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〔東京都、千葉県、神奈川県、静岡県、三重県、和歌山県、東京海洋大〕 

「一都五県水試等による高精度海況図の作成技術開発及び共同発行並びに高精度海況図の活用」 

「関東・東海海況速報」開発・作成グループ  

 

一都五県水試等による高精度海況図の作成技術
開発及び共同発行並びに高精度海況図の活用

「関東・東海海況速報」開発・作成グループ
東京都島しょ農林水産総合センター，千葉県水産総合研究センター

神奈川県水産技術センター，静岡県水産技術研究所

三重県水産研究所，和歌山県水産試験場

東京海洋大学海洋科学部

 

＜スライド  1＞ 

千葉水試の石井です。今回は、「関東・東海

海況速報開発・作成グループ」の一都五県水試

等による「高精度海況図の作成技術開発及び共

同発行並びに高精度海況図の活用について」で

受賞させていただき、本当にありがとうござい

ました。私、中心人物ではなかったのですが、

紹介させていただきます。 

  

 

 

関東・東海海域の特徴

４
日
後

（2000年５月25日） （2000年５月29日）

• カツオ，サバ，イワシ，ブリなどの好漁場，定置網も盛ん

• 沖合を流れる黒潮の変動による海況変化が大きいため，海況の日変
化を把握することが重要

 

＜スライド  2＞ 

関東・東海海域の特徴です。関東・東海海域

の東海から伊豆諸島、房総半島までの海域で

は、沿岸から沖合に至る広い範囲で様々な漁業

が行われていましてカツオ、サバ、イワシ、ブ

リなどの好漁場となっております。さらに沿岸

では定置網も盛んに行われております。 

沖合を流れる黒潮の変動による海況変動が

大きいため、毎日の海況変化、日変化を捉える

ことが重要となっています。昨日黒潮が流れて

いたといっても、今日全く違う海況になること

があります。 

これは、2000年の海況の変化を衛星で見たも

のです。今までと全然違った漁場が形成される

ので、毎日把握することが重要となります。 
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• 昭和60年から「一都三県漁海況
速報」を発行

【課題】

• 実測水温の不足

• 衛星の海況図と実測水温との差

• 雲による精度の低下

【要望】

• 広範囲で精度の高い海況図

• 沿岸域の詳細な情報

• 定置網の被害防止のための急潮
予報

これまでの情報提供

東京・神奈川・静岡・千葉

 

＜スライド  3＞ 

これまでの情報提供についてです。まず一都

三県東京、神奈川、静岡、千葉県では昭和60

年から「一都三県漁海況速報」を発行してきま

した。 

これは、実測水温です。伊豆諸島から本州ま

で調査船の水温を基に水温図と黒潮の絵をか

いていました。途中から衛星画像が手に入った

ので合わせていました。毎日発行され、組合で

FAXが導入されるぐらい皆さん需要があって、

参考にされていました。ただ、データが少ない

ときには精度が落ちるということで、問題とな

っていました。 

要望としては、「この範囲で黒潮の変動がみ

える」、「もう少し上流側のところまでの海況

が欲しい」、「精度が高いもの」、「沿岸域の

詳細な情報」が要望として揚がっていました。

また、定置網が盛んに行われていて、急潮被害

防止のための予報も望まれていました。 

三重県 和歌山県

これまでの情報提供

 

＜スライド  4＞ 

西側の三重県、和歌山県でも海況情報を提供

していました。両者とも人工衛星を基に海況情

報を提供していました。人工衛星の場合、衛星

画像が取れない時には、海況図が発行できない

ので、毎日発行することができなかったのが難

点でした。両者とも漁業者の需要として海況情

報は必要なのですが、精度の高いものが出せな

いことが課題となっていました。 



- 72 - 

【最大目標】 高精度海況図を作成する

より広く（範囲の拡大） 伊豆諸島周辺 → 高知～犬吠沖
より細かく 1℃間隔 → 0.5℃間隔
より正確な 衛星データと実測値の合成
きれいに モノクロ → カラー化

 

＜スライド  5＞ 

そこで、高精度海況図を作成することを目標

として掲げました。テーマとしては、広くとい

うことで、範囲を西側に広げ、高知から犬吠埼

まで広げる。また、より細かくということで、

今まで１度刻みだったものを0.5度刻みにして

もう少し精度の高いものにする。また、より正

確なものとして、今までの衛星と実測値を合成

して精度の高い客観的な海況図を作る。さら

に、インターネットも普及してきたということ

で、モノクロだけではなくカラーの絵で見やす

いものを作るというのが今回の目的となって

います。  

新しい海況図のための共同研究体制

Ⅰ 官民学の共同研究

先端技術を活用した農林水産研究
高度化事業
2005年度～2007年度（3年間）

1. 衛星リモートセンシング水温同化
技術の開発と海況情報ネット
ワークシステムの構築

2. 黒潮及び周辺海域の変動特性
の解明

3. 沿岸海況予報システムの開発

Ⅱ 一都五県の共同事業

4. 高精度海況図の発行と海況図
データの活用

大学
東京海洋大学

「データ同化技術の開発」

業界
沿岸小型漁協

静岡県定置漁業協会
三重県定置漁業協会
「海況図の評価」

自治体
静岡県 和歌山県 三重県
神奈川県 東京都 千葉県
「観測データの充実」
「海況図の実用化」

 

＜スライド  6＞ 

そのための共同研究体制としてこのような

体制を組みました。一都五県の共通する海域、

隣り合った海域で、皆さんで一緒に共同してや

りましょうということです。海況図を作った時

に本当に役に立ち、精度もしくは範囲について

も評価してもらおうということで各業界に入

ってもらいました。 

今回の技術で、水試だけではできない部分に

ついては、海洋大に入ってもらい、農林水産技

術会議の「先端技術を活用した農林水産研究高

度化事業」ということで３年間３つの研究項目

で行いました。 
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1．衛星リモートセンシング水温同化技術の開発と海況情報ネットワー
クシステムの構築（高精度海況図に係る研究）

研究項目 2005年度 2006年度 2007年度

（１）観測体制の充実
（伊豆諸島～房総海域）

（２）観測体制の充実
（熊野灘～遠州灘海域）

（３）水温を合成する技術の
開発と実用化試験

（４）ネットワークシステムの
構築

技術の開発
（海洋大）

船舶への水温計設置，データベース化（東京都）

係留型水温計設置（千葉県）

自動観測ﾌﾞｲ設置（三重県） データベース化，船舶水温充実（三重県，静岡県）

試行，評価（海洋大，千葉県沿岸(協)）

システム開発・共有化 海況図作成

（東京都，神奈川県，千葉県，静岡県，三重県，和歌山県，海洋大）

データベース化（千葉県）

 

＜スライド  7＞ 

一つ目ですが、衛星リモートセンシング水温

同化技術の開発と海況情報ネットワークシス

テムの構築についてです。やはり、海況図を作

る時には実測値がまず重要なので、３年間、各

海域で充実させることにしました。 

二つ目は、水温を合成する技術の開発と実用

化試験で、海洋大に入っていただいて同化技術

をより良いものにするため、３年間やっていた

だきました。 

三つ目としては、ネットワークシステムの構

築で、実測値等のデータを集めたものを共有化

し、海況図を作成するシステムを合理化しまし

た。 

 

衛星データと実測水温の合成技術

船舶水温

NOAA画像水温データ マイクロ波水温データ

ブイ情報

雲域不鮮明 沿岸域不鮮明

気象庁解析水温

合成された水温と実測水温との差

（2004年10月～2005年９月）

 

＜スライド  8＞ 

その中の合成技術について説明します。衛星

画像としては、二つのものを使います。N0AA

とマイクロ波の水温データです。NOAAの場合、

もし晴れれば、とてもきれいなものが見えま

す。解像度も高く沿岸まで隅々まで見えます。

ちょっとでも雲が出るとほとんど見えないと

いうのが難点です。 

隣のマイクロ波は雲があっても見えるとい

うことで、非常に有効なのですが、陸地がある

とその近くが使えません。特に、伊豆諸島は島

が一つあるとその部分が抜けてしまうので、問

題点となっています。両方合わせたものを上手

く組み合わせて使うということです。 

実測値としては、船舶水温、ブイの水温デー

タを集めて一度気象庁解析水温と合わせ、合成

したものを作ります。その補正した衛星データ

を補正済みメッシュデータとして表します。精

度としては、±0.2～0.4度の範囲で、一年間ほ

ぼその範囲で精度が保証されましたので、海況

図を作るのには、有効な技術が開発されたこと

になります。 
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2．黒潮及び周辺海域の変動特性の解明

研究項目 2005年度 2006年度 2007年度

（１）黒潮流路短期変動特性
の解明

（２）黒潮内側域の短期変動
特性の解明

黒潮離岸距離のデータ
ベース化

黒潮流路と内側域のデータ
整備

黒潮と内側域の変動特性の解明

（静岡県）

黒潮離岸距離の変動特性の解明

（千葉県，三重県，和歌山県）

（静岡県）

 

＜スライド  9＞ 

次に、黒潮および周辺海域の変動特性の解明

です。これについては、海況図を作成するにあ

たり、黒潮の流路がどのように変動するかな

ど、その特性、自分たちが線を引くときの基礎

データを集めるという目的で解析を行ってき

ました。 

 

 

 

＜スライド  10＞ 

その一つとして、黒潮流路の短期変動という

ものがあります。遠州灘から房総半島沖までそ

れぞれの地点で黒潮離岸距離を測って、そこか

ら小蛇行がどれぐらいのスピードで西から東

へ伝搬するかを示したものです。そうすると大

体、遠州灘で13マイル（一日）、房総沖で14

マイル、大体10マイルちょっとのスピードで蛇

行部が伝搬するということが分かりました。こ

れは毎日海況図を作る際の参考データとなっ

ています。 

 

 

海況指標（黒潮と内側域）と沿岸水温変動の関係に関する解析
（静岡県，神奈川県，千葉県，三重県）

研究項目 2005年度 2006年度 2007年度

（１）沿岸における観測体制の
充実

（２）急潮発生時の海況パター
ンの解明

（３）急潮伝播特性の解明

（４）沿岸海況の短期予測及び
予報システムの開発と実用
化試験

水温及びＡＤＣＰによる流れの観測
（静岡県，神奈川県，千葉県，三重県）

観測ﾌﾞｲﾃﾞｰﾀと沿岸水温変動の関係に関する解析
（神奈川県，静岡県，千葉県，三重県）

相模湾での予報の試行予報の検証・海域拡大

（神奈川県，静岡県） （神奈川県，静岡県，三重県，
静岡県定置協，三重県定置）

3. 沿岸海況予報システムの開発

 

＜スライド  11＞ 

次に、沿岸海況予報システムの開発です。こ

れは急潮を予報しようということで、取り組ん

だものです。 

 

 

 

黒潮流路の短期変動
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沿岸での連続観測点の位置

 

＜スライド  12＞ 

急潮に関しての予報をするために各地にま

ず観測地点を多く置いて、それから海況のパタ

ーンを調べることを行いました。実際に、この

研究機関でやった時の観測地点の位置を示し

ています。全体で19地点、特に定置網が盛んな

相模湾から伊豆半島東部もしくは三重県の図

に示す所が力を入れた場所で、三重県、静岡県

さんが力を入れて観測を進めました。 

 

 

 

＜スライド  13＞ 

実際に、観測した所から急潮を捉えた例をこ

ちらに示します。これは2005年の12月に急潮が

発生した時に、相模湾の東部から西部の連続観

測の水温を横軸が時間、縦軸が温度で表したも

ので、温度変化の指標として見てください。こ

れをみると東部から水温が急激に上昇しジャ

ンプしたところが東から西に伝播していたこ

とが分かります。 

これを海況図で検証しますと、今まで使って

いた一都三県速報だと、ここにそのような暖水

波及が見られなったものが、新しい同化技術が

作った海況図では、このようにはっきりした暖

水波及が房総半島から相模湾の方に向かって

いたというのが捉えられています。これらの急

潮が起きるぞとなった時には、各県で急潮が起

きるタイミングでそれぞれ漁業者に向けて情

報を発信しています。 

 

2005年12月31日，急潮発生時の海況図
（上：一都三県速報，下：海況日報）

大島東水道から進入した暖水の伝播状況
2005/12/22～2006/01/06

連続観測結果の一例と海況図の検証

～2005年12月末に相模湾で観測された急潮現象～

相模湾東部

相模湾西部
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急潮情報の発行

 

＜スライド  14＞ 

定置網安全対策情報や急潮情報などで、急潮

対策を採るために色々早めに情報を流してい

ます。ただ、房総の場合は、現象が起きる場所

とすぐに急潮になる場所があるので、なかなか

予報と対策まで取れませんが、漁場の被害が抑

えられています。 

 

 

 

【成果と波及効果】研究成果

4.高精度海況図の発行と海況図データの活用

「関東・東海海況速報」は，平成19年10月から試行版，平成20年4月から正式発行  

＜スライド  15＞ 

最後に高精度海況図の発行と海況図データ

の活用についてです。これが実際の海況図で

す。これが平成19年10月からの試行版を始め

て、20年の４月から正式発効し、平日に毎日発

行しています。実際に発行するまでの工程を説

明します。 

 

 

 

広域海況図作成の流れ

朝10:00までのデータ

12:00

13:00～14:30

15:00～16:00

 

＜スライド  16＞ 

まず、一日分のデータ実測値は、前日の10

時から当日の朝10時までのものを使うと決め

ています。各県朝10時までのデータをそれぞれ

集め、データ入力して、この海況図を書く当番

の機関に送ります。10時までのデータを送るの

は、12時になってからその絵、データを合成し

てメッシュデータを書き、それから海況図を書

いて、16時を目標に海況図を発行するからで

す。16時を過ぎるとこれを使う組合とか漁業者

の方に、その次の日までに行き渡らなくなり、

次の漁に使えなくなるので、組合が開いている

間に全てを終わらせることを目標にしていま

す。 
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＜スライド  17＞ 

実際のメッシュデータはこれです。この中に

は４つぐらいのデータが入っています。６分メ

ッシュぐらいの中に数字で入っているんです

が、青い数字がノアのデータを補正したものに

なります。緑の水温が入っているのがマイクロ

波の水温です。ライン上に入っているのが実測

値です。伊豆諸島沿いのデータは定期船が採っ

たものです。こちらは沿岸定線。こちらも千葉

県が沿岸定線を観測した時のデータで、色分け

が青と緑があるのが、前日と当日ということ

で、いくつかの情報を色分けしたり、字を斜め

にしたりして区別して書いています。 

さらに、水温以外に流れの情報があれば、そ

れも合わせて矢印で入れて書きます。これに当

番県が水温分布の絵をかきます。等温線は黒い

線で１度刻み、間の0.5度刻みを赤い線で描い

ています。全部で0.5度間隔の線を引きます。

そこに、黒潮流路を描きます。黒潮流路の黒い

点線が当日、灰色が前日のものなので、このよ

うに今日動いたということを示しています。 

黒潮を判断するには、潮位（島）の値や沿岸

観測データの流れ、200m深の水温等が必要で、

和歌山水試では、潮岬から沖を眺め、流れの状

況によってどのあたりを黒潮が流れているか

を毎日観察して、それぞれの観測精度を高める

ということを続けています。 
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＜スライド  18＞ 

そこで、できあがったものがこの海況図とな

ります。これを毎日続けています。 

 

 

【成果と波及効果】研究成果

4.高精度海況図の発行と海況図データの活用

三重県のＨＰ神奈川県のＨＰ  

＜スライド  19＞ 

さらに、海況図は各県独自の HP を工夫して

このような形で発行しています。神奈川県と三

重県の例で、三重県は衛星データを使っている

上に、同じ場所に海況図も載せ、両方を見比べ

ながら見られるという工夫をしています。これ

で、年間 400 万件のアクセスが一都五県であ

り、漁業者だけではないかもしれませんが、非

常に多くの需要があることから、役に立ってい

るものと思っています。 
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＜スライド  20＞ 

さらに、海況図を活用する方法として、海況

図自身でも海況変動が把握できますが、この海

況図はパソコンで作っているので数値データ

が残ります。この格子点データから、伊豆諸島

のサバの漁場で、漁場が出来ている時は水温が

分かるのですが、その前後が分からなかったの

で、格子点データを使用して水温を連続観測し

ていたかのように解析できました。 

ここでは、点が実測値で、縦棒グラフが漁獲

を表しています。漁獲前後の水温が分からなか

ったのですが、この海況図のデータから組み合

わせると、水温が急に高くなった時に漁場が形

成され、低くなると漁場が消滅する。漁場が消

滅した時に、新しく水温が高くなったところに

漁場が移って、最後漁場が無くなるということ

が分かるようになりました。 

 

まとめ

• 官民学の共同研究により，人工衛星データと実測水温をもと
にした関東・東海海域の高精度海況図（広範囲，0.5℃間隔，
実測値で補正，カラー化）を作成する技術を開発した．

• 高精度海況図は，「関東・東海海況速報」として，平成20年4

月から一都五県の水産研究機関が平日毎日発行し，多くの
人に利用されている（ホームページ閲覧数年間400万件）．

• さらに，海況図をもとに，海況変動の把握，海況と漁況の関
係などの解析も進みつつある．

 

＜スライド  21＞ 

以上の事をまとめますと、１つは、今回の成

果として、官、民、学の共同研究によって、人

工衛星と実測水温を基にした関東東海海域の

高精度海況図を作成し、広範囲で0.5度刻みの

非常に細かい精度の高いものが出来たこと、実

測値で補正して精度が高くなったこと、カラー

化した高精度海況図を作成する技術を開発し

たことです。 

２つ目は、高精度海況図を関東東海海況図と

して、平成20年４月から一都五県の水産研究機

関が平日毎日発行し、多くの人に活用されてい

ること、アクセス数は年間400万件あること、

さらに、海況図を基に海況変動の把握をした

り、海況と漁況の関係も解析が進みつつあるこ

とです。 

 

 

【成果と波及効果】研究成果

4.高精度海況図の発行と海況図データの活用

格子点データを利用した伊豆諸島海域で
のマサバの漁場形成の解析例
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〔関係質疑〕 

 

JAFIC（為石理事） 

養殖とか栽培漁業の発表が多い中で、面と向かって漁船漁業者にシステムを提供しよう

というのは、今は各水産試験場でそれほど多くないように思います。システマチックに沿

岸漁業者の方にデータを提供することができるというのは、これから先非常に良いと感じ

ております。 

２点ほど質問がありまして、1つは、 GCOM-W1（しずく）によるマイクロ波の水温提供で

すが、去年の 11月ぐらいからどこの水産試験場にも無料で提供できるようになっています。

雲があっても 20分前の海の状態が分かるということで、このデータにもしずくのデータが

使われていたのですか。 

その前に AQUAなんかで、AMSR-Eという分解能が悪いのがあって、以前は空白エリアがあ

ったのですが、今回 AMSR-2というのは分解能が良くなり、空白はかなり小さくなっている

と思うのですが、その辺は前と比べてどうなのでしょうか。  

もう１つは、「今まで水温図を利用したことがない」という人に対して、どのようにして

水温図が非常に役に立つということを伝えたのですか、また、使ってもらえる工夫をした

のですか。 

さらに、沿岸漁業者の方々に実測水温を集めてもらうという作業が最も大変だと思いま

すが、どのようにして、実測データを集めたのですか。 

 

千葉県（石井主席研究員） 

１つ目のマイクロ波の衛星データですが、これの開発時には AMSR-Eを使って開発してい

ます。そのあと、AMSR-2のデータを使用しています。 

２つ目の実測データですが、平成元年に海況図はあり、一都三県三重、和歌山は、それ

を見て引き縄に行くなど、使わないという人はいないと思います。この海況図を書くのに

実測水温が一番重要で、漁業者からデータを送ってもらっています。千葉県の場合は、例

えば、小型船に水温計を設置して、転送装置、すなわちメールで送る機械を付けさせても

らっています。ただし、費用は負担していません。今まで無線局を経由してデータを送っ

ていたことに加えて、自動的にデータを集めるということを漁業者と共同で行い、この事

業を進めています。 

 

JAFIC（為石理事） 

去年 24年度事業の活動報告を場長会でさせてもらったんですが、衛星情報利用の緊急協

議会に参加いたしました。25 年度の全国場長会では、衛星情報利用の要望書を提出すると

いうことで了解が得られました。そのおかげで、250m 分解能の水温と水色が得られる

GCOM-C1を平成 28年度に打ち上げるということを JAXAさんが約束してくれました。今、し
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ずくのデータは無償で提供していますが、岡山県の先ほどのノリのシステムについても組

み込んで、GCOM-C1 の 250m 毎の分解能データは役に立つと思います。もし、要望があれば

毎日お送りいたします。検討をお願いします。 

 


