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２. 技術検討委員会の開催 

 

本業務の遂行にあたり、技術的な指導や助言を受けるため、技術検討委員会を設置した。発注者と協議

し、以下３名の専門家に委員を委嘱した。 

 

・国立大学法人北海道大学北極域研究センター センター長・教授 兼 株式会社グリーン＆ライフ・

イノベーション顧問 齊藤 誠一 

・国立研究開発法人水産研究・教育機構 西海区水産研究所 資源海洋部 種子田 雄 

・佐賀玄海漁業協同組合 業務一課 係長 内田 浩太郎 

 

２.１. 平成 30年度第１回技術検討委員会（インターネット会議） 

 

・日時：平成 30年 5月 8日（火） 

・場所：札幌（齊藤教授研究室），東京（いであ虎ノ門オフィス），西宮（JFE アドバンテック会議室），

春日（九州大学応力研会議室），長崎（長崎県水試会議室）の５ヶ所をインターネット無料通話サービ

ス（Skype）で接続した。 

・技術検討委員：［札幌］齊藤誠一委員長（北海道大学）、［長崎］種子田雄委員（西海区水産研究所）、［春

日］内田浩太郎委員（佐賀玄海漁業協同組合） 

・参加者： 

［東京］三野雅弘室長・鏑木健志課長補佐・神力義美技官（水産庁），河野史郎グループ長・小久保貴

幸エキスパートエンジニア・伍井稔部長・横山雅仁顧問・栁下俊行課長（いであ），矢吹崇主査（JAFIC），

浦祐一主査（古野電気），  

［西宮］梶原伸晃グループ長・十倉知之副課長・岩本和久係長・宍戸瑛人氏（JFE アドバンテック），

原裕一課長・橋村昌弘主幹技師・林孝二主任技師・狭間拓人氏（古野電気）， 

［春日］広瀬直毅教授・杉原裕司教授・山口創一助教・高山勝巳研究員（九州大学），松井課長・池浦

繁課長・長本篤研究員・中山龍一主任技師（福岡県），藤崎博係長・伊藤毅史技師（佐賀県），津留秀臣

技師（いであ） 

［長崎］滝川哲太郎准教授（長崎大学），高木信夫科長・北原茂主任研究員・西村大介主任研究員（長

崎県） 

 

・議事録 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

三野室長（水産庁研究指導課）よりご挨拶いただいた後、北から南の会場へ順に参加者がそれぞれ自己

紹介した。 
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以下、敬称略 

３．事業全体の計画概要（九大広瀬） 

提案書を基に事業の目的・内容・スケジュール等について、変更点を中心に説明した。魚探について古

野電気が、海面画像・波浪予測に関して杉原（九大）・伍井（いであ）らが加入した点が特に大きな体制

変更。 

 

４．各機関の今年度の実施計画 

 

（１）高密度観測網 

岩本より、JFEアドバンテックの今年度計画を説明（pdf資料あり） 

滝川：スマートフォンから時刻設定を行うということであるが、観測開始時ではなく後から遡って設定

することは可能か。 

広瀬：あまり細かい機能を付けようとすると大変ではないか。 

岩本：CTD自体に内蔵された時計があり、1ヶ月に 1分以内のずれが生じる程度である。 

梶原：内蔵カレンダーも持っているが、バッテリーが切れてしまうとリセットされてしまうため、その

場合は必ずスマートフォンから設定する必要がある。 

滝川：間違って観測してしまった場合はどうなるか。観測を停止せずにデータ転送は可能か。 

岩本：過去 10回分のデータは保持しているので、誤って観測しても問題はない。データを転送すると

きは観測を停止しないと転送されない。 

滝川：データ転送中に観測した場合はどうなるのか？ 

梶原：データ転送よりも観測が優先されることになる。 

高木：Bluetoothによる接続について、指向性はどの程度あるのか。 

岩本：1～2m程度の距離であれば、どの向きに計器を向けても通信は可能である。 

小久保：観測再開ボタンの説明をされたが、再開ボタンが追加されるという理解でよいか。ファームウ

ェアの設定が変更されるということか。 

岩本：そのとおり。 

広瀬：漁業者にやっていただく操作がやや複雑な印象を受けた。通常手順でなくとも勝手に作動してく

れる方がよい。例えば、Bluetoothでデータ転送中の CTDを再度海に入れてしまったとしても（特に

ボタン操作しなくても）圧力検知で自動的に観測を再開してくれるとか。 

岩本：最終的には圧力センサーなどで感知させて自動観測ができることを目指している。 

広瀬：6 月 4 日に試作機の試験が行われる。実施場所は福岡県の試験船が係留されている長浜の予定。

それまでに S-CTD一次試作機３台とアプリを用意してほしい。 

広瀬：観測の継続可能時間について、1 観測で 12 時間以上観測できるということで非常にありがたい

が、連続的に観測する場合はインターバルを現状の 0.1秒から長くしてもよいのではないか。 

梶原：自動的に観測のインターバルを変更するのは、２つの理由で難しい。アプリが煩雑となることと

微妙な圧力変化を検知することがなかなか難しいため。 

広瀬：１次試作、1.5次試作では十分であるが、２次では何とか実現してほしい。（自動的でなくとも、

せめてアプリでインターバルを指定する機能がほしい。） 
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伊藤・西村より、佐賀県・長崎県の今年度 CTD実験計画を説明（pdf資料あり） 

広瀬：現在 CTD観測をしていただいている漁業者に優先して S-CTDを配布するか？ 

伊藤：その予定である。 

滝川：D-CTDデータの品質を考えると、同化用データとしては超音波ではなく Bluetooth通信の方を採

用したいところ。 

西村：データの取得率は超音波式の方が高い。 

 

長本・滝川より、福岡県・長崎大学の今年度 CTDおよび漁船 ADCP実験の計画を説明（pdf資料あり） 

広瀬：ADCPデータ収集の問題点はクリアになったのか？ 

池浦：近々、ADCPが搭載されている漁船を訪問し、原因を調査する。現時点で何が問題なのかは不明。 

 

杉原より、九大・いであ・福岡県のカメラ画像・波浪予測の計画を説明（pdf資料あり）（２）高精度漁

海況予測の内容も含む 

鏑木：カメラ画像の活用方法について、モデルを作られるということであるが、最終的に漁業者にどの

ようなものが提供されるのか。 

広瀬：将来的には沿岸域に波浪モデルの精度が向上することで、精度の高い波浪予報が漁業者にフィー

ドバックされることになる（出漁判断の材料になる）。ただし、本事業の期間内で実際の波浪予報に

反映するのは時間的に難しい。 

 

狭間より、古野電気の魚探データ利用の計画を説明（pdf 資料あり）（２）高精度漁海況予測の内容も

含む 

広瀬：潮流計と海面画像については福岡県、CTDについては佐賀県に先頭に立って進めていただいてい

る。この魚探データに関しては、まずは長崎県の方でパイロット的に進めていただきたいと考えて

いる。 

鏑木：魚探データの定量化を行う予定とされているが、それは可能なのか。エコーの映り具合いをどの

ように数値化されるのか。 

狭間：あくまでも反射強度データを取得し、それを工夫（加工）するということである。 

鏑木：誤解される恐れがあるので、あくまでも計量魚探（魚の数等）ではないことを明示されたほうが

よい。 

広瀬：最近安価なデジタル魚探が出てきており、そのデータ利用という位置づけである。高価な計量魚

探との差別化は？ 

狭間：計量魚探は、サンプリング粒度、較正などの機能があり、高性能である。明確に差別化できる。 

鏑木：安価な魚探でも、魚がいるかいないかはわかるわけで、その点で威力を発揮できると考えられる。

本当の意味での定量化ではないが、絶対量はわからないが相対値はわかると理解している。 

三野：漁業者ヒアリングが予定されているが、具体的な内容は？ 魚探関連のみでなく、魚種や波浪情

報など広い範囲でヒアリングされたほうが良い。 

狭間：現在のところ長崎県で十数組を選定しているところである。 
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三野：せっかくなので、長崎県だけでなく３県でされるとよいのではないか。 

広瀬：今年度の実験を他県で実施することは難しいが、ヒアリングは３県それぞれで広く実施したい。 

 

（２）高精度漁海況予測 

広瀬より、九州大学の海況予測の計画を説明（ppt資料あり） 

西村・伊藤・長本より、長崎県・佐賀県・福岡県の漁況予測の計画を説明（pdf資料あり） 

広瀬：魚探データの利用について、水平的な位置だけでなく魚探エコーを使って鉛直分布がわかればさ

らに漁場推定の精度向上するはずなので利用検討していただきたい。 

矢吹より、JAFICの精度検証の計画を説明（pdf資料あり） 

 

（３）通信・実証・普及 

小久保より、いであの今年度の計画を説明（pdf資料あり） 

広瀬：内容が盛りだくさんだが、全て実施するのは大変ではないか。特に当初 3年目に実施予定の操業

日誌アプリの着手は欲張り過ぎでは？ 

小久保：社内で案件ごとのチームを作り、チーム間で連携して対処する方針。アプリの完全版を作成す

ることはできないが、可能な限り進めていきたいと考えている。日誌アプリについては昨年の技術

検討委員会で早めに着手した方がよいとのご指摘を受けたので、出来るところからやっていきたい

と考えている。 

広瀬：3年目に向けて、アプリのデザインを事前検討（各県と意見交換，アイデア出し）しておくのは

良いと思う。 

河野：説明会・勉強会への参加について、水産庁三野室長よりご指摘いただいたように、効率的にヒア

リングを行うべきと考えるが、まとめ役を決められた方がよいのでは。 

広瀬：基本的に説明会・勉強会は各県にお願いしていて、実際に活発に行われている。県を跨ぐイベン

トは効率的ではないと考えている。各県内の開催情報についてはメーリングリストに流して情報共

有するということでよいか。 

河野：関係者は、その情報を参考に説明会への参加を検討する。 

高木：観測していただく漁業者のメリットとして、すぐに CTDデータを確認することはできるのか。 

小久保：アプリで水温・塩分の鉛直プロファイルを描画できる。 

高木：項目別にプロファイルが描けるとありがたい。具体的にどのような図となるのか。 

河野：現状ではサンプルデータしかいただけていないので、可能であれば JFE さんに少し深い海域で

のデータを取得していただきたい。 

梶原：今週の金曜に地元の漁協にご協力をいただいて、須磨沖でデータを取得する予定である。データ

は後日送付する。 

池浦：アプリ整備時の問題として、Dropboxのアカウント作成と共有設定操作がスマホからの操作では

非常に大変であり時間がかかることである。Dropbox の認証は Google アカウントでも可能であるの

で、一連の操作をアプリ側で行うような機能にならないか。 

小久保：Dropbox の認証は Google アカウントでも可能であるが、最初の認証操作はアプリではなく、

Dropboxのサイトで行う必要がある。共有設定は APIが提供されているか調査し実装を検討する。 



 

 

 

‒ 31 ‒ 

 

広瀬：Dropboxにこだわりがあるわけではない、例えば Google Driveの方が簡単であれば変えてもよ

い。 

小久保：Google Driveはサービスが停止されると聞いている。Dropboxを維持する方がよい。 

 

矢吹より、JAFICのホームページ作成の計画を説明（pdf資料あり） 

広瀬：ホームページは PCだけでなくできるだけ色々なデバイスで表示できる（見やすい）ように工夫

してほしい。 

齊藤：ホームページが見られるようになるのは今年度か。 

矢吹：β版は今年の 6月に公開する予定である。 

広瀬：アプリの方はいかがか。 

小久保：順次進めている。NMEA信号処理については昨年度、CTDについては 6月に試作機テスト、モデ

ル結果の表示については秋頃を予定している。 

 

５．総合討論 

齊藤：GCOM-Cはどのプロダクトを利用されるのか。水温、塩分、クロロフィル aなど。 

矢吹：別事業で GCOM-Cのデータ配信をすることになっているので、ぜひ活用していきたい。当事業で

は、海洋数値モデルとの比較検証なので、海面水温を使用する予定。 

広瀬：水温については同化データとしても使える。来年度対応する予定である。 

種子田：CTDの実証のハンドリングをしっかりして、漁師さんが使いやすいという方向性を堅持して取

り組んで欲しい。カメラ画像による波浪情報の抽出についても、漁業者の声を聞いて現場ニーズに

合ったものを作成していただきたい。 

内田：作られるものは漁業者が使いやすい形にしていただきたい。沿岸漁業は特に 60歳以上の年配の

方が多く、スマートフォンではなくガラケーを使われている方も多い。文字やボタンも分かりやす

いものにしていただければと思う。 

三野：アプリ開発につては順調に進んでいると感じている。実際の現場で使っていただけるよう引き続

きお願いしたい。 

鏑木：省内では、ICTデータを使っていかなければという機運が高まっており、この事業への関心が非

常に高くなっている。ICTデータは集めれば終わりではなく、どのように使っていくかが重要である

ので、その筋道、ルール作りをしていく必要がある。水産関連のビックデータ収集の方法や管理体制

のルール作りをする上で，この事業が見本になるが、今日のお話を聞いた中ではその点が物足りな

い。今後、集めたデータがどこにどういう形で流れて、管理されて、利用されていくかの筋道を示し

ていただければと思う。 

広瀬：この事業の関係者でも考え方が分かれるところである。漁業者の中には協力したいけれども操業

情報はライバルに見られたくないという事情もある。当面は、各県単位で漁獲情報が閉じる（管理す

る）ように事業設計しているが、利用価値の高いデータであり、将来的には共有化も考えていかなけ

ればいけない。今年度の検討事項として承る。 
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春日会場（九州大学応用力学研究所 W501会議室） 

 

 

２.２. 平成 30年度第２回技術検討委員会 

 

・日時：平成 30年 10月 1 日（月） 

・場所：長崎県農協会館７Ｆ（台風 24号の影響で一部の方はネット会議＝下記参加者のうち*印） 

・技術検討委員：齊藤誠一委員長（北海道大学）、種子田雄委員（西海区水産研究所）、内田浩太郎委員（佐

賀玄海漁業協同組合） 

・参加者：*鏑木健志課長補佐・*神力義美推進官（水産庁）、一丸敏雄次長・松村靖治部長・高木信夫科

長・永谷浩主任研究員・北原茂主任研究員・西村大介主任研究員（長崎県）、藤崎博係長・伊藤毅史技

師（佐賀県）、松井繁明課長・長本篤研究員・中山龍一主任技師（福岡県）、吉井敏史営業部長、木村幹

也部長、梶原伸晃副部長（JFE アドバンテック）、森下和志部長・伍井稔部長・石崎公康グループ長・

小久保貴幸エキスパートエンジニア・*河野史郎グループ長、矢吹崇主査（JAFIC）、浦祐一主査、狭間

拓人氏（古野電気）、滝川哲太郎准教授・田代由紀補佐員（長崎大学）、広瀬直毅教授・山口創一助教・

真崎慶大氏・藤井晴美事務員（九州大学） 

・オブザーバー：森田博之課長補佐*・桑山貴博係長*（水産庁）、荒木希世部長（熊本県）、渡辺俊輝グル

ープ長（山口県）、宮永貴幸場長・田中秀一研究員・藤岡秀文研究員（鳥取県）、大谷徹也主席研究員（兵

庫県）、矢野由晶部長（福井県）、兼田淳史教授（福井県立大）、小平佳延社長（環境シミュレーション

研究所） 
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・議事録 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

一丸次長（長崎県総合水産試験場）および鏑木課長補佐（水産庁研究指導課） 

 

（委員長：齊藤教授） 

以下、敬称略 

３．中間報告 

 

観測データ処理（滝川） 

 

S-CTD開発（木村・小久保） 

種子田：測器と外気との差（特に日射が強いとき）について、冬場にも同様な現象みられる？ 

木村：夏場ほどの差は出ないと考える。対応できる。 

河野：測器の反応速度が 1.8秒程度ということで、第二次試作機のセンサー構造（水温センサーを斜め

にするとか）になれば反応速度は変わる？ 

木村：おそらく反応速度は変わらないのでは。設計時のセンサー設置位置で応答時間を決めれば、その

後各自で変更する必要はない。それよりも測器の設置個所（外的環境）により反応速度は変わると思

うので、2次試作機で詳しくみてみたい。 

鳥取県藤岡：測器に異常があるときは、どのようにして分かる？ 

木村：測器の各状態を LED で示すようにしている。 

藤岡：アプリと Bluetooth接続とあるがあらかじめアプリケーションをインストールしておくのか? 

広瀬：次のプレゼンで。 

広瀬：耐圧は 300mということだが、観測は 200mまで？ 

木村：その通り。 

広瀬：測器を船に引き上げるとスリープモードになる設定になっているがその状態で放置すると 1 週

間くらい持つのか? 

木村：正確には測っていないがそのくらいはもつと思う。 

滝川：スリープモードからの復帰のトリガーは？ 

木村：圧力(2m相当)で海中と認識し観測開始する。 

滝川：実際使っていてランプが点滅した状態で止まらなくなり、リセットボタンを押すと観測できてい

ないことがあるがその問題への対策は？ 

木村：検討中。2次試作機で対応を考える。 

齊藤：2台の CTDで観測している場合は、どのようにしてアプリがデータ収集するのか？ 

小久保：最初にアプリに接続した機器からのみデータを収集している。1 台目の CTD の電源を切れば、

自動的に 2台目の CTD に接続しデータ収集が行われる。 
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齊藤：電池の残量はアプリで確認できる？ 

小久保：現段階では未対応。今後検討する。 

種子田：データ送受信の際に測器やタブレットの電源が切れてしまった場合、データはどうなる？ 

小久保：次回電源 ONした際に未取得分のデータを収集するようになっている。データが転送されるま

で何回でも繰り返す。 

藤岡：観測後のデータは他の漁業者も見ることができるのか？ 

小久保：現状では、自分が取ったデータのみ見ることができる。他の漁業者は見ることはできない。 

 

CTD 現場検証・データ取得（伊藤・長本・西村） 

種子田：長崎県の実験で、S-CTD と ASTD で観測したデータの深さが異なる理由は？ 深度算出の方法

(計算式)が違うためか？ 

吉井：低コストを指向しているため、圧力センサーの反応は遅く、ぶれるのでどうしてもずれは出てし

まう。塩分が測器上昇時に乱れており、また水温の変動が大きい時に変化が大きい（躍層もずれてい

るかも？）ので、測器の巻き上げスピードが速いのではないかと想像できる。それでも、乱れ方は目

標の範囲内には収まっているようにも見える。いずれにしても、もっと詳しくデータを見てみない

と判断できない。 

西村：たしかに巻き上げスピードは速い。 

梶原：データを提供いただければ検証したい。 

鏑木：多少の問題は残っているかもしれないが、（極端なことを言えば）漁業者としては水温の変化等

が見ることができればいいのではないか？ なので、S-CTD で漁業者が取得したデータを研究者が使

用するときには、そのような注釈（高精度 CTD と比較すると水温塩分の精度が落ちる等）を入れて

おけばよいのでは。 

広瀬：仰る通り。今後は漁業者目線の評価ということも入れていきたい。今日、この後の「P5 漁業者

の反応」が一部回答になるかもしれない。 

兵庫県大谷：D-CTDとは？ すでに運用されているのか？ 

西村：機械は ESL製で、リモート CTDという名前で販売されている。長崎県南部で 200mを超えるよう

な海域ではこの測器で H29年から導入している。 

 

ADCPデータ取得（長本・伊藤・小久保） 

広瀬：GPS位置の誤差は、努力すれば解決しそうな見通しが立ったといえるが、Dozeモードの方が難問

のようだ。解決のアイデアはある？ 

小久保：タブレットを触らないで観測ができるというのが理想だが、現状では観測前にはタブレットを

触ってもらうというのが最も確実。 

齊藤：アンドロイド OSが頻繁に変わることに対する対応も重要。 

小久保：iOSも同様だが、バージョンが変わるごとに仕様も変更。よって今、将来に向かって何らかの

対応をするというのは不可能。変わったことに後ろからどう追従していくかが大切。今後、商品化す

るまでにどう追従していくか見通しを立てないといけない。 

鏑木：ここが一番心配なところ。漁業者には関係のないところでの問題が多いので、漁業者に迷惑がか
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からないようにしていただきたい。 

広瀬：現時点で協力してくれている漁師さんは取れたデータに対して興味を示してくれていると聞い

ている。しかし、今後広めていくにあたって興味ない人にとっては何をしているのか分からない、と

いうことになるかもしれないので注意（啓発）が必要。 

広瀬：アップデートしやすいように、アプリの機能はなるべく絞った方がいいのかもしれない。ADCPの

方も、古い機種には対応しない（あきらめる）という手もある？ 

長本：機種の古い潮流計からデータを取ることは大変であるが、広範囲を航行するまき網漁船からもデ

ータを取得したい。 

 

モデル（広瀬・山口・矢吹・小久保） 

種子田：データ更新の時間が１日１回、午前３時頃という理由は？ 

広瀬：計算資源の問題。大学では深夜のユーザーが少ないので。将来的に計算機の性能向上で１日２回

も可能。また、漁業者は朝型が多いと思うので、出漁前に更新して提供という形。 

 

漁業者の反応（西村・伊藤・長本） 

鏑木：漁業者が好意的なようで安心している。引き続き漁業者の協力を取り付けていただければ。 

 

カメラ・波浪（伍井） 

種子田：画像の利用目的は? 

広瀬：大きな漁船なら少々しけっていても沖合に行けるので、画像データを陸上へ送ってもらえば小さ

な漁船が出漁できるかどうかの判断に使えるのではないか、というのが最初の着想。 

神力：波の情報は出漁判断のための材料ということだが、最終的には漁業者にわかりやすい情報とする

ことが重要。そのため、データ提供の形は画像がよいのか数値がよいのか？伍井：画像を直接見せる

方法もあるが、DREAMS と同様に、現地の画像情報から得られる波情報をモデルに反映させて格子化

して提供する方法を考えている。 

広瀬：画像そのものをストリーミングするということも考えていたが、漁船の位置をリアルタイムでラ

イバルに見られることを嫌がる漁師さんもいるので、画像をモデルに同化していく方が親切で、波

浪の予報精度も向上する。 

 

魚探エコー（狭間・西村） 

種子田：魚探データを共有するのか？ 

広瀬：非常にセンシティブな問題。後ほど議論する。 

鏑木：魚探の調査体制は最終的には漁業者にも展開するということでよい？ 

広瀬：いずれはそのようにしたい。まずは、漁業者さん達が自分の経験した漁場を振り返って自己学習

のためのツールとして普及していきたいと考えている。 

水産庁森田課長補佐：漁船に（新たに）魚探を設置してその体制を整えるのか？ 

狭間：現行のものを利用するという形。 
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大谷：魚探は船ごとの設定により映像が違ってくると思うが、それはどう考える？ 

狭間・浦：生データを収集するので、アプリ上で再変換できるようになっている。TVG、ゲイン等は利

用者さんが自由に設定できるので、漁船で見たままの画像をアプリで（ほぼ）再現できる。アプリで

いかようにでも修正可能である。 

福井県大兼田：後で復習するときは、緯度経度はどこで確認するのか？ 

狭間：緯度経度は魚探データとセットで収集する。魚探に GPSが入力されていれば（通常は入力されて

いるので）エコーと緯度経度の情報がセットで取れおり、魚探データの位置を確認することができ

る。 

 

今後 

広瀬：CTD, ADCPデータの共有方針について説明。魚探エコーは継続審議。 

 

４．総合討論・講評 

 

齊藤：それぞれの分野が努力しており、特に魚探エコーが進んでいる。長崎の漁業者とのやりとりでは、

SmartDREAMS の URL を宣伝しそれが漁業者間でも拡がっているということで、漁業者もこのプロジ

ェクトに興味を持っていることがわかる。引き続きよろしくお願いします。 

種子田：色々お話を聞けて楽しかった。漁業者の反応も出てきている。また課題も出てきている。今ま

でどおり課題を一つずつ解決していただきたい。 

内田：ごち網の漁家など、佐賀県の新規就業者支援制度で弟子入りした若者がいる。親方によると、そ

の若者には最先端の情報やデータが入ってくるようになっているが、その情報を実際に現場で使い

こなせるようになるかどうかは別問題のよう。県では新規就業者に対する授業等も行っているので、

早い段階から ICT というテーマを取り入れていくことで、事業の効果も高まっていくのではないか

と思う。この事業でもそういう観点をもって進めていただければ。 

神力：この事業がスタートして 2年目を迎えた。事業の成果も出てきている。今後もよろしくお願いし

たい。 
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２.３. 平成 30年度第３回技術検討委員会 

 

・日時：平成 31年 3月 4日（月） 

・場所：九州大学応用力学研究所 西棟 W601会議室 

・技術検討委員：*齊藤誠一委員長（北海道大学）、種子田雄委員（西海区水産研究所）、内田浩太郎委員

（佐賀玄海漁業協同組合） 

 *齊藤委員長は Skype参加 

・参加者：鏑木健志課長補佐・神力義美推進官（水産庁）、松井繁明課長・長本篤研究員・中山龍一主任

技師・佐藤博之係長・小池美紀主任技師（福岡県）、藤崎博係長・伊藤毅史技師（佐賀県）、高木信夫科

長・永谷浩主任研究員・北原茂主任研究員・西村大介主任研究員（長崎県）、吉井敏史営業部長、木村

幹也部長、梶原伸晃副部長（JFE アドバンテック）、森下和志部長・伍井稔部長・小久保貴幸エキスパ

ートエンジニア・河野史郎グループ長・津留秀臣技師・笠原彰人スタッフエンジニア（いであ）、矢吹

崇主査（JAFIC）、狭間拓人氏・濱本健太郎氏（古野電気）、滝川哲太郎准教授（長崎大学）、広瀬直毅教

授・杉原裕司教授・山口創一助教・高山勝巳研究員（九州大学） 

・オブザーバー：桑山貴博係長（水産庁）、清水勇吾グループ長・黒木洋明グループ長（水研機構中央水

研）、黒坂浩平サブリーダー・山崎恵市氏（水産機構 JAMARC）、渡慶次力氏（宮崎県）、木村修研究参事

（熊本県）、廣畑二郎研究員（山口県）、田中秀一研究員（鳥取県）、加古真一郎助教（鹿児島大学）、小

平佳延社長・山口晶大主任研究員（環境シミュレーション研究所） 

 

・議事録 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

齊藤委員長（北海道大学）および鏑木課長補佐（水産庁） 

 

以下、敬称略 

３．事業全体の年度末報告（広瀬） 

広瀬：多くの皆様の努力により、２年間で様々な成果が出ている。沿岸漁業のスマート化は着実に進ん

でいる。 

 

４．項目別の年度末報告 

 

（１）高密度観測網 

 

S-CTD開発（JFE, いであ） 

種子田：機器の定期点検は必要か。 

木村(JFE)：センサーの劣化があるので 1年に 1回程度を目安に点検を行っていただきたいが、点検を
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行わなくても観測ができなくなるわけではない。 

齊藤：バッテリーの残量は表示されないのか。 

木村(JFE)：現状ではバッテリー残量は確認できない。次年度に検討する。 

 

S-CTD観測（佐賀県, 福岡県, 長崎県） 

渡慶次：ごち網に付けた観測事例について、機器は観測時だけでなく漁の間にずっと着けているのか。 

伊藤：朝の 5時に設置して操業中ずっと付けたままである。 

渡慶次：漁師が喜んでいるのは具体的にどういうところか。 

伊藤：漁業者は漁具の動きを頭の中で想像しているが、何十回と操業する中では想像と漁具の動きが計

測結果と異なることがあることがあった。そのような結果から、S-CTDでの観測はとても参考になる

という感想をいただいている。 

渡慶次：延縄の事例について、機器が海底に衝突する心配はないのか。 

伊藤：詳しくはわからないが、おそらく海底から 1mくらいの箇所に設置しているので大丈夫だと思う。 

木村（熊本県）：干渉した他の bluetooth機器とは何か。 

高木：ヘッドホンに反応した事例と、他の会社の観測機器に反応した事例がある。 

 

NMEA（ADCP）（いであ, 福岡県） 

小久保：接続不良などさまざまな問題を一つ一つクリアしている。 

 

NMEA（魚探エコー）（古野電気，長崎県） 

種子田：リアルタイムビューワーを入れたスマートフォンは、CTDのほうと兼用する場合、どちらかの

通信を切る必要があるか。 

狭間：切る必要がある。将来的にはいであのアプリに統合できれば理想的である。 

 

カメラ画像（九州大） 

杉原：福岡県調査船で撮影を実施、白波画像を数値化した。 

 

精度検証（長崎大） 

滝川：S-CTD試作機の精度は、高精度測器と比較して遜色ない。水温と塩分の精度は既に当初目標を達

成しており、深度も目標精度に近い。 

 

 

（２）海域環境モデルの開発 

 

DREAMS_D,S（九州大） 

広瀬：例えば福岡県の漁船データ同化の効果は、山口県から島根県へと対馬暖流に乗って流下（移流）

する。流体は連続しているので当然の結果だが、漁師さんへの説明は慎重に。各県は地元の利益だけ

でなく、ぜひ広い視野で当事業に協力していただきたい。 
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UCHI（九州大） 

山口：伊万里湾の高分解能モデルを開発した。結果も良好。 

 

漁場推定（長崎県，佐賀県，福岡県） 

高木：ケンサキイカの漁場推定には、水温以上に塩分が有効。 

 

波浪モデル（伍井） 

鏑木：カメラ画像の解析とモデル予測結果がどのように漁業者への情報提供につながっていくのか。 

伍井：カメラ画像自体でも出漁判断に利用できるし、波浪予測と併せて出漁判断に利用していただくこ

とになる。 

広瀬：カメラ画像から波浪情報を引き出せるかどうか、まさに技術開発の段階にある。当事業の結果と

して、漁船の画像が波浪予測に使えると判断できれば、民間気象会社でもあるいであさんが波予報

に成果を役立てることができる。 

 

（３）通信・実証・普及 

 

ホームページ（JAFIC） 

種子田：DREAMSでは MODIS のデータは同化していないのか。 

広瀬：親モデルでは同化されているが、このモデルはまだ同化されていない。来年には同化したい。 

河野：MODIS とモデルのバイアスについて、MODIS は表層 1mm の水温を観測していて、モデルでは 1～

2mの層平均されたデータであり、それがバイアスの差に出ているのではないか。 

矢吹：その差もあると考えられる。 

広瀬：確かにモデル水温は少し低めに出ているようだ。 

河野：表示時刻は、世界標準時と日本標準時はどちらかに統一するのか。 

広瀬：（漁師さんの視点から判断して）表示としては日本標準時に統一する。 

 

予測アプリ（いであ） 

小久保：粒子の動きで流れ場を分かりやすく表示できるようになった。データの圧縮方法が鍵。 

 

 

漁業者と連携した操業実証（福岡県, 佐賀県, 長崎県） 

福岡県：S-DREAMSを使って操業効率化の反応がある。地図表示で日本測地系を希望する方がいる。 

佐賀県：国と県の支援制度を利用して漁業を学ぶ新規就業者が、親方から海況を教えてもらう際にタブ

レットで DREAMSの図が利用できた。海況の「見える化」によって技術伝承が容易になり、後継者育

成に効果が期待できる。 

長崎県：S-DREAMS を積極的に利用して漁場位置を決定しているグループもあれば、正反対に「水温が

魚と何の関係があるのか？」と全く興味のない漁業者もいる。啓蒙が必要。 
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５．総合討論 

廣畑（山口県）：漁場予報アプリの開発の目途は？ 

広瀬：アプリは都度修正の必要があるので開発終了というものはない。3ヶ年事業なので 3年間、つま

り次年度末がひとつの区切りで形にしなければならないが、その後も改良を続ける必要がある。 

木村（熊本県）：最終的な出口について教えてほしい。例えば JAFICの有料サイトのような課金制とな

るのか。 

広瀬：必ず無料部分は必要で、どこから有料にすべきか議論はしているが、まだ完全にはまとまってい

ない。来年度できるだけみなさんのイメージを統一していきたい。その際、熊本県にも是非議論に参

加してほしい。 

渡慶次（宮崎県）：魚探データの活用の部分が非常に興味深い。個人情報を含むものなので、開発のハ

ードルは高いと思う。インセンティブを考えなければならない。 

広瀬：頭の中にアイデアはあるが、後日回答できると思う。 

渡慶次：将来的にどこの機関がシステム運用していくのか。民間企業の場合は収益を上げなければいけ

ない。 

広瀬：JFEは商品として S-CTDがよく売れれば大丈夫だと思う。JAFICについても心配していない。古

野電気は付加価値を付けたデータ利活用を検討し始めた段階だと思う。いであが様々な役割を持っ

ていて複雑で、赤字にならないビジネスモデルを構築しなければならない。漁業者のために我慢す

るのではなく、この事業終了後もそれぞれの機関が持続的に漁業のスマート化に携われるよう検討

してほしい。 

 

６．講評 

種子田：いずれの課題も順調に進んでいると感じた。現場での不具合対応については非常に細かいとこ

ろまで行き届いている。漁業者が興味を持つように、今後も普及活動を継続していただきたい。 

内田：佐賀県の試みの中で、新規参入者への技術伝承という点が興味深い。ある程度の研修を受けた漁

業者がどの程度できるのかをみてみたい。 

鏑木：水産庁全体として漁業の ICT, スマート化を進めようという機運が高まっている。この事業の成

果は玄界灘だけでなく、九州全域から日本全体の漁業者さんに是非手に取って使っていただきたい。

水産業のスマート化は国だけでは限界があり、農業分野と同じように民間企業に参入してほしい。 

 

 

 


