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はじめに 

 

 地球温暖化に代表される環境変化やウォーターフロント開発などの産業活動より、海をめぐる環

境や社会的情報は大きく変化している。本事業は赤潮の検知に関する技術開発および研究を実施し

ているが、近年は赤潮発生メカニズムが複雑化・多様化しており、これまでの知見では対処しきれ

ない状況も発生している。このような状況では、ともかく赤潮を早期発見することが重要であり、

赤潮を広域的に瞬時に観測しようとした場合、衛星リモートセンシングの活用は有効かつ必要不可

欠である。 

 本事業は有明海・八代海をモデルエリアとして衛星データおよび現場データのマッチアップデー

タにより赤潮を検知・予測する技術開発、情報配信するシステムの構築を目的としている。事業の

実施にあたっては、国産衛星として大きな期待が寄せられている GCOM-C/SGLI を前提とした赤潮

検知アルゴリズムやシステムを開発することを目指した。GCOM-C は平成 29 年 12 月に無事打ち上

げられ、平成 30 年 1 月にファーストイメージが公開された。高解像度のファーストイメージは水産

分野での様々な分野への応用の可能性を示唆するもので、今後の水産海洋分野での利活用には大き

な期待が寄せられている。 

本事業は全体計画を 3 年とする事業の 1 年目であるが、「平成 27～29 年度 赤潮・貧酸素水塊対

策推進事業」を前身とする事業で、普及段階にある実質的な継続事業であるため社会実装を考えな

ければいけない。本年度において GIS 情報配信システムが構築され、各県の担当者への情報配信を

始めた。簡易に人工衛星画像を見ることができ、赤潮の漁業被害を防ぐための情報収集に大きな貢

献ができたと考えている。 

  

本事業の遂行にあたり、様々な部分でご尽力をいただいた水産庁担当官、現場データや衛星デー

タ収集のサポートや委員会等で適切な助言を頂いた各県および JAXA の委員の皆様、そして委員会

を総括して頂いた国立研究開発法人水産研究・教育機構 西海区水産研究所の樽谷委員長に感謝の意

を表します。 
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要約 

 本事業は、人工衛星データを利用して早期に有害赤潮の発生状況と分布範囲を迅速に把握する手

法を開発することを目的とし、「有害赤潮広域発生状況把握手法の開発」、「赤潮発生海域予測モデル

の開発」、「赤潮発生情報の GIS 化技術開発」の 3 つの研究・技術開発を実施する。 

 

1. 有害赤潮広域発生状況把握手法の開発 

本年度は、有明海の人工衛星と現場観測のマッチアップデータから、有害赤潮を起こすプランク

トンの種判別を試みた。人工衛星によって直接測定される海面放射輝度スペクトルの違いに加え、

植物プランクトンのもつ吸収係数スペクトル・後方散乱係数スペクトルの違いを利用して、解析を

行った。解析事例が少なく検討すべき点が残るものの、きれいな水、濁った水、珪藻赤潮、ラフィ

ド藻赤潮に判別することができた。 

 

2. 赤潮発生海域予測モデルの開発 

本年度は、自己組織化マップ（ニューラルネットワーク）を利用した有害赤潮のプランクトンの

細胞数予測アルゴリズムの開発を行った。各県水産試験研究機関から新しく提供いただいた現場デ

ータも追加し、衛星クロロフィル a データ、現場観測のクロロフィル a データ、気象データなどを

用いてニューロンマップをトレーニングした。プランクトンの種によってはうまく傾向を捉えられ

ており、AI による予測可能性を示すことができた。 

 

3. 赤潮発生情報の GIS 化技術開発 

本年度は GIS 配信システムを構築し、各県の担当者への情報配信を始めた。人工衛星データとし

て、Himawari 8 号に加え GCOM-C/SGLI のデータも取得・登録し、高解像度の衛星クロロフィル

a 画像を漁業の現場に活かす先進的な体制の準備が整った。また、各県から頂いた現場データの登

録も順次行っている。 

 

,  
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1. 研究開発の目的、目標及び内容 

1.1 研究開発の目的 

 近年、気候変動や沿岸域の開発等により海洋環境が悪化し、赤潮や貧酸素水塊による漁業被害が発生

している（図 1.1.1）。漁業の安定的経営には、それらの発生メカニズム等を明らかにし、被害の防止策

や軽減技術の開発を推進する必要がある。 

 本事業では人工衛星データを利用して、赤潮の原因となるプランクトンのサイズ推定や種判別を行い、

赤潮発生状況等を迅速に把握する手法を開発することを目的とする。本事業で開発する技術により、よ

り広域的に赤潮発生状況を早期に把握することができ、漁場環境の適切な管理が期待される。 

 

 

図 1.1.1 赤潮発生現場（長崎県総合水産試験場提供） 

 

1.2 研究開発の内容 

 本研究は、人工衛星データを用いて赤潮を検知・予測する技術の開発、さらに検知・予測した赤潮情

報を配信する技術開発を目的とする。「平成 27～29 年度 赤潮・貧酸素水塊対策推進事業」を前身事業と

する事業で、クロロフィル a 濃度の高精度推定、AI を利用した赤潮検知、赤潮情報の GIS 化といった前

身事業の成果を活かすことが望まれる。 

 研究開発内容は以下の 3 つからなる。 

① 有害赤潮広域発生状況把握手法の開発：多波長の海面放射輝度画像（波長別海面光画像）を使い、分

光特性を利用したプランクトンサイズの推定およびプランクトン種判別を行う。 

② 赤潮発生海域予測モデルの開発：AI を利用したアルゴリズムを活用し、赤潮発生状況による赤潮検

知の高度化に資する予測モデルを開発する。 

③ 赤潮発生情報の GIS 化技術開発：①、②の成果を用い、有害赤潮による漁業被害軽減に貢献する情

報を GIS 化して迅速に提供する技術を開発する。 

 対象とする海域は有明海・八代海とする。有明海・八代海は養殖業がさかんで、赤潮の検知や予測の

ニーズがある。一方、閉鎖的な海域で濁度が高いために、赤潮の検知や予測は困難な海域だが、この海

域において技術開発をすることで、他海域への応用がしやすくなる。また、前身とする事業「平成 27～
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29 年度 赤潮・貧酸素水塊対策推進事業」において、有明海を対象に、現場データの収集、クロロフィル

a 濃度の高精度化、珪藻赤潮の検知を行ったので、この成果も活かしてさらなる技術開発を行うことがで

きる。 

 人工衛星として、主に GCOM-C（しきさい）（図 1.1.2）のデータを用いる。「しきさい」は 2017 年

12 月に打ち上がったばかりの新しい衛星で、空間分解能が 250 m と高いために、局所的な赤潮の発生の

検知に有効と考えている。また、従来のセンサよりも測定できる波長が多いため、分光特性を利用した

赤潮検知にも有用性が期待される。 

 

 

図 1.1.2 人工衛星しきさい（GCOM-C） 

（※画像は JAXA 提供） 
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1.3 研究計画 

3 年間の全体計画を表 1.2.1 に示す。平成 30 年度にβ版の検知・予測アルゴリズムを開発し、平成 31

年度からの GIS への仮実装に備える。平成 31 年度、平成 32 年度にかけてアルゴリズムを改良し、最終

年度に検証を⾏う。また、現場データの収集、衛星データの収集は全体を通して続ける。 

 

表 1.2.1 全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 平成 30 年度計画

集、β版の検知・予

実装に備え、

みを開始し、

 

 

 

年度計画を表

版の検知・予測アルゴリズムの開発を実施した。

実装に備え、β版アルゴリズムお開発を行った。

みを開始し、新しく構築した

を表 1.2.2 に示す。

測アルゴリズムの開発を実施した。

版アルゴリズムお開発を行った。

新しく構築した GIS 配信システム

 

に示す。平成 30

測アルゴリズムの開発を実施した。

版アルゴリズムお開発を行った。

配信システム

表 1.2.2

5 

30 年度は準備段階の年とし、

測アルゴリズムの開発を実施した。来年度の検知・予測アルゴリズムの

版アルゴリズムお開発を行った。GCOM-

配信システムで情報配信を開始した。

2 平成 30 年度計画

は準備段階の年とし、

来年度の検知・予測アルゴリズムの

C/SGLI のデータ公開にあわせてデータ取り込

情報配信を開始した。

年度計画 

は準備段階の年とし、現場データと衛星データの収

来年度の検知・予測アルゴリズムの

のデータ公開にあわせてデータ取り込

情報配信を開始した。 

現場データと衛星データの収

来年度の検知・予測アルゴリズムの

のデータ公開にあわせてデータ取り込

現場データと衛星データの収

来年度の検知・予測アルゴリズムの GIS への仮

のデータ公開にあわせてデータ取り込

 

現場データと衛星データの収

への仮

のデータ公開にあわせてデータ取り込
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2. 本年度の研究開発成果 

2.1 有害赤潮広域発生状況把握手法の開発 

 

衛星測定リモートセンシング反射率を利用した有明海の赤潮植物プランクトン群集把握 

名古屋大学宇宙地球環境研究所 石坂丞二 

 

2.1.1 はじめに 

 赤潮植物プランクトン群集は、植物プランクトンの持つ色素系や光の散乱特性等によって、その色が

異なると考えられる。これまで、植物プランクトン群集を区別する手法としてクロロフィル a 濃度を用

いて、経験的に植物プランクトン群集の違いを区別することが行われていたが、最近では衛星で直接測

定される海面放射輝度スペクトルの違いを用いて判別することが試みられている。さらに、海面放射輝

度スペクトルから、植物プランクトンの吸収スペクトルおよび粒子の散乱スペクトルを求める手法が、

開発されたため、植物プランクトンの持つ吸収・散乱特性を利用して区別する試みが始まっている。有

明海は植物プランクトン以外にも多くの懸濁粒子が存在するために、海面放射輝度スペクトル自体の精

度が充分ではなく、吸収・散乱の違いを正確に求められるかどうかはわからず、またそれらによって赤

潮植物プランクトン群集を区別することができるかどうかはわからない。さらに赤潮時の現場、赤潮プ

ランクトン自体の吸収・散乱特性の情報もない。そこで、ここでは赤潮時の衛星データを用いて、準解

析アルゴリズム（QAA）V. 6 を用いて植物プランクトンの吸収スペクトル、および粒子の散乱スペクト

ルを求め、赤潮植物プランクトン群集を区別できるかどうかを検討した。 

 

2.1.2 データ 

 データとしては、2011 年から 2015 年の夏季に佐賀県有明水産振興センター、および熊本県水産研究

センターが収集した計 18 点 2150 回の赤潮観測データを利用した。（図 2.1.1、表 2.1.1、2.1.2）。今回は

特に夏季に発生するラフィド藻類および珪藻類赤潮に焦点を当てるために、夏季のデータのみ（6 月から

9 月）を利用した。この内、同時期の MODIS データとのマッチアップデータを調べたところ、珪藻 

(Skeletonema spp.) 赤潮 6 点（2012 年 8 月 2 日、2013 年 8 月 28～29 日）、ラフィド藻 (Chatonella spp.) 

赤潮 3 点（2013 年 8 月 9 日）、非赤潮の 18 点（2011 年 8 月 11 日、2012 年 6 月 11 日、2012 年 8 月 19・

20 日、2013 年 6 月 16・17 日、2013 年 7 月 12 日、2013 年 8 月 28 日、2014 年 8 月 27 日、2015 年 8

月 6 日、2015 年 8 月 20 日）のマッチアップデータが取得できた。また検証のために、国立研究開発法

人水産研究・教育機構 西海区水産研究所の赤潮ネットから 2016 年から 2018 年のデータも取得して利

用した。 
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図 2.1.1 利用した観測点の空間分布。 

●は佐賀県水産振興センター、■は熊本県水産研究センター。 

 

表 2.1.1 

 珪藻赤潮 ラフィド藻赤潮 非赤潮 

細胞数 > 6000 > 100 S.< 6000 and C.< 100 

細胞数の割合 > 60% > 60% — 

佐賀県データ数 136 10 217 

熊本県データ数 21 0 222 

2 県合計 157 10 439 

 

表 2.1.2 

グループ Chl a 塩分 水温 細胞数 

珪藻赤潮 32.87 mg m−3 19.39 27.61°C 29177cells ml−1 

ラフィド藻赤潮 64.32 mg m−3 26.77 25.20°C 12789 cells ml−1 

非赤潮 8.88 mg m−3 25.39 25.64°C 1450 cells ml−1 

 

2.1.3 結果 

 28 点のマッチアップデータの MODIS の Rrs スペクトル（図 2.1.2）は、赤潮の点で特徴的な形状を

示すほか、非赤潮海域でも、きれいな水、混合水、濁った水の 3 つの形状に分けることができた。きれ

いな水は短波長側が高くなっており、濁った水は特に長波長側の Rrs が高いことが特徴的である。赤潮

と混合水は 557 nm 近辺に極大を持つが、赤潮は混合水よりも 645 nm の Rrs が高かった。 
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図 2.1.2 観測とマッチした MODIS Rrs スペクトル。 

Blooms は赤潮の点。非赤潮の点はスペクトルの形状によって、きれいな水（Clear）、混合水

（Mixed）、濁った水（Turbid）の 3 つに分けた。 

 

これらの波長特性を分類するために、懸濁物質の指標である Rrs557 と以下に示す SS645 を利用した。 

 

SS�λ� = ����	� − ����	�� − �����	� − ����	��� ∗
������

�������
 ,  

 

ここでλ は中心波長（今回は 645 nm）で、λ−とλ+ はその短波長側と長波長側であり、連続的な波長

ではこの指標は二次微分を表す。SS645 はきれいな水と混合水では負であるが、赤潮と濁った水では正

であり、さらに Rrs557 の値（0.007 sr−1）で赤潮と濁った水もわけることが可能であった（図 2.1.3）。

しかし、これらの指標では、珪藻とラフィド藻の赤潮を分離することはできなかった。 

 



 

 

 MODIS のデータにこれらの指標を用いて

比較すると、あまり対応は良くなかった（図

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のな

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された

された 2018

 

のデータにこれらの指標を用いて

比較すると、あまり対応は良くなかった（図

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のな

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された

2018 年 7 月 13

図 2.1.3

のデータにこれらの指標を用いて

比較すると、あまり対応は良くなかった（図

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のな

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された

13 日諫早湾外の北側では、赤潮が判別された。

3 懸濁物を表す

のデータにこれらの指標を用いて 4

比較すると、あまり対応は良くなかった（図 2.1.4

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のな

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された

日諫早湾外の北側では、赤潮が判別された。

9 

懸濁物を表す Rrs555

4 つの海域を区分し、

2.1.4）。これは

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のな

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された

日諫早湾外の北側では、赤潮が判別された。

Rrs555 と SS645

つの海域を区分し、MODIS

）。これは MODIS

に影響されていることが一つ考えらえる。赤潮の報告のない 2018 年

はきれいな水と判別された。ラフィド藻類赤潮の観測された 2018 年

日諫早湾外の北側では、赤潮が判別された。 

SS645 の関係 

MODIS の標準クロロフィル

MODIS の標準クロロフィル

年 8 月 29 日は、湾奥の濁った水以外

年 7 月 29 日は湾奥、珪藻赤潮の観測

 

の標準クロロフィル

の標準クロロフィル a

日は、湾奥の濁った水以外

日は湾奥、珪藻赤潮の観測

 

の標準クロロフィル a 画像と

a が懸濁物質

日は、湾奥の濁った水以外

日は湾奥、珪藻赤潮の観測

画像と

が懸濁物質

日は、湾奥の濁った水以外

日は湾奥、珪藻赤潮の観測



10 
 

 

 

図 2.1.4  MODIS 標準クロロフィル a 画像（上）、海域分布（下）、Rrs555 と SA645 の関係。 

（左）2018 年 8 月 29 日、（中）7 月 29 日、（右）7 月 13 日。 

青：きれいな水、緑：混合水、赤：赤潮、黄：濁った海域。 

 

 次に、ラフィド藻赤潮と珪藻赤潮を分離するために、赤潮の確認されたときのマッチアップデータか

ら、QAAを用いて植物プランクトンの吸収係数スペクトルと粒子の後方散乱係数スペクトルを求めた（図

2.1.5）。クロロフィル a 濃度で規格化した両係数スペクトルは、ラフィド藻赤潮と珪藻赤潮とで大きく異

なっていた。吸収係数スペクトルはラフィド藻赤潮に比較して珪藻赤潮は 2 倍近く高く、一方後方散乱

係数スペクトルは珪藻赤潮に比較してラフィド藻赤潮が 2 倍程度高かった。 
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図 2.1.5  Rrs から計算した植物プランクトンの吸収係数スペクトル（左）と 

粒子の後方散乱係数スペクトル（右）。 

赤：ラフィド藻赤潮、青：珪藻赤潮、黒の破線：純水の吸収係数。 

吸収係数と後方散乱係数はクロロフィル a で規格化してある。 

 

植物プランクトンの含有色素の種類が大きく異なる場合は、その吸収スペクトルの形に大きな違いが

出る可能性が大きいが、珪藻とラフィド藻では含有色素はあまり異ならないと考えられ、実際に吸収ス

ペクトルの形状は大きく異なっていいない。しかし、クロロフィル a 当たりの吸収係数の全体の高さが

異なるのは、今回の珪藻赤潮の優占種である Skeletonema spp.が、ラフィド藻赤潮の優占種の

Chatonella spp.と比較して、その細胞が小さく、パッケージ効果と呼ばれる現象で高くなっている可能

性がある。一方、粒子の後方散乱係数が全体的にラフィド藻赤潮で珪藻赤潮よりも高いのも、細胞の大

きさの違いによる可能性がある。今回はこの後方散乱係数の違いを利用して、分類群を区別することを

試みた。 

 

ここでは、クロロフィル a を計算するとそこで誤差が入る可能性があるために、単純な Rrs の比であ

る RBR という指標を利用し、同じ RBR での bbp555 の違いを検討したところ、明らかに珪藻赤潮とラ

フィド藻赤潮とで異なっていた（図 2.1.6 上）。 

 

RBR = 
�����������������

�����������������
  

 

図 2.1.4 でも利用した 2018 年 7 月 13 日（珪藻赤潮）と 7 月 29 日（ラフィド藻赤潮）について、複雑な

QAA の計算を行わないで bbp(555)を評価することのできる bbp-index(555)と RBR の関係を調べると、

マッチアップデータの bbp(555)と RBR の関係と同様に、珪藻赤潮とラフィド藻赤潮とを分離すること

が可能であった（図 2.1.6 下）。 
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����555� − index = 0.26 ×
����555�����667�

����555� − ����667�
 

 

珪藻とラフィド藻の赤潮を分けるのには、以下の関係式が利用できた。 

 

����*+,-.�555� = 0.0033�0� − 0.0027 

 

 

図 2.1.6 マッチアップデータでの RBR と bbp (555)の関係（上）と、2018 年 7 月 29 日（ラフィド藻）

と 7 月 13 日（珪藻）の赤潮データでの RBR と bbp(555)-index の関係（下）。 

（上）の直線は回帰直線、（下）の直線は珪藻赤潮とラフィド藻赤潮を分離する線。 

赤：ラフィド藻赤潮、青：珪藻赤潮。 

 

さらにこの手法が当初利用したデータセット以外でも当てはまることを確かめるために、ラフィド藻

赤潮の観測された 2016 年 8 月 18 日、珪藻赤潮の観測された 2018 年 8 月 3 日、ラフィド藻と珪藻の混

合赤潮であった 2017 年 7 月 30 日について、MODIS データを用いて赤潮のマップ化と、珪藻とラフィ
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ド藻赤潮の判別を行った。ここでは RAB と SS645 の二つの方法で赤潮域を決定し、その赤潮の RBR と

bbp-index(555)の関係で珪藻かラフィド藻かを判別した（図 2.1.7）。現場赤潮データよりも RBR はやや

広め、SS645 はやや狭めを赤潮域と決定した。珪藻とラフィド藻赤潮が単独で起こった 2016 年８月 18

日と 2018 年 9 月 3 日は概ね判別ができていた。一方、混合赤潮の 2017 年 7 月 30 日ではラフィド藻赤

潮と判別された。 

 

 

図 2.1.7 観測地点と細胞数（左）、RAB（中左）、SS645（中右）、RBR と bbp-index(555)の関係（右）。

（上）2016 年 8 月 18 日、（中）2018 年 8 月 3 日、（下）2017 年 7 月 30 日。 

（左）の〇と□の大きさはそれぞれラフィド藻と珪藻の細胞数を表す。 

 

2.1.4 考察とまとめ 

図 2.1.8 に今回提案する有明海の珪藻とラフィド藻赤潮を判別する手法の流れ図を示す。きれいな水、

濁った水、混合水、赤潮を分けて、最終的に珪藻とラフィド藻を判別する。流れ図では SS665 を赤潮か

どうかの判別に利用しているが、RBR あるいは別の指標を使うことも可能であろう。今回は昨年度まで

に開発した Rrs の修正手法と切り替えクロロフィル a アルゴリズムを利用することは検討していないた

め、今後検討する必要がある。また、種類判別については、見かけ上はきれいに分かれているが、有明

海で QAA がきちんとし散乱係数を計算できることを確認できていない点、また計算された散乱係数には

植物プランクトン以外の粒子も含まれており、懸濁物の量との関係で見かけ上判別ができている可能性
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もある点など、今後さらに検討が必要である。特に現状では、限られた数の現場データと衛星で他のマ

ッチアップを利用したため、今後数を増やす必要があり、またできれば赤潮現場での吸収・吸収係数の

データを取得することが望ましい。また、今回は MODIS データを利用しているが、SGLI のデータとは

波長が異なるため、SGLI 用に改良することも必要である。 

 

 

図 2.1.8 今回提案する赤潮群集判別法の流れ図 
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2.2.2 データ・解析手法 

 自己組織化マップ (Kohonen, 1982)は回帰する関係式や領域を指定せずにパラメタ間の関係を経験的

に導く手法で、関係の線形性を問わずに用いることができる。図 2.2.2 に自己組織化マップの概念図を示

す。この手法ではランダムなニューロンマップをトレーニングプロセスによって組織化させ、ラベリン

グプロセスによって変数間の関係を決める。ニューロンマップ上の各ニューロンにはクロロフィル a 濃

度、水温などの値を要素とするベクトルがあてはめられており、初期のニューロンマップはランダムに

決める。トレーニングプロセスではランダムに選んだ入力ベクトルに対して最もユークリッド距離の近

いニューロンとその周囲のニューロンを選んだ入力ベクトルに近づける。この操作を繰り返すことでニ

ューロンマップは自動的にパターン化（組織化）し、クロロフィル a 濃度、水温などのパラメタ間の関

係性を導くことができる。このトレーニング数では目的変数（ここでは細胞数）のデータは用いない。

ラベリングプロセスではクロロフィル a 濃度、水温などの入力ベクトルに同時に測定した目的変数（こ

こでは細胞数）を加え、ユークリッド距離の近いニューロンに観測値をあてはめる。 

 

 
 

図 2.2.2 自己組織化マップの概念図 
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2.2.4 今後の課題 

本年度の解析では珪藻細胞数について比較的よい予測ができ、大型の珪藻である Skeletonema spp.に

ついてもおおよその傾向が捉えられ、AI による予測の可能性が示せた。 

種によってはあまりよい予測ができなかったが、その理由としてデータが少なかったことが挙げられ

る。今後の課題として、データを増やすことを優先的に考えなければいけない。これまでの解析では佐

賀県と熊本県のデータしか用いなかったが、有明海の他県のデータや熊本県・鹿児島県の八代海のデー

タを用い、データの充実をめざす。データが増えることで、ラベリング用のデータと検証用のデータを

分けることができるので、データを増やすことは検証作業にも不可欠である。 

今回の予測では気象条件のデータとして日照時間を用いた。赤潮の発生には経験的に河川水の影響も

知られているので、今後降水などの気象データも利用する。また、赤潮の拡散や集積には潮汐の影響も

重要なので、月齢なども有効かもしれない。 

また、これまで、翌日のプランクトン細胞数を予測することを考えてきたが、さらに長期の予測もま

た望まれている。特に翌週の赤潮の状況や、赤潮の終息時期などは漁業においても重要である。こうい

った時間スケールの予測のためには、発生条件も 1 週間程の時間スケールで調べる必要がある。データ

のマッチアップには瞬間のマッチアップである必要はないので、データは揃いやすく、AI を利用した予

測には好都合である。 

さらに、衛星で検知できないプランクトン種の検知も試みる。特に、少ない細胞数で着色前に漁業被

害をもたらす Chattonella spp.や、海面より下層で増えるためにごく表面を観測する人工衛星では感知し

にくい Karenia mikimotoi は、AI を利用した予測が合理的であろう。 
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