

⑦ 前年度に開発したプロトタイプをもとに機能を強化する。 

⑧ 高速なデータ表示を実現する。 

⑨ 拡張性・改変容易性を持つ。 
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⑩ インターネット経由での操作動作確認を実施する。 

⑪ セキュリティを考慮した設計とする。 

 

５.２.３. 基本設計 

 

５.２.２の要件に従って以下の設計を行った。 

 

(1) オペレーティングシステム 
 

Linux のディストリビューション CentOS Linux 7.4 環境を利用する。 

 

(2) 利用ソフトウェア 
 

オープンソースソフトェアを利用して Web-GIS を構築する。利用するオープンソースソフト

ウェアは以下のものである。 

表 52-1 採用ソフトウェア 

№ ソフトウェア 役割・機能 

1 Apache Web サーバ、Web アプリサーバー 

2 PHP Web アプリスクリプト 

3 MapServer WMS サーバ 

4 PostgresSQL カタログ DB エンジン 

5 OpenLayers WebGIS ライブラリ 

 

(3) データ構造設計 
 

(ア) 九州大学の沿岸域海洋環境予測モデルのデータ 

GrADS 形式のデータが提供されている。九州大学の GrADS コントロールファイルでは、

テンプレートを用いて複数年月日複数深度のデータを処理できるようになっているが、プ

ログラムにて処理する場合は、1 年月日 1 深度のデータのみ処理し変換するための GrADS

コントロールファイルと GrADS コマンドファイルを自動生成し、GeoTiff 形式の 1 データ

ファイルを生成する。 

流速と、塩分・水温はデータ特性が異なるため、変換ロジックと画面表示方法が異なる。

塩分と水温については、数値情報であるため、図 52-1 のようにカラーマップによる着色さ

れた画像に変換する。 

流速については、u と v の 2 要素の数値を持つベクトルデータであるため、矢印で表現

を行う（図 52-2）。矢印で表現する場合、画面の拡大縮小によって矢印があまりに大きくな

ったり小さくなったりし、視認性が下がるため、2 つの解像度のデータを作成し、地図の表

示レベルに応じて切り替える。画像にワールドファイルを付与することで GIS 情報とする。 
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(イ) 衛星データ（MODIS Chl-a） 

衛星データについては、航空宇宙研究開発機構(以下 JAXA)が配信している MODIS

センサーより得られたクロロフィル a 濃度のデータを利用する。NetCDF 形式で提供

されており、WebGIS で利用しやすい GeoTiff に変換して配信する（図 52-3）。 

 

 

図 52-1  DR_D 塩分と水温のデータ変換 

 

 

図 52-2  DR_D 流速のデータ変換 

 

 

図 52-3  MODIS Chl-a のデータ変換 

 

(4) 流速表示設計 
 

流速については u と v の 2 要素の数値を持つベクトルデータであるため、矢印の長さを

流れの強さ矢印の向きを流れの向きとして Web-GIS 表現を行う。矢印で表現する場合、画

面を拡大縮小すると矢印が見えにくくなり視認性が下がるため、2 つのサイズの矢印データ

を作成し、地図の表示レベルに応じて切り替える。 

 

塩分と水温の

GrADS 

塩分の NetCDF 

水温の

NetCDF 

塩分の

GeoTiff 

水温の
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ワールドファイル 

クロロフィル a 濃度 

NetCDF 
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カラー

GeoTiff 
カラーマップ 
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(5) DB 設計 
 

DB ならびにフォルダへのデータ保存構造を設計し、データ呼出し規則を定めることで、規則

的な方法でデータを呼び出せるようにする。Web-GIS で指定するデータ表示 URL と、呼び出

されるデータの間には図 52-4 のような関係がある。 

 

 

 

データ項目 概要 例 

衛星・モデル 表示するデータを撮像した衛

星、生成したモデル 

dreams：九州大学予測モデル DREAMS_Dash 

物理量 表示するデータの地球物理量 tmp(temparature)：水温，sal(salinity)：塩分，

flow：流速など 

データ日時 表示するデータの日時 20180710：2018 年 7 月 10 日 

201807041030：2018 年 7 月 4 日 10 時 30 分 

追加情報 深さなどの追加情報がある場

合に利用する追加情報 

深さが無い場合は 1 で固定 

深さがある場合は深度ではなく深度レベル 

図 52-4  DB 項目設計 

 

(6) 流動解析機能設計 
 

流動解析ロジックをプログラムに実装し、結果を GeoJSON として出力し、Web-GIS 上に表

示する。本年度は固定データを準備し、表示確認を行う。 

 

(7) 機能強化 
 

平成 30 年度の機能強化として以下の機能を追加・実装した。 

① 現在の日時に近いデータを表示する「最新」表示機能 

② 流速の表示を行う機能 

③ 指定時間から 24 時間分の推移を表示するアニメーション機能 

 

(8) データ表示設計 
 

高度なデータ表示を行うために、以下の機能を実装する。 

① 背景地図との重ね合わせ表示 

② 透過色を指定してのデータの透過表示 

http://(ホスト名)/cgi-bin/mapserv/{衛星・モデル}/{物理量}/{データ日時}/{追加情報}/ 

↓ 
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③ 流速（ベクトル）と水温・塩分・クロロフィル a(ラスター)の重ね合わせ表示 

④ 地図表示レベル、表示範囲と連動した拡大・縮小・移動 

⑤ 緯線経線の重ね合わせ表示 

⑥ 地図表示レベルに合わせた流速の表示データ切り替え 

⑦ 表示中の物理量に合わせたカラーバーの切り替え表示 

 

(9) 拡張性・改変容易性設計 
 

拡張性と改変容易性を実現するために、以下の設計とする。 

① 標準化技術である OGC の標準プロトコル(WMS、WFS)や Web の標準的なデータ形式

GeoJSON を利用することで、汎用性が高く、データの再利用が高い設計とする。 

② データの保存フォルダや DB を構造化し、新たなデータの追加が容易な拡張性の高い設計

とする。 

③ Web-GIS からのデータ呼出 URL をデータ保存構造に合わせて設計し、新たなデータの追

加が容易な拡張性の高い設計とする。 

④ 拡張性の高いフレームワークを採用し、画面ならびにプログラムの改変容易性の高い設計

とする。 

⑤ CSS を分離し、画面設計の改変容易性の高い設計とする。 

 

(10) 試験設計 
 

試験は、実際の利用者の使用を想定した試験を行う。 

① インターネット経由のアクセスを想定したクライアント・サーバー構成での試験を行う。 

 

(11) セキュリティ設計 
 

セキュリティを考慮した以下の設計とする。 

① firewalld サービスを利用し、アクセスコントロールを行う。 

② Web サーバーソフトである Apache に以下の対策を行う。 

(ア) デフォルトコンテンツの停止 

(イ) icons フォルダの停止 

(ウ) 不要なモジュールの停止 

(エ) ディレクトリ内容一覧表示の停止 

(オ) HTTP TRACE メソッドの無効化 

(カ) X-Frame-Options の設定 

(キ) バージョン非表示 
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５.２.４. オペレーティングシステム設計 

 

Linux のディストリビューション CentOS Linux 7.4 環境を利用する。 

 

(1) OS 構成 
 

以下の構成でインストールを行った。 

 

№ 項目 設定値 

1 OS の言語 日本語 

2 キーボード 日本語 

3 日付と時刻 東京 

4 ベース環境 サーバー（GUI 使用） 

5 環境のアドオン 開発ツール 

6 インストール先 RAID を構成した論理ドライブ。 

/home を削除し、ルート配下に全残容量を分配。 

7 ネットワーク 接続先ネットワークに適した情報を設定。 

以降、xxx で示す。 

8 ユーザ（管理者） root 

ictadmin 

表 52-2 OS 構成 

 

(2) 追加レポジトリ 
 

OS を構成するライブラリやプログラム(パッケージという)をまとめたサービスであるレポ

ジトリとして、以下のものを追加した。 

 EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux)：CentOS のレポジトリから追加 

 REMI：http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm から追加 

 

(3) 追加パッケージ 
 

レポジトリに収められているパッケージから以下のものを追加した。 

 php 関連：Web ソフトウェア用サーバーサイドスクリプト 

 PostgreSQL 関連：データベース 

 mapserver 関連：GIS ファイルから指定された条件で、Web で表示可能な画像を返す Web 

MapService 

 GrADS 関連：DREAMS_Dash のデータ形式である GrADS ファイルを処理するプログラ

ム 
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 FTP 関連：MODIS のデータを受け取るための FTP サービス 

 

(4) サービス起動 
 

OS 起動と同時に自動起動し、OS 上に常駐し各種処理を行うサービスソフトウェアとして以下の

ものを設定した。 

 httpd：Web サービス 

 PostgreSQL：データベース 

 firewalld：OS へのアクセスを制御するアクセスコントロールを行う。 

 cron：バッチの定期実行を行う。 

 

(5) セキュリティ設定 
 

セキュリティの基本として、最低限のサーバーアクセスのみ許可する。Web サービスであるため、

Web のアクセスを許可するとともに、Web についても不要な情報が出ないように設定を変更し

た。図 52-5 と表 52-3 にその概要を示す。 

 

 

図 52-5  セキュリティ 

 

表 52-3  セキュリティの設定箇所 

№ 設定箇所 設定概要 

1 Firewalld サーバへのアクセスを制御するアクセスコントロールを行う。 

Web アクセスの httpd、データ取得の ftp、管理で使う ssh のみ許可

している。 

2 Httpd Web サービスであるため、外部からのアクセスを許可するが、不要

なアクセスを制限している。 

Httpd のバージョンなど、内部構成が分かる情報の出力も制限してい

る。 

ブラウザ 

サーバ(OS) 

FireWalld で他の

アクセスを防ぐ 

httpd から返す

情報を限定する 
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№ 設定箇所 設定概要 

3 Php Web アプリケーション用のプログラム言語、標準では、言語のバー

ジョンなど内部構成がわかるものが出力されるが、出力を制限してい

る。 

4 PostgreSQL データベースである。外部からのアクセスを一切不許可としている 

 

 

５.２.５. ソフトウェア設計 

 

(1) 画面の基本構成 
 

WebGIS の画面の基本構成とその構成要素について図 52-6 と表 52-4 に示す。 

 

 
図 52-6  画面の基本構成 
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表 52-4  画面の構成要素 

№ 要素名 機能・概要 

1 表示日付 地図上に表示するデータの日付を指定する。 

2 表示時間 地図上に表示するデータの時間を指定する。 

3 日時変更ボタン 1 および 2 で指定された日時に対応するデータを地図上

に表示する。 

4 1 日前移動ボタン 1 および 2 の指定日時を、ここで指定した日時へ変更し、

指定された日時に対応するデータを地図上に表示する。 1 時間前移動ボタン 

最新日時移動ボタン 

(平成 30 年度機能追加) 

1 時間後移動ボタン 

1 日後移動ボタン 

5 アニメーションメニュー 

トグルボタン 

アニメーションメニューの表示・非表示を切り替える。 

6 緯度経度線表示 

トグルボタン 

地図上に表示する経度緯度線の表示・非表示を切り替え

る。 

 

7 流速ボタン 

(平成 30 年度機能追加) 

地図上に表示する流速の表示・非表示を切り替える。 

8 温位ボタン 地図上に表示するラスターデータの切り替えを行う。 

塩分ボタン 

クロロフィル a 濃度ボタン 

9 深度スライダー 地図上に表示するプロダクトデータが深度に対応して

いる場合に、深度の変更を行う。 

（深度の無いプロダクトの場合はグレーアウトし、操作

不可能になる。） 

10 地図拡大縮小ボタン 地図の拡大縮小を行う。 

11 地図・データ表示領域 背景地図ならびにプロダクトデータ等が表示される領

域。 

背景地図は Open Street Map を利用した。 

プロダクトデータは WMS での配信とした。 

12 時間スライダー 

(平成 30 年度機能追加) 

アニメーションメニューの時間スライダー。5 が ON の

場合のみ表示される。 

13 時間アニメーションボタン 

(平成 30 年度機能追加) 

アニメーションの開始、停止ボタン。5 が ON の場合の

み表示される。 

14 カラーバー（凡例） 表示中のラスターデータの色の凡例が表示される。 

 

 


