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2.3 赤潮発生情報の GIS 化技術開発 

2.3.1 はじめに 

本章では、「赤潮発生情報の GIS 化技術開発」について記載する。赤潮発生に影響の大きい「衛星観

測クロロフィル a 濃度」「衛星観測海面水温」と「赤潮予測・検知」情報を GIS にて配信するが、「赤潮

予測・検知」がβ版であるため、本年度は「衛星観測クロロフィル a 濃度」「衛星観測海面水温」の配信

システムとする。 

成果の利活用の促進を念頭に置いた技術開発を行っており、GIS システムも多くの人が利用できる

WebGIS システムでの開発を行う。WebGIS とすることで対応ブラウザさえあれば誰でも利用できるシ

ステムとなる。 

有害赤潮による養殖魚類の被害軽減に貢献する情報を GIS 化して迅速に提供するシステムの全体像の

イメージを以下に示す。3 年間の事業であるため、初年度である本年度は、全体像の一部を作成する。 

 

 
図 2.3.1 全体像 

 

「赤潮発生情報の GIS 化技術開発」の要件定義を以下に示す。 

① 赤潮発生情報の GIS 化技術開発を行う。 

② ①の GIS 化データとして、以下の衛星データの GIS 化を行う。 

(ア) 衛星データの一つとして GCOM-C の海面水温ならびにクロロフィル a 濃度のデータを利用する。 

(イ) 衛星データの一つとしてひまわり 8 号の海面水温ならびにクロロフィル a 濃度のデータを利用す

る。 

③ ①の GIS 化データとして、現場観測データの分析し、前事業「平成 27～29 年度 赤潮・貧酸素水

塊対策推進事業」開発の現場観測データとマージできるようにする。平成 31 年度以降に赤潮予測デ

ータとして利用するため、その準備となる。 



21 
 

④ ①の GIS 情報配信システムとして、専用ソフトを必要としない WebGIS を用いた汎用システムの開

発を行う。WebGIS で配信するデータは②の衛星データとする。 

 

2.3.2 衛星データの GIS 化 

衛星データは、衛星によって配信されるデータ形式が異なるため、本システムで統一的に扱うために

GeoTiff 形式へのフォーマット変換を行う。また、WebGIS で取り扱うために Web Map Service（以下、

WMS）で利用可能な形式である必要がある。WMS は、標準化団体である Open Geospatial Consortium

（以下、OGC）で定義された Web で地図画像を扱うための技術であり、標準化されているため汎用性が

高い。今後の利活用が期待される。 

 

2.3.2.1 GCOM-C 

 GCOM-C は、2017 年 12 月 23 日に JAXA が打ち上げた衛星であり、搭載された SGLI センサによっ

て海色（クロロフィル a 濃度）と海面水温を観測することが出来る。現場に配信する時間をなるべく短

縮するために GCOM-C の準リアルタイムデータを利用する。 

 

(1) プロダクトファイルの取得 

GCOM-C/SGLI のプロダクトが生成されると、JAXA から JAFIC のプロダクト受信サーバに定期的に

配信される。その受信サーバを定期的に確認し、新たに受信されたプロダクトを本サーバへ FTP で取得

する。以下にプロダクトファイル名の規約を記載する。 

 

表 2.3.1 プロダクトファイル名規約 
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表 2.3.2 プロダクトファイル名規約の補足 

 GID 項目 詳細 

1 YYYYMMDD 

HHmms 

Observation 

start UT 

プロダクトの理想的な開始時刻を設定する。プロダクトの前後には若

干量のオーバーラップが付与されるため、プロダクトの開始ラインの

時刻とは一致しない。（UTC 時系）秒数についてはアルファベット 1

文字で表現する 

2 PPP Path パス番号を設定する。設定値：1～485。 

3 SS Scene シーン番号を設定する。設定値：1～24。 

4 LL Level 処理レベルを設定する。 

L1A の場合：1A／L1B/L1B（地上 1 km リサンプリング）の場合：1B 

5 x1 Type S（標準プロダクト）固定。 

6 x2 Type 運用ごとの処理の種別を設定する。 

全球処理（標準処理）の場合：G 

準リアルタイム処理（日本周辺）の場合：L 

準リアルタイム処理（全球）の場合：N 

7 KKK subsystem 観測データの種別を設定する。 

VNR-NP の場合：VNR／VNR-PL の場合：POL／IRS (SWIR+TIR)の

場合：IRS 

8 m mode 日照観測／日陰観測の種別を設定する。 

[観測プロダクト] 

日照観測 (Day) の場合：D／日陰観測 (Night)の場合：N 

[校正プロダクト] 

太陽光校正：S／内部光源校正：L／電気校正：E／マヌーバ：M 

9 r resolution 分解能を設定する。 

K：1000 m／L：1000 m（低解像度リサンプリング）／Q：250 m 

IRS の場合には、他に HYXM の 4 種類が存在する。 

10 a algorithm ver. アルゴリズムバージョンを設定する。設定値：0～9、A～Z。 

11 ppp parameter ver. パラメータバージョンを設定する。設定値：000～999。 

 

 本業務で利用するのは、7 の subsystem が「SST」(海面水温)か「IWP」(クロロフィル a 濃度)で、9

の resolution が Q（250 m 分解能）のものである。 

 以下にプロダクトファイルを取得する処理フローを示す。 

 



 

 

 上記の①～③の各処理の詳細を以下に示す。

① FTP の

② ①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

ァイルとして③の処理をする。

③ 対象ファイルはファイル名に文字列

ルを取得し、所定のフォルダに保存する。

 

(2) プロダクトファイルの変換

 GCOM-C/SGLI

独自に記述可能である。これを汎用的な

データ構造ならびに変換手順を示す。

  

① データ構造概要

 GCOM-C

グループ内の

標が入っている。

 データは

クロロフィル

 

② 座標の抽出

 Longitude

った（回転やゆがみの無い矩形だった）。

 

③ グリッド間隔の算出

 4 辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、

Latitude を例にとると、配列数が

10=3910 グリッド分の間隔が、

 

JAXA

上記の①～③の各処理の詳細を以下に示す。

の ls 機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

ァイルとして③の処理をする。

対象ファイルはファイル名に文字列

ルを取得し、所定のフォルダに保存する。

プロダクトファイルの変換

C/SGLI のデータは、

独自に記述可能である。これを汎用的な

タ構造ならびに変換手順を示す。

データ構造概要 

C の HDF5 ファイルから座標と観測値を取得し、

グループ内の Latitude

標が入っている。 

データは Image_data

クロロフィル a 濃度の場合は

座標の抽出 

Longitude データセットと

った（回転やゆがみの無い矩形だった）。

グリッド間隔の算出

辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、

を例にとると、配列数が

グリッド分の間隔が、

ConnectDirect

GCOM

JAXA 

上記の①～③の各処理の詳細を以下に示す。

機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

ァイルとして③の処理をする。

対象ファイルはファイル名に文字列

ルを取得し、所定のフォルダに保存する。

プロダクトファイルの変換 

のデータは、HDF5

独自に記述可能である。これを汎用的な

タ構造ならびに変換手順を示す。

ファイルから座標と観測値を取得し、

Latitude データセットと

Image_dataグループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

濃度の場合は CHLA

データセットと Latitude

った（回転やゆがみの無い矩形だった）。

グリッド間隔の算出 

辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、

を例にとると、配列数が

グリッド分の間隔が、0 行目の座標から

ConnectDirect 

GCOM-C ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

図 2.3.

上記の①～③の各処理の詳細を以下に示す。

機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

ァイルとして③の処理をする。 

対象ファイルはファイル名に文字列 SSTDQ,SSTNQ,IWPRQ

ルを取得し、所定のフォルダに保存する。

HDF5 形式で配信される。

独自に記述可能である。これを汎用的な GIS データ形式である

タ構造ならびに変換手順を示す。 

ファイルから座標と観測値を取得し、

データセットと Longitude

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

CHLA データセットに観測値が入っている。

Latitude データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

った（回転やゆがみの無い矩形だった）。 

辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、

を例にとると、配列数が 392×1277

行目の座標から

 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 

データ受信

サーバ

23 

2.3.2 データ受信

上記の①～③の各処理の詳細を以下に示す。 

機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

SSTDQ,SSTNQ,IWPRQ

ルを取得し、所定のフォルダに保存する。 

形式で配信される。

データ形式である

ファイルから座標と観測値を取得し、

Longitude データセットに参考座標として

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

データセットに観測値が入っている。

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、

1277 の場合 392

行目の座標から 391 行目の座標を引いたものとなる。

データ受信 

サーバ 

①ファイル一覧

③対象ファイル

データ受信 

機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

SSTDQ,SSTNQ,IWPRQ を含むものなので、この場合はファイ

形式で配信される。HDF5 は自己記述形式であり、データ形式を

データ形式である GeoTiff

ファイルから座標と観測値を取得し、GeoTiff 化を図った。座標は、

データセットに参考座標として

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

データセットに観測値が入っている。

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

辺が緯線経線に沿っているので、最大最少緯度経度から、1 グリッドの座標間隔が計算できる。

392 行あり、

行目の座標を引いたものとなる。

FTP 

ファイル一覧

対象ファイル

機能を利用して、ファイル一覧をテキスト形式で取得する。 

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

を含むものなので、この場合はファイ

は自己記述形式であり、データ形式を

GeoTiff に変換する。以下に、

化を図った。座標は、

データセットに参考座標として

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

データセットに観測値が入っている。 

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

グリッドの座標間隔が計算できる。

行あり、10 グリッドごとなので

行目の座標を引いたものとなる。

ファイル一覧 

②対象ファイル

の判別

赤潮サーバ

対象ファイル get 

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

を含むものなので、この場合はファイ

は自己記述形式であり、データ形式を

に変換する。以下に、

化を図った。座標は、Geometry_data

データセットに参考座標として 10 グリッドごとの座

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合は

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

グリッドの座標間隔が計算できる。

グリッドごとなので

行目の座標を引いたものとなる。 

対象ファイル 

の判別 

赤潮サーバ 

 

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

を含むものなので、この場合はファイ

は自己記述形式であり、データ形式を

に変換する。以下に、HDF5 の

Geometry_data

グリッドごとの座

グループ内の物理量名データセットに保存されている。海面水温の場合はSST、

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

グリッドの座標間隔が計算できる。 

グリッドごとなので (392−1)×

①のテキストから、各行のファイルの作成日時を取得する。日時が前回処理以降の場合は、新規フ

を含むものなので、この場合はファイ

は自己記述形式であり、データ形式を

の

Geometry_data

グリッドごとの座

、

データセット内の座標を確認した結果、経線緯線に沿った座標だ

×
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上記の手順を Longitude でも行い、GeoTiff に必要な地理情報である、「左上座標」「1 ピクセル（グリ

ッド）ごとの緯度経度増加量」「回転」を算出することができる。 

 

④ 値の抽出 

SST データセットから値を抽出して、ピクセル値としてセットするが、SST データセットの値は摂氏

そのままではない。アトリビュートと資料を参考に摂氏に変換する。 

 

(ア)  アトリビュートの値の意味を以下に示す。有効値の上限と下限に含まれる場合のみ摂氏を算出した。

それ以外は固定の無効値(−10)とした。 

Cloud_error_DN：雲の場合の値 

Error_DN：観測エラーとなった値 

Land_DN：陸域の値 

Maximum_valid_DN：有効値の上限 

Minimum_valid_DN：有効値の下限 

 

(イ)  物理量は Data_description に記載されている計算式に従って算出される。 

物理量= DN(値) × アトリビュートの Slope + アトリビュートの Offset 

= DN(値) × 0.0012 + (−10.0) 

 

(ウ) アとイから以下のロジックのもと、GeoTiff のピクセルに値をセットした。 

 

 

図 2.3.3 処理フロー 

 

2.3.2.2 ひまわり 8 号：海面水温 

(1) ファイル取得 

ひまわり 8 号のレベル 3 海面水温データは、提供時間を考慮して準リアルタイムデータを利用する。

配信ファイルを調査したところ、P-Tree にデータが観測されて配信されるまでに、1 時間強の時間がか

かっている。このため、1 時間に一回、2 時間前に観測されたファイルを本システムへ取り込むこととす

る。 

データを取得するサイト・パス・ファイル名情報を以下に記載する。 

値の取

得 

有効値

の範囲

 

無効値をセ
ット 

摂氏を算出
してセット 

次のグリッ
ドへ 

はい 

いいえ 
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� サイト名：ftp.ptree.jaxa.jp 

� フォルダ： 

 

� ファイル名： 

[YYYYMMDDhhmmss]-JAXA-L3C_GHRSST-SSTskin-H08_AHI-v[VER]-fv[FVER].nc 

� 変数の意味： 

� YYYY: 観測開始時刻（タイムライン）の年（4 桁） 

� MM: 観測開始時刻（タイムライン）の月（2 桁） 

� DD: 観測開始時刻（タイムライン）の日（2 桁） 

� hh: 観測開始時刻（タイムライン）の時（2 桁） 

� mm: 観測開始時刻（タイムライン）の分（2 桁） 

� ss: 観測開始時刻（タイムライン）の秒（2 桁）（「00」に固定） 

� VER: アルゴリズム・バージョン 

� FVER: ファイル・バージョン 

 

(2) ファイル変換 

 ひまわり 8 号のレベル 3 海面水温の準リアルタイムデータは、NetCDF 形式で配信される。NetCDF

は自己記述形式のファイルフォーマットで、内部にデータ配列を分けて持つことが出来る Variable と、

各属性を保存する Attribute を持つことが出来る。以下に GeoTiff 変換に利用する Variable と Attribute

を記載する。 

 

表 2.3.3 ひまわり 8 号 NetCDF 海面水温主要構成 

Variable 役割 Attribute Attribute の役割 

lat WGS84 の緯度 — — 

lon WGS84 の経度 — — 

sea_surface_temperature 
海面水温の観測値。Attribute を使っ

て摂氏・ケルビンに変換できる 

scale_factor 
観測値を摂氏に変換す

るためのパラメータ 

_FillValue 無効値 

 

ひまわり 8 号の NetCDF ファイルから座標と 1 ピクセル間の座標差異、観測値を取得し、GeoTiff 化

を図った。座標は lat バリアブルに緯度が、lon バリアブルに経度が収められている。ひまわり 8 号のデ

ータは緯線・経線に沿ったバウンディングボックスである(傾きが無い)ため、緯度と経度は等間隔の一次

元配列となっている。 

pub
┗ himawari

┗ L3
┗ SST

┗ [VER]_nc4_normal_nrt
┗ [YYYYMM]

┗ [DD]
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① 座標の抽出とピクセル間の差異 

GeoTiff を作成するには、左上座標ならびにピクセル間の距離(座標差異)が必要である。以下の情報で、

これらの値を抽出することが出来る。 

� 左上経度：lon[0] 

� 左上緯度：lat[0] 

� ピクセル間の経度差異：(lon[lon の配列数−1] − lon[0]) / lon の配列数 

� ピクセル間の緯度差異：(lat[lat の配列数−1] − lat[0]) / lat の配列数 

 

② 値の抽出 

 海面水温は、sea_surface_temperature バリアブルに保存されているが、保存されているのは観測値

である。これをケルビンに変更するための情報がアトリビュートに保存されている。本業務では摂氏で

保存・表示を行う。sea_surface_temperature バリアブルは[観測日時][緯度][経度]の 3 次元配列となっ

ているが、観測日時の配列長は 1 であり常に添え字=0 で、経度と緯度の添え字を変えて順に観測値を取

り出す。 

 

上記の図で示したアトリビュートから、観測値を摂氏に変換する式は以下の通りとなる。 

[観測値] × [scale_factor] + [add_offset] −273.15 

ただし、[add_offset]が 273.15 であるため、以下の式で摂氏となる。 

[観測値] × [scale_factor] 

また、無効値を保存するアトリビュートとして[_FillValue]があるが、これも観測値と同じ整数で保存

されている。海面水温が非常に低い場合は海氷となりはじめるため、通常ありえない海面水温である摂

氏−11 に無効値を変換する。 

以下のロジックのもと、GeoTiff のピクセルに値をセットした。 

 

 

図 2.3.4 処理フロー 

 

2.3.2.3 ひまわり 8 号：クロロフィル a 濃度 

 

(1) ファイル取得 

値の取

得 

有効値

の範囲

 

無効値をセ
ット 

摂氏を算出
してセット 

次のグリッ
ドへ 

はい 

いいえ 
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 ひまわり 8 号のレベル 3 クロロフィル a 濃度データは、提供時間を考慮して準リアルタイムデータを

利用する。配信ファイルを調査したところ、P-Tree にデータが観測されて配信されるまでに、1 時間強

の時間がかかっている。このため、1 時間に一回、2 時間前に観測されたファイルを本システムへ取り込

むこととする。 

データを取得するサイト・パス・ファイル名情報を以下に記載する。 

� サイト名：ftp.ptree.jaxa.jp 

� フォルダ： 

 

� ファイル名：H08_[YYYYMMDD]_[hhmm]_LL_rOCVER_FLDK.[xxxxx]_[yyyyy].nc 

� 変数の意味： 

� YYYY: 観測開始時刻（タイムライン）の年（4 桁） 

� MM: 観測開始時刻（タイムライン）の月（2 桁） 

� DD: 観測開始時刻（タイムライン）の日（2 桁） 

� hh: 観測開始時刻（タイムライン）の時（2 桁） 

� mm: 観測開始時刻（タイムライン）の分（2 桁） 

� ss: 観測開始時刻（タイムライン）の秒（2 桁）（「00」に固定） 

� xxxxx: ピクセル数 

� yyyyy: ライン数 

 

(2) ファイル変換 

 ひまわり 8号のレベル 3クロロフィル a濃度の準リアルタイムデータは、NetCDF 形式で配信される。

NetCDF は自己記述形式のファイルフォーマットで、内部にデータ配列を分けて持つことが出来る

Variable と、各属性を保存する Attribute を持つことが出来る。以下に GeoTiff 変換に利用する Variable

と Attribute を記載する。 

 

表 2.3.4 ひまわり 8 号 NetCDF クロロフィル a 濃度主要構成 

Variable 役割 Attribute Attribute の役割 

lat WGS84 の緯度 — — 

lon WGS84 の経度 — — 

chlor_a 
クロロフィル a 濃度の観測値。 

Attribute を使って mg/m3に変換する 

scale_factor 
観測値を mg/m3に変換

するためのパラメータ 

missing_value 無効値 

 

pub
┗ himawari

┗ L3
┗ CHL

┗ [VER]
┗ [YYYYMM]

┗ [DD]
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 ひまわり 8 号の NetCDF ファイルから座標と 1 ピクセル間の座標差異、観測値を取得し、GeoTiff 化

を図った。座標は latitude バリアブルに緯度が、longitude バリアブルに経度が収められている。ひまわ

り 8 号のデータは緯線・経線に沿ったバウンディングボックスである(傾きが無い)ため、緯度と経度は等

間隔の一次元配列となっている。 

 

① 座標の抽出とピクセル間の差異 

 GeoTiff を作成するには、左上座標ならびにピクセル間の距離(座標差異)が必要である。以下の情報で、

これらの値を抽出することが出来る。 

� 左上経度：longitude[0] 

� 左上緯度：latitude[0] 

� ピクセル間の経度差異：(longitude[longitude の配列数−1] −longitude[0]) / longitude の配列数 

� ピクセル間の緯度差異：(latitude[latitude の配列数−1] −latitude[0]) / latitude の配列数 

 

② 値の抽出 

 海面水温は、chlor_a バリアブルに保存されているが、保存されているのは観測値である。これをケル

ビンに変更するための情報がアトリビュートに保存されている。本業務では摂氏で保存・表示を行う。

chlor_a バリアブルは[緯度][経度]の 2 次元配列となっており経度と緯度の添え字を変えて順に観測値を

取り出す。アトリビュートから、観測値を mg/m3に変換する式は以下の通りとなる。 

 

[観測値] × [scale_factor] + [add_offset]  

 

ただし、[add_offset]が 0 であるため、以下の式で mg/m3となる。 

  

 [観測値] × [scale_factor] 

 

また、無効値を保存するアトリビュートとして[missing_value]があるが、これも観測値と同じ整数で

保存されている。クロロフィル a が観測されない場合の 0 をセットする。 

 以下のロジックのもと、GeoTiff のピクセルに値をセットした。 

 

 

図 2.3.5 処理フロー 
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2.3.2.4 変換時の有明海・八代海チェック 

 GCOM-C ならびにひまわり 8 号のデータは、雲などの気象情報や観測スワスの関係で、本業務の対象

となる有明海・八代海のデータが含まれない場合がある。データを表示する場合に、有明海・八代海の

データのみを表示・検索して、GIS システムの利便性を向上させた。このために、前述の変換機能に、

有明海・八代海のデータが含まれるのかのチェックを行う機能を付与している。その結果をカタログデ

ータベースに反映させ、検索に利用している。 

32.10～33.20°N、129.94～130.68°E の範囲にデータが含まれる場合は、有明海・八代海のデータがあ

ると判断することとした。 

 

2.3.2.5 WMS での利用 

 衛星データは、WMS を通じて WebGIS の一部として稼働する。WMS を提供するサーバープログラム

は mapserver を利用する。mapserver は、GIS データを定義ファイルである map ファイルに従って処

理をして Web へ提供する。GeoTiff に変換した衛星プロダクトファイルごとに、この map ファイルを自

動生成する。 

 

 
図 2.3.6 WMS での地図画像の提供 

 

2.3.2.6 衛星データ、データベース設計 

 GCOM-C のカタログ情報を管理し、GIS システムから検索等を行えるデータベースシステムを構築し

た。データベース設計を示す。 

 

データベース設計 

データベース情報 

データベース名 rdt 

概要 赤潮案件用プロダクトカタログ登録データベース 

ENCODING UTF8 

CONNECTION LIMIT -1 

 

 

mapserver 

（WMS プロ

グラム） 

map ファイル 

（データごとの

設定） 

GIS データ 

（本業務では変換

した GeoTiff） 
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エクステンション情報 

エクステンション名 概要 

postgis ジオメトリを扱うエンジンの拡張 

 

ロール情報 

ロール名 主要な権限 

rdt_user アプリケーションアクセス用。DB 接続、public スキーマ利用、各テーブルの

SELECT, INSERT, UPDATE 

 

スキーマ情報 

スキーマ名 用途 

public 本 DB は、専用 DB なのでスキーマは一つとする。唯一のスキーマ 

 

テーブル一覧 

スキーマ名 テーブル名 用途 

public catalog プロダクト 1 件ずつの情報を登録したカタログテーブル 

public prod_type プロダクト種別のマスターテーブル 

public sat_sen 衛星・センサのマスターテーブル 

public rel_prod_satsen プロダクト種別と衛星・センサの関連を示すリレーションテーブル 

 

テーブル情報：catalog 

テーブル情報 

テーブル名 catalog 

スキーマ public 

概要 プロダクト 1 件ずつの情報を登録したカタログテーブル 

オーナー postgres 

 

カラム情報 

カラム名 型 NULL 可 KEY DEFAULT 概要 

id SERIAL  P  プライマリキー 

prod_type_id INTEGER  I1  プロダクト種別 ID 

sat_sen_id INTEGER    衛星・センサ ID 

area GEOMETRY 

(polygon, 4326) 

○   観測スワス 

start_date TIMESTAMP  I2  観測開始日時 

end_date TIMESTAMP ○   観測終了日時 

filename character    保存されたファイル名、削除ファイル判
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varying(400) 断用 

is_ariake INTEGER  I3 0 有明観測データの有無 

created_at TIMESTAMP   NOW() データ登録日時 

     

キー情報 

KEY キー名 種別 概要 

P pid_catalog PRIMARY KEY 自動生成されたプライマリキー 

I1 idx_catalog_prod_pe_id INDEX プロダクト種別で検索を行うための検索キー 

I2 idx_catalog_area INDEX GEOM 地理情報インデックス 

I3 idx_catalog_start_date INDEX データの取得開始日で検索、並び替えを行うため 

I4 idx_catalog_is_ariake INDEX 有明海に係るデータの判別キー 

 

テーブル情報：prod_type 

テーブル情報 

テーブル名 prod_type 

スキーマ public 

概要 プロダクト種別のマスターテーブル 

オーナー postgres 

 

カラム情報 

カラム名 型 NULL 可 KEY DEFAULT 概要 

id SERIAL   P  プライマリキー 

prod_name VARCHAR(120)    プロダクト種別名 

prod_code VARCHAR(10)    プロダクト種別コード 

disp_order INTEGER ○  1 画面の表示順 

created_at TIMESTAMP   NOW() データ登録日時 

 

キー情報 

KEY キー名 種別 概要 

P pid_prod_type PRIMARY KEY 自動生成されたプライマリキー 

 

テーブル情報：sat_sen 

テーブル情報 

テーブル名 sat_sen 

スキーマ public 

概要 衛星・センサのマスターテーブル 

オーナー postgres 
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カラム情報 

カラム名 型 NULL 可 KEY DEFAULT 概要 

id SERIAL   P  プライマリキー 

satellite_name VARCHAR(120)    衛星名 

satellite_code VARCHAR(10)    衛星コード 

sensor_name VARCHAR(120)    センサ名 

sensor_code VARCHAR(10)    センサコード 

created_at TIMESTAMP   NOW() データ登録日時 

 

キー情報 

KEY キー名 種別 概要 

P pid_sat_sen PRIMARY KEY 自動生成されたプライマリキー 

 

テーブル情報：rel_prod_sat_sen 

テーブル情報 

テーブル名 rel_prod_sat_sen 

スキーマ public 

概要 プロダクト種別と衛星・センサの関連を示すリレーションテーブル 

オーナー postgres 

 

カラム情報 

カラム名 型 NULL 可 KEY DEFAULT 概要 

prod_type_id INTEGER    P  prod_type テーブルの ID を示す。 

sat_sen_id INTEGER  P  sat_sen テーブルの ID を示す。 

created_at TIMESTAMP   NOW() データ登録日時 

 

キー情報 

KEY キー名 種別 概要 

P pid_rel_prod_sat_sen PRIMARY KEY 自動生成されたプライマリキー 

 

2.3.2.7 データ検索 API 

 データベースを Web から検索し、結果を取得する API を作成した。この API を利用して、Web の閲

覧画面を稼働させている。 

以下に API の概要を示す。 
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表 2.3.5 同時刻データ検索 API、前データ検索 API、後データ検索 API 概要 

API 概要（同時刻データ検索 API） 

API 名 fixedprod 

概要 指定日時を含むそれ以前の観測日時かつ、指定日時に近いデータを検索する。物理量を切り替

えた場合に利用する。基本的に同時刻のプロダクトは物理量ごとに一式そろっているが、無い

場合があるため、本 API にて一度検索を行う。 

API 概要（前データ検索 API） 

API 名 prevprod 

概要 指定日時より前の観測日時かつ、指定日時に近いデータを検索する。 

API 概要（後データ検索 API） 

API 名 nextprod 

概要 指定日時より後の観測日時かつ、指定日時に近いデータを検索する。 

パラメータ 

パラメータ名 概要 指定サンプル 

satellite_code 検索する衛星のコード gcomc 

product_code 検索するプロダクトの種別コード sst 

date 検索する日時 
2018-10-10 12:00:00 

（実際は URL エンコードされる） 

bl_x 左下座標の経度 132.5 

bl_y 左下座標の緯度 32.5 

tr_x 右上座標の経度 133.5 

tr_y 右上座標の緯度 31.5 

 

2.3.3 現場観測データ 

 現場観測データは、各水産試験場によって現地で直接採取されたデータである。直接採取されている

ため精度の高いデータとなっているが、形式と含まれる情報が不統一である。これらを全事業（平成 27

～29 年度 赤潮・貧酸素水塊対策推進事業）に開発した形式と同じになるように変換するための分析を行

う。 

 

2.3.3.1 長崎県 

 長崎県水産試験場の現場観測データとして、以下のデータを受領した。 
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表 2.3.6 受領ファイル一覧 

 ファイル名 シート構造 

1 Ｈ27_シャットネラ等調査【速報】送付用.xlsx 観測月日ごと 

2 Ｈ28_シャットネラ等調査【速報】送付用.xlsx 観測月日ごと 

3 Ｈ29_シャットネラ等調査【速報】送付用.xlsx 観測月日ごと 

4 Ｈ30_シャットネラ等調査【速報】送付用.xlsx 観測月日ごと 

 

受領したデータは以下の変換を行い、データ形式を揃えた。 

① 観測地点が簡易な地図上の点で示されていたため、おおよその位置の座標を取得した。 

 

2.3.3.2 福岡県 

 福岡県水産試験場の現場観測データとして、以下のデータを受領した。 

 

表 2.3.7 受領ファイル一覧 

 ファイル名 シート構造 

1 平成 27 年度赤潮調査結果表.xlsx 観測月日ごと 

2 平成 27 年度浅海定線調査結果表.xlsx 観測月日ごと 

3 平成 28 年度赤潮調査結果表.xlsx 観測月日ごと 

4 平成 28 年度浅海定線調査結果表.xlsx 観測月日ごと 

 

受領したデータは以下の変換を行い、データ形式を揃えた。 

① 観測地点の座標が度分秒だったので、度に変換した。 

② クロロフィル a 濃度がµg/l であり、本業務で利用するクロロフィル a 濃度の単位は mg/m3であるが、

同じ数量となるため、単位のみ差し替えた。 

 

2.3.3.3 鹿児島県 

 鹿児島県水産試験場の現場観測データとして、以下のデータを受領した。 

 

表 2.3.8 受領ファイル一覧 

 ファイル名 シート構造 

1 水質データまとめ（漁業情報サービス C 用）.xlsx 地域ごと 

 

受領したデータは以下の変換を行い、データ形式を揃えた。 

① 観測地点の座標が度分秒だったので、度に変換した。 

② エクセルでまとめられており、[調査地点]シートとそれ以外の観測データのシートがあり、[ST.]列に

観測地点が収められているが、表記が異なっている場合があったため、名寄せを行った。 
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2.3.3.4 佐賀県 

 佐賀県水産試験場の現場観測データとして、以下のデータを受領した。 

 

表 2.3.9 受領ファイル一覧 

 ファイル名 シート構造 

1 10 点-2015（H２７年度）完結版.xlsx 
観測月日ごと 

サマリー 

2 10 点-2016（H２８年度）完結版.xlsx 
観測月日ごと 

サマリー 

3 10 点-2017（H２９年度）完結版.xlsx 
観測月日ごと 

サマリー 

4 10 点-2018（H３０年度）.xlsx 
観測月日ごと 

サマリー 

 

受領したデータは以下の変換を行い、データ形式を揃えた。 

① 観測点に座標を付与した。 

② クロロフィル a 濃度がµg/l であり、本業務で利用するクロロフィル a 濃度の単位は mg/m3であるが、

同じ数量となるため、単位のみ差し替えた。 

 

2.3.4 GIS 情報配信システム 

本業務では有害赤潮に関するデータを現場でも利活用できるように、汎用的な形式で配信し、データ

にアクセスするインタフェースはユーザビリティなども考慮した使いやすいものとする。具体的にはデ

ータアクセスを WMS 等の標準化技術を利用し、データ表示には Web 画面を用いたアプリケーションに

て行う。利用者は指定のブラウザがあれば、容易にデータアクセスを行う事が出来る。 

以下に WebGIS システムの基本構成を示す。 

 



 

 

上記基本構成の各機能の概要を以下に示す。

 

構成要素

ブラウザ

WMS サーバー

Map ファイル

GeoTiff

カタログ

 

2.3.4.1 ユーザビリティ

 WebGIS システムの画面は、

機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

するための実装方式を記載する。

① 携帯端末・タブレット等の

感の無いインタフェースを提供する。

② 使いやすいボタン間隔等を実現するために、モバイルフレンドリーテストの仕様を参考値とする。モ

バイルフレンドリーテストはモバイル端末での表示を前提としたテストであるため、すべての項目を

満たすことはせず、有用な仕様を参考とする。

③ ISO9126

上記基本構成の各機能の概要を以下に示す。

構成要素 

ブラウザ 作成した

サーバー 
指定された条件に従って、

としてリサイズ、変換、切り取り等を行って返す

ファイル 
上記の

ル。

GeoTiff 衛星データを変換した画像ファイル

カタログ DB 
衛星データの観測日時などのカタログ情報を管理するデ

ータベース。目的の衛星データを検索するのに利用する

ユーザビリティ

システムの画面は、

機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

するための実装方式を記載する。

携帯端末・タブレット等の

感の無いインタフェースを提供する。

使いやすいボタン間隔等を実現するために、モバイルフレンドリーテストの仕様を参考値とする。モ

バイルフレンドリーテストはモバイル端末での表示を前提としたテストであるため、すべての項目を

満たすことはせず、有用な仕様を参考とする。

ISO9126 の使用性で定義された理解性、習得性、操作性を考慮したデザインとする。

上記基本構成の各機能の概要を以下に示す。

作成した WebGIS

指定された条件に従って、

としてリサイズ、変換、切り取り等を行って返す

上記のMapServer

ル。GeoTiff をどのように扱うのかが書かれている

衛星データを変換した画像ファイル

衛星データの観測日時などのカタログ情報を管理するデ

ータベース。目的の衛星データを検索するのに利用する

ユーザビリティ 

システムの画面は、GUI

機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

するための実装方式を記載する。 

携帯端末・タブレット等の GUI

感の無いインタフェースを提供する。

使いやすいボタン間隔等を実現するために、モバイルフレンドリーテストの仕様を参考値とする。モ

バイルフレンドリーテストはモバイル端末での表示を前提としたテストであるため、すべての項目を

満たすことはせず、有用な仕様を参考とする。

の使用性で定義された理解性、習得性、操作性を考慮したデザインとする。

図 2.3.7 WebGIS

上記基本構成の各機能の概要を以下に示す。

表 2.3.10 

役割

WebGIS システムを呼出、表示する

指定された条件に従って、

としてリサイズ、変換、切り取り等を行って返す
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機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

 

GUI であるフラットデザインを採用し、利用者の日頃の

感の無いインタフェースを提供する。 

使いやすいボタン間隔等を実現するために、モバイルフレンドリーテストの仕様を参考値とする。モ

バイルフレンドリーテストはモバイル端末での表示を前提としたテストであるため、すべての項目を

満たすことはせず、有用な仕様を参考とする。

の使用性で定義された理解性、習得性、操作性を考慮したデザインとする。
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にて処理される設定が書かれたファイ

をどのように扱うのかが書かれている。 

衛星データの観測日時などのカタログ情報を管理するデ

ータベース。目的の衛星データを検索するのに利用する。 

を活用し、直観的な操作が可能なインタフェースとする。見た目と

機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現
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機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

であるフラットデザインを採用し、利用者の日頃の GUI
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CSS3 に対応した

ブラウザ 
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機能の両面からユーザビリティを考慮し、操作の直観性を高めることとする。以下に直観的操作を実現

GUI 操作と違和
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④ トグルボタン、日付ピッカーなど操作性が高く③を満たす UI ツールを採用する。 

⑤ アイコン等の直観操作の助けとなるインタフェースを備える。 

⑥ 視認性の高い配色を選択する。 

 

2.3.4.2 画面設計 

GUI の画面例とその要素の動きを以下に示す。 

 

 

図 2.3.8 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

表 2.3.11 画面要素 

 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 日付/時間入力 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 「前のデータ」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。 5 「最新」移動ボタン 

6 「次のデータ」移動ボタン 

7 2 画面への切り替えボタン 

（改善案、平成 30 年度は未実装） 

画面を左右に分け、2 画面を表示する。 

8 「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。 

9 しきさい クロロフィル a 濃度 地図上に表示するラスターデータの切り替えを行う。 

ひまわり 8 号 クロロフィル a 濃度 

しきさい 海面水温 

ひまわり 8 号 海面水温 

赤潮検知 

（平成 31 年度実装機能、ボタンのみ実装） 

10 地図拡大縮小ボタン 地図の拡大縮小を行う。 

11 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。 

12 スケール 画面上の距離の参考となるスケールの表示 

13 プロダクト画像 プロダクトデータを WMS 経由で取得した画像の表示 

14 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。 

 

2.3.4.3 プログラムファイルの構成設計 

 画面を表示し、各種操作に応答するためのプログラムファイルの構成を以下に示す。本業務では、セ

キュリティと開発効率を考慮して、開発言語に PHP7.1、フレームワークに Laravel5.6.29 を採用した。

以下に Laravel フレームワークのフォルダ・ファイル上に追加・変更したファイルとその役割を示す。 
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図 2.3.9 プログラムファイル・フォルダ構成 

 

上記の各ファイルと URL の関係を以下に示す。 

 

表 2.3.12  URL とファイルの関係 

HTTP アクセス 
コントローラー メソッド レスポンス 

method URL 

get / IndexController index 
ビュー： 

index.blade.php 

get, 

post 
/data/prodtype 

DataController 

prodtype Json 形式の REST 

get, 

post 

/data/prevprod/{satellite_code}/

{product_code}/{date} 
prevtype Json 形式の REST 

get, 

post 

/data/nextprod/{satellite_code}/

{product_code}/{date} 
nexttype Json 形式の REST 

get, 

post 

/data/fixedtype/{satellite_code}

/{product_code}/{date} 
fixedtype Json 形式の REST 

 

2.3.4.4 デモサイトの公開と改善要望の収集 

 WebGIS サイト構築後、デモサイトとして委員の方に展開し、操作して頂き改善要望の収集を行った。

頂いた改善要望への対応は、次節に記載した。 

� 公開開始日：2018 年 12 月 11 日 

� 公開 URL：http://203.181.234.65/rdt/ 

� 一次要望収集期限：2018 年 12 月 21 日 
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.env 環境変数設定、DB接続情報などを記載
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web.php アクセスURLとコントローラー、メソッドの関係を記載
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index.blade.php トップ画面用ビュー
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2.3.4.5 改善要望への対応 

 委員の方々に実際に画面を操作して頂き、改善要望を頂いた。個々の改善要望への対応方針を示し、

一部は改善を行った。以下に改善要望の一覧とその対応を示す。 

 

表 2.3.13 要望と対応一覧 

 意見・要望 対応可否 実施経過・結果 ステータス 

1 画像にずれがある場合が

ある。改善されるのか？ 

対応 ・パスコの変換ロジックを再度確認。 

・JAXA が G-Portal で配信している GeoTiff

形式のデータと比較したが、むしろ JAFIC

版の方がずれが小さい。 

・JAXA より、JAFIC が利用している準リア

ルデータの変換ロジックにバグありとの報

告。バグ修正待ち 

・JAXA より、バグの修正が終わったとの報

告あり 

完了 

2 カーソル位置の物理量が

表示できないか？ 

保留/次期 ・理論的には出来るが、大きな改修となる。 

⇒ 物理量を保存した GeoTiff は特殊な画

像形式であり、Web で扱えない。よって、

サーバーに都度問い合わせして対象箇所の

数値をとるようなプログラムの開発が必

要。 

新規 

3 カラーバーのレンジを、表

示中の物理量がみやすい

ように工夫してほしい 

保留/次期 ・技術的に対応可能。 

⇒ 数パターンのカラーバーを準備して、

平均値や上限/下限値に応じて適用するカラ

ーバーを選択するのが現実的ではないか？ 

新規 

4 衛星画像自体を表示する

ことは可能か？ 

保留/次期 ・元のデータが HDF5 という画像ではない

データなので、そのままでは表示できない。

何かしらの変換は必要。 

新規 

5 画像表示のある時期が明

確にわかると良い 

保留/次期 ・DB に観測日時を保存しているので、技術

的には実施可能 

新規 

6 水温の判例が具体的に表

示されると良い。 

保留/次期 ・現在表示しているカラーバーでは不足な

のか要確認。 

新規 

7 当該エリア以外の配信の

実施について 

未対応 ・別案件で開発中なので、本案件では一旦

クローズ 

新規 

8 表示中のデータの欄が目

立たない。 

対応 ・更新時にブリンク表示するなど、目立つ

ように修正する。 

・修正し、リリースした。 

完了 



41 
 

 

2.3.4.6 運用解析と改善 

 ログの分析、データが一定量追加された後の操作確認等を通じて運用解析を行った。そこで判明した

問題に対して改善を行った。 

具体的には、初期の想定は「海面水温」と「クロロフィル a 濃度」は、常に同時に観測される想定だ

ったが、一方のデータしかない場合があった。このため、WebGIS にて物理量切り替えを行うと切り替

え先の物理量がなくエラーになる場合があった。この対策として、物理量切り替えを行った場合は、都

度近い日時の切り替え先物理量データを再検索することとした。 

 

2.3.4.7 WebGIS、URL 設計 

 クライアントであるブラウザは、WebGIS の機能を通じて画面上に様々なデータを表示する。その際

に使われる目的のデータを取得するための URL のルール、アクセスパラメータ等の定義を以下に示す。 

MapServer を利用したデータの取得時には、URL 中に map ファイルの指定と map ファイル内のレイ

ヤー名を指定する必要がある。その他の座標などの必要情報は、利用者の操作に応じて自動で計算の上、

指定される。デフォルトのままでは map ファイルのパスを物理パスで指定することになる（表 2.3.14 

URL 設計（変換例） No.1）ため、サーバ内部の構造が分かることとなり、セキュリティ上好ましくな

い。このため、Web サーバである Apache の機能を利用して、パスの変換を行う。 

プロダクトは、プロダクト種別・観測日時・深さを指定すれば一意に特定できるため、これらのパラ

メータをクライアントのブラウザから受け取り（表 2.3.14 URL 設計（変換例）No.2）、Apache による

URL 変換で所定の Map ファイルを指定し（表 2.3.14 URL 設計（変換例） No.3）、プロダクトデータ

を返すロジックとする。 

 

表 2.3.14 URL 設計（変換例） 

 状態 例 

1 データは適切な場所に配置したいが、デフォルトのま

までは map ファイルのパスを絶対パスで指定すること

になるため、サーバ内部の構造が分かることとなり、

セキュリティ上好ましくない。 

mapserv? 

map=/var/www/mapdata/map/gcomc/chla/2016

04010000_1.map& 

SERVICE=WMS& 

VERSION=1.3.0& 

REQUEST=GetMap& 

FORMAT=image%2Fpng& 

（以下略） 

2 データの実体は「/var/www/mapdata/map/衛星・センサ

コード/プロダクトコード」配下に置くが、

「/var/www/cgi-bin」配下にデータの実体へのシンボリ

ックリンクを置くことで相対パス指定にし、絶対パス

を隠ぺいする。 

mapserv? 

map=map/gcomc/chla/201604010000_1.map& 

SERVICE=WMS& 

VERSION=1.3.0& 

REQUEST=GetMap& 
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FORMAT=image%2Fpng& 

（以下略） 

3 外部からのアクセス時は、map ファイルを一意に特定

可能な属性を URL パスに指定する。 

mapserv/衛星・センサ/プロダクト種別/日時/※1/ 

mapserv/gcomc/chla/201604010000/1/? 

SERVICE=WMS& 

VERSION=1.3.0& 

REQUEST=GetMap& 

FORMAT=image%2Fpng& 

（以下略） 

4 内部的には、Apache の mod_rewrite により（※2）実

際のファイルパスに変換される。 

mapserv? 

map=map/ gcomc/chla/201604010000_1.map& 

SERVICE=WMS& 

VERSION=1.3.0& 

REQUEST=GetMap& 

FORMAT=image%2Fpng& 

（以下略） 

※1 拡張用のパラメータ。未使用の為、「1」で固定。 

※2 RewriteRule ^mapserv/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/ 

mapserv?map=/var/www/mapdata/map/$1/$2/$3_$4.map&%{QUERY_STRING} [L] 

 

2.3.5 まとめ 

本年度は、GIS 配信システムを構築の上、委員の方々に評価頂き、改善要望の収集とその対応まで行

う事が出来た。現場の利用者の意見を取り入れることが出来たのは大きな成果であり、実用的な GIS 化

を行う事が出来たと思われる。 

 

2.3.6 今後の課題 

今後は、別途進めている赤潮検知・予測ならびに、精度の向上の成果を本 GIS システムに取り込む必

要がある。現在は赤潮そのものの情報ではなく、赤潮予測の源泉データのみであり、参考情報であるが、

赤潮検知・予測情報を提供することで、直接利用できるコンテンツの配信につながり、より現場で使え

るシステムとなる。 

また、本年度行ってきた現場の意見を取り入れることによるシステムの改善も継続して行い、現場で

実際に利用される有益なシステムとしていくことが重要である。 
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3. 検討委員会 

 本事業の計画設定、技術的課題等の検討・審議、成果の評価を行うため、以下の組織から専門家に委

員を委嘱した。 

� 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（主に GCOM-C/SGLI データの利用解析に関する評価検

討を依頼する） 

� 国立研究開発法人水産研究・教育機構 西海区水産研究所（主に衛星データと赤潮データ・海洋観測

データとを結ぶ部分の評価検討を依頼する） 

� 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所（現場観測データの評価検討、衛星データの利活用につ

いての評価検討を依頼する） 

� 佐賀県有明水産振興センター（現場観測データの評価検討、衛星データの利活用についての評価検

討を依頼する） 

� 長崎県総合水産試験場（現場観測データの評価検討、衛星データの利活用についての評価検討を依

頼する） 

� 熊本県水産研究センター（現場観測データの評価検討、衛星データの利活用についての評価検討を

依頼する） 

� 鹿児島県水産技術開発センター（現場観測データの評価検討、衛星データの利活用についての評価

検討を依頼する） 

  

3.1 第一回検討委員会 

 以下のとおり第一回委員会を開催した。 

� 開催日時：平成 30 年 8 月 27 日 

� 開催場所：TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター（福岡県福岡市博多区博多駅中央街 4-8） 

 議事は以下のとおり。 

 

１． 開会     １３：３０ 

２． 挨拶     １３：３０－１３：４０ 

 主催者挨拶 

 水産庁挨拶 

３． 出席者の紹介・資料の確認  １３：４０－１３：５０ 

４． 議事 

 委員長および委員長代理の選出  １３：５０－１４：００ 

 前事業の成果と本事業の概要と計画 １４：００－１４：１０ 

 分光特性を利用した赤潮発生状況の把握 １４：１０－１４：３０ 

 AI を利用した予測モデルの開発  １４：３０－１４：５０ 

 GIS 化技術開発    １４：５０－１５：１０ 



44 
 

休憩（１０分） 

 各県の赤潮出現状況（各１０分）  １５：２０－１６：１０ 

 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県） 

 GCOM-C の状況について   １６：１０－１６：２０ 

 総合討論    １６：２０－１６：５０ 

５． その他      

６． 閉会     １７：００ 

 

 出席者は以下のとおり 

 

＜委員＞ 

国研 水研教育機構 西海区水産研究所  センター長 樽谷 賢治 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所  課長  藤井 直幹 

佐賀県有明水産振興センター   係長  三根 崇幸 

長崎県総合水産試験場    科長  山砥 稔文 

熊本県水産研究センター    部長  山下 博和 

鹿児島県水産技術開発センター   部長  西  広海 

国研 宇宙航空研究開発機構衛星利用運用センター 主任研究開発員 高橋 陪夫 

 

福岡県水産海洋技術センター企画情報課  課長  池浦  繁 

 

＜水産庁＞ 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室  室長  三野 雅弘 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室先端技術班 企画係  武澤 圭剛 

水産庁九州漁業調整事務所   課長  鳩野 弘毅 

 

名古屋大学     教授  石坂 丞二 

 株式会社パスコ       志田 真一 

 

＜事務局＞ 

一社 漁業情報サービスセンター   漁海況部長 斎藤 克弥 

一社 漁業情報サービスセンター   主査  矢吹  崇 

3.2 第二回検討委員会 

 以下のとおり第二回委員会を開催した。 

� 開催日時：平成 30 年 12 月 21 日 

� 開催場所：JAFIC のインターネットサーバー（インターネット会議） 

 議事は以下のとおり。 
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開会      １４：００ 

分光特性を利用した赤潮発生状況の把握  １４：００－１４：３０ 

AI を利用した予測モデルの開発   １４：３０－１５：００ 

GIS 化技術開発     １５：００－１５：３０ 

総合討論     １５：３０－１６：３０ 

開会      １６：３０ 

 

 出席者は以下のとおり 

 

＜委員＞ 

国研 水研教育機構 西海区水産研究所  センター長 樽谷 賢治 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所  課長  藤井 直幹 

佐賀県有明水産振興センター   係長  三根 崇幸 

長崎県総合水産試験場    科長  山砥 稔文 

熊本県水産研究センター    部長  山下 博和 

鹿児島県水産技術開発センター   部長  西  広海 

国研 宇宙航空研究開発機構衛星利用運用センター 主任研究開発員 高橋 陪夫 

 

＜水産庁＞ 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室先端技術班 班長  鏑木 健志 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室先端技術班 企画係  武澤 圭剛 

 

名古屋大学     教授  石坂 丞二 

 株式会社パスコ       志田 真一 

 

＜事務局＞ 

一社 漁業情報サービスセンター   漁海況部長 斎藤 克弥 

一社 漁業情報サービスセンター   主査  矢吹  崇 

 

3.3 第三回検討委員会 

 以下のとおり第三回委員会を開催した。 

� 開催日時：平成 31 年 3 月 6 日 

� 開催場所：TKP 博多駅筑紫口ビジネスセンター（福岡県福岡市博多区博多駅中央街 4-8） 

 議事は以下のとおり。 

 

１． 開会     １３：３０ 



46 
 

２． 挨拶     １３：３０－１３：４０ 

  主催者挨拶 

  水産庁挨拶 

３． 出席者の紹介・資料の確認  １３：４０－１３：４ 

４． 議事 

  本事業の概要と計画   １３：４５－１４：００ 

  分光特性を利用した赤潮発生状況の把握 １４：００－１４：２０ 

  AI を利用した予測モデルの開発  １４：２０－１４：４０ 

  GIS 化技術開発   １４：４０－１５：００ 

休憩（１０分） 

  各県の赤潮出現状況（各１０分）  １５：１０－１６：００ 

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県） 

  来年度計画について   １６：００－１６：１０ 

  総合討論    １６：１０－１６：４０ 

５． その他     １６：４０－１７：００ 

６． 閉会     １７：００ 

 

 出席者は以下のとおり 

 

＜委員＞ 

国研 水研教育機構 西海区水産研究所  センター長 樽谷 賢治 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所  課長  藤井 直幹 

佐賀県有明水産振興センター   係長  三根 崇幸 

長崎県総合水産試験場    科長  山砥 稔文 

熊本県水産研究センター    部長  山下 博和 

鹿児島県水産技術開発センター   部長  西  広海 

 

＜水産庁＞ 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室  室長  三野 雅弘 

水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室先端技術班 企画係  武澤 圭剛 

 

名古屋大学     教授  石坂 丞二 

 株式会社パスコ       志田 真一 

 

＜事務局＞ 

一社 漁業情報サービスセンター   漁海況部長 斎藤 克弥 

一社 漁業情報サービスセンター   主査  矢吹  崇 

 


