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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザーにより観測された海洋環境データである、観測データを取得する観測データ取
得部と、
前記観測データを格納する観測データＤＢと、
ユーザー情報が格納された、ユーザー情報ＤＢと、
前記観測データを、前記ユーザーごとに共有するか否かについての設定情報である、共
有情報が格納された共有情報ＤＢと、
漁場予測を要求する信号である漁場予測要求を取得する漁場予測要求取得部と、
取得した前記漁場予測要求があったユーザーについての、前記ユーザー情報と該ユーザ
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ーに関する前記共有情報に基づき共有された共有観測データから、漁場の予測を行う漁場
予測部と、
を備える、漁場予測装置。
【請求項２】
前記漁場予測装置は、
外部のＤＢが有する海洋環境データである外部データを取得する、外部データ取得部と
、
前記外部データを格納する外部データＤＢと、を更に備え、
前記漁場予測部は、前記外部データを用いて漁場の予測を行う、請求項１に記載の漁場
予測装置。
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【請求項３】
前記漁場予測装置は、
各ユーザーの前記観測データの項目毎に、他のユーザーへ公開するかどうかを設定した
情報である、公開情報データを格納する公開情報ＤＢを更に備える、請求項１又は２に記
載の漁場予測装置。
【請求項４】
前記漁場予測部は、
漁獲対象ごとの過去の漁獲量および、海域の状態を数値で表現した変数である、環境変
数から、漁獲対象がどの程度生息し易いかを前記環境変数ごとに数値化したＳＩ値、すな
わちSuitability Indexの値を算出し、
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前記ＳＩ値を統合することで、前記海域が前記漁獲対象にとってどの程度好適であるか
を数値化したＨＳＩ値、すなわちHabitat Suitability Indexの値を用いて漁場の予測を
することを特徴とする、請求項１から３の何れかに記載の漁場予測装置。
【請求項５】
前記漁場予測部は、前記漁獲対象の実際の漁獲量と、前記漁場の予測における前記ＳＩ
値とを比較し、比較結果に基づいて前記予測結果を更新する、予測式更新部を更に備える
請求項４に記載の漁場予測装置。
【請求項６】
前記観測データは、漁獲対象毎の、緯度経度情報、魚群探知情報、漁獲量、クロロフィ
ル量、海水温、塩分濃度、流速、混合層深度、海面高度および海面高度の勾配のいずれか
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、又は組み合わせである、請求項１から５の何れかに記載の漁場予測装置。
【請求項７】
請求項１から６に記載の何れかの漁場予測装置と、ユーザー端末と、を備え、
前記ユーザー端末は、
前記観測データを前記漁場予測装置へ送信する送信部と、
前記漁場予測部から出力された予測結果を取得する予測結果取得部と、
前記予測結果を記載した漁場予測地図をユーザーへと表示する漁場予測地図表示部と、
を備えることを特徴とする漁場予測システム。
【請求項８】
ユーザーにより観測された海洋環境データである、観測データを取得する観測データ取
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得部と、
前記観測データを格納する観測データＤＢと、
ユーザー情報が格納された、ユーザー情報ＤＢと、
前記観測データを、前記ユーザーごとに共有するか否かについての設定情報である、共
有情報が格納された共有情報ＤＢと、
共有された観測データの出力を要求する信号である、データ共有要求を取得するデータ
共有要求取得部と、
取得した前記データ共有要求があったユーザーについての、前記ユーザー情報と該ユー
ザーに関する前記共有情報に基づき共有された共有観測データを出力する共有観測データ
出力部と、
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を備える、海洋環境データ共有装置。
【請求項９】
請求項８に記載の海洋環境データ共有装置と、ユーザー端末と、を備え、
前記ユーザー端末は、
前記観測データを前記海洋環境データ共有装置へ送信する送信部と、
前記共有観測データ出力部から出力された共有観測データを取得する共有観測データ取
得部と、
前記共有観測データを記載した海洋環境地図をユーザーへと表示する海洋環境地図表示
部と、
を備えることを特徴とする海洋環境データ共有システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ユーザーにより観測された漁獲量や水温等の海洋環境データである観測デー
タと、ユーザーごとに設定された共有情報に基づいて共有された共有観測データから、漁
場の予測を行う漁場予測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、漁業者が効率的な漁業を行うために、漁獲対象の存在する可能性が高い場所を地
図に記載するなどの、漁場予測が行われていた。従来の漁場予測は、水温等の人工衛星な
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どで観測された海洋環境データと、各漁業者の長年の経験に基づくノウハウと個別に蓄積
された漁労データに基づき、独自に予測を行う必要があった。
【０００３】
このような課題に対応するために、ノウハウや漁労データを数値化して記録する漁労デ
ータベースを設置し、漁場予測の際にこの漁労データベースを参照する漁場予測装置が、
特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−１５８２３９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところが、情報の無秩序な漏洩を恐れるため、漁業者の経験に基づくノウハウや漁労デ
ータは、秘匿される傾向にある。特許文献１に記載の発明には、漁労データ等の共有ルー
ルやアクセスを制限する仕組みがない。そのため、データの漏洩を恐れ、漁労データベー
スへ漁労データが格納されないため、漁労データベースを漁場の予測に活用できない場合
があるという課題があった。
【０００６】
さらに、特許文献１に記載の発明は、漁場予測に用いるデータについては、過去のデー
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タおよび外部の海況予測データ等を利用している。そのため、日々や季節あるいは年々と
いった様々な時間スケールで大きく変動する海洋環境を過去のデータだけでは充分に表現
しきれず、操業時の海洋環境を正確に把握できず漁場予測精度が上がらないという課題が
あった。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑み、ユーザーにより観測された漁獲量や水温等の海洋環境デー
タである観測データと、ユーザーごとに設定された共有情報に基づいて共有された共有観
測データから、漁場の予測を行う漁場予測装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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（構成１）
ユーザーにより観測された海洋環境データである、観測データを取得する観測データ取
得部と、
前記観測データを格納する観測データＤＢと、
ユーザー情報が格納された、ユーザー情報ＤＢと、
前記観測データを、前記ユーザーごとに共有するか否かについての設定情報である、共
有情報が格納された共有情報ＤＢと、
漁場予測を要求する信号である漁場予測要求を取得する漁場予測要求取得部と、
取得した前記漁場予測要求があったユーザーについての、前記ユーザー情報と該ユーザ
ーに関する前記共有情報に基づき共有された共有観測データから、漁場の予測を行う漁場
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予測部と、
を備える、漁場予測装置。
（構成２）
前記漁場予測装置は、
外部のＤＢが有する海洋環境データである外部データを取得する、外部データ取得部と
、
前記外部データを格納する外部データＤＢと、を更に備え、
前記漁場予測部は、前記外部データを用いて漁場の予測を行う、構成１に記載の漁場予
測装置。
（構成３）
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前記漁場予測装置は、
各ユーザーの前記観測データの項目毎に、他のユーザーへ公開するかどうかを設定した
情報である、公開情報データを格納する公開情報ＤＢを更に備える、構成１又は２に記載
の漁場予測装置。
（構成４）
前記漁場予測部は、
漁獲対象ごとの過去の漁獲量および、海域の状態を数値で表現した変数である、環境変
数から、漁獲対象がどの程度生息し易いかを前記環境変数ごとに数値化したＳＩ値、すな
わちSuitability Indexの値を算出し、
前記ＳＩ値を統合することで、前記海域が前記漁獲対象にとってどの程度好適であるか
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を数値化したＨＳＩ値、すなわちHabitat Suitability Indexの値を用いて漁場の予測を
することを特徴とする、構成１から３の何れかに記載の漁場予測装置。
（構成５）
前記漁場予測部は、前記漁獲対象の実際の漁獲量と、前記漁場の予測における前記ＳＩ
値とを比較し、比較結果に基づいて前記予測結果を更新する、予測式更新部を更に備える
構成４に記載の漁場予測装置。
（構成６）
前記観測データは、漁獲対象毎の、緯度経度情報、魚群探知情報、漁獲量、クロロフィ
ル量、海水温、塩分濃度、流速、混合層深度、海面高度および海面高度の勾配のいずれか
、又は組み合わせである、構成１から５の何れかに記載の漁場予測装置。
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（構成７）
構成１から６に記載の何れかの漁場予測装置と、ユーザー端末と、を備え、
前記ユーザー端末は、
前記観測データを前記漁場予測装置へ送信する送信部と、
前記漁場予測部から出力された予測結果を取得する予測結果取得部と、
前記予測結果を記載した漁場予測地図をユーザーへと表示する漁場予測地図表示部と、
を備えることを特徴とする漁場予測システム。
（構成８）
ユーザーにより観測された海洋環境データである、観測データを取得する観測データ取
得部と、
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前記観測データを格納する観測データＤＢと、
ユーザー情報が格納された、ユーザー情報ＤＢと、
前記観測データを、前記ユーザーごとに共有するか否かについての設定情報である、共
有情報が格納された共有情報ＤＢと、
共有された観測データの出力を要求する信号である、データ共有要求を取得するデータ
共有要求取得部と、
取得した前記データ共有要求があったユーザーについての、前記ユーザー情報と該ユー
ザーに関する前記共有情報に基づき共有された共有観測データを出力する共有観測データ
出力部と、
を備える、海洋環境データ共有装置。
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（構成９）
構成８に記載の海洋環境データ共有装置と、ユーザー端末と、を備え、
前記ユーザー端末は、
前記観測データを前記海洋環境データ共有装置へ送信する送信部と、
前記共有観測データ出力部から出力された共有観測データを取得する共有観測データ取
得部と、
前記共有観測データを記載した海洋環境地図をユーザーへと表示する海洋環境地図表示
部と、
を備えることを特徴とする海洋環境データ共有システム。
【発明の効果】
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【０００９】
この発明によれば、ユーザーにより観測された漁獲量や水温等の海洋環境データである
観測データと、ユーザーごとに設定された共有情報に基づいて共有したデータである共有
観測データから、漁場の予測を行う漁場予測装置を得ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１における漁場予測システムを示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１における、ユーザー情報、共有情報、および、公開情報
を登録する際の概略動作を示したフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１における、漁場予測及び、予測結果の表示についての概
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略動作を示したフローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態１におけるユーザー情報登録時におけるユーザー端末２０
０の画面表示例である。
【図５】この発明の実施の形態１における公開情報登録時におけるユーザー端末２００の
画面表示例である。
【図６】この発明の実施の形態１における漁場予測結果の表示中の画面表示例を示したも
のである。
【図７】この発明の実施の形態２における海洋環境データ共有システムを示す構成図であ
る。
【図８】この発明の実施の形態２における、観測データの共有および共有した観測データ
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の表示についての概略動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１
以下、本発明の実施の形態１に係る漁場予測システムについて図を参照して説明する。
【００１２】
＜機能及び構成＞
図１はこの発明の実施の形態１に係る漁場予測システム１０の構成を示すブロック図で
ある。
漁場予測システム１０は、漁場予測装置１００と、ユーザー端末２００と、を備え、ユ
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ーザーにより観測された漁獲量や水温等の観測データと、ユーザーごとに設定された共有
情報に基づいて共有された観測データから、漁場の予測を行うシステムである。
漁場予測装置１００とユーザー端末２００は人工衛星通信、ＬＡＮやインターネット等
のネットワークを介して接続されている。
ユーザー端末２００は、操業を行う漁船などに設置されることを想定している。
【００１３】
漁場予測装置１００は、観測データ取得部１１０、観測データＤＢ１１１、ユーザー情
報ＤＢ１２０、共有情報ＤＢ１３０、漁場予測要求取得部１４０、漁場予測部１４１、予
測式更新部１４２、外部データ取得部１６０、外部データＤＢ１６１、公開情報ＤＢ１７
０を備える。
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【００１４】
観測データ取得部１１０は、ユーザーの観測データを取得する。観測データは、緯度経
度情報、魚群探知情報、漁獲対象ごとの漁獲量、クロロフィル量、水深、水温、塩分濃度
、流速、混合層深度、海面高度および海面高度の勾配等を含む。水深、水温は、ＸＢＴ（
ｅＸｐｅｎｄａｂｌｅ Ｂａｔｈｙ Ｔｈｅｒｍｏｇｒａｐｈ：透過式水温水深計）により
検出した水温、水深の値等を含む。
観測データＤＢ１１１は取得した観測データを格納する。観測データは、後述するユー
ザー情報ごとに格納される。
【００１５】
ユーザー情報ＤＢ１２０は、ユーザー情報を格納する。ユーザー情報は、当該ユーザー
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の名前、認証用のパスワード、当該ユーザーが所属する船団等のグループについての情報
、当該ユーザーの漁獲対象等を含む。さらに、共有相手等の他ユーザーから確認するため
の、主な操業地域などのようなプロフィール情報を記録するようにしてもよい。
グループの情報については、事前に設定するようにしてもよいし、図示しない入力部に
より新規のグループを登録できるようにしてもよい。
【００１６】
なお、観測データおよびユーザー情報の項目や数については、事前に設定しておくよう
にしてもよいし、図示しないインターフェース等を介して増減できるようにしてもよい。
【００１７】
共有情報ＤＢ１３０は、ユーザー毎に、そのユーザーが観測した全ての観測データの共
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有を許可する相手、すなわち、共有ユーザー又は共有グループについて設定した情報であ
る、共有情報を格納する。
【００１８】
公開情報ＤＢ１７０は、ユーザーが観測した観測データの項目毎に、公開を許可する範
囲を設定した、公開情報をユーザー情報ごとに格納する。
【００１９】
漁場予測要求取得部１４０は、ユーザーからの漁場予測を要求する信号を取得する。漁
場予測要求は、全ての漁獲対象について要求してもよいし、漁獲対象毎に要求してもよい
。
【００２０】
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漁場予測部１４１は、漁場予測要求が入力されると、漁場予測をおこなったユーザーの
ユーザー情報や、指定した漁獲対象についての共有情報等を各ＤＢから取得する。取得し
た結果から、予測要求をおこなったユーザーが共有することができる観測データである共
有観測データを、観測データＤＢ１１１から取得する。自身の観測データと、取得した共
有観測データと、人工衛星等による観測や、数値シミュレーション等により求められた外
部海洋環境データから漁獲対象についての漁場予測を行う。なお、漁場予測の際には、自
身の観測データ、共有観測データ、外部海洋環境データのいずれか、又は組み合わせによ
り漁場予測をおこなうようにしてもよい。
漁場予測の手法については後述する。
【００２１】

40

予測式更新部１４２は、漁場予測１４１における漁場予測結果について、漁場予測結果
と、ユーザーが観測した実際の漁獲量を用いて、漁場予測結果を算出する予測式を修正し
、更新する。実際漁獲結果に基づき予測式を修正、更新することにより、予測式の精度が
向上する。修正、更新の手法については後述する。
【００２２】
外部データ取得部１６０は、外部の海洋環境データベースなどが有する外部データを取
得する。なお、外部データの取得の際に、外部データにおけるデータ項目および形式が本
漁場予測システム１０にて用いる形式と合致していない場合は、観測データＤＢに記録さ
れているデータ形式と同じ形式に変換し、取得するようにしてもよい。
外部データＤＢ１６１は、外部の海洋環境データベースなどから取得した外部データを
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格納する。
外部の海洋環境データベースから取得する外部データには、人工衛星により観測した海
洋環境データや、数値シミュレーションにより算出された海洋環境データなどが含まれる
。
外部の海洋環境データベースとしては、一般財団法人気象業務支援センター（http://w
ww.jmbsc.or.jp/）より配布されている北太平洋解析予報格子点資料及び北西太平洋解析
予報格子点資料などが含まれ、任意のデータベースを利用することができる。
【００２３】
なお、外部データ取得部１６０については、常に動作するようにしてもよいし、ユーザ
10

ーが希望した場合にのみ動作するようにしてもよい。
【００２４】
ユーザー端末２００は、送信部２１０、予測結果取得部２２０、漁場予測地図表示部２
３０を備える。
【００２５】
送信部２１０により、図示しない入力部により入力された、共有情報、ユーザー情報、
公開情報、漁場予測要求を、漁場予測装置１００へと送信される。更に、ユーザーが観測
した観測データが漁場予測装置１００へと送信される。
観測データのうち、漁獲量については図示しない入力部等により入力された時点、もし
くは、事前に設定した任意のタイミング等で送信される。その他の観測データは、観測と
同時に送信されるようにしてもよいし、一定の期間毎に送信されるようにしてもよい。

20

【００２６】
予測結果取得部２２０は、漁場予測部１４１にて算出された漁場予測結果を取得する。
【００２７】
漁場予測地図表示部２３０は、予測結果取得部２２０にて取得した漁場予測結果を反映
した漁場予測地図を表示する。また、漁場予測地図には、漁場予測結果のみではなく、漁
獲量が記録された地点などの、その他の情報を表示するようにしても良い。
【００２８】
以下、漁場予測部１４１にて用いる漁場予測手法について説明する。
【００２９】
本実施の形態１では、漁場予測部１４１において、ＨＳＩモデルを用いた漁場予測を行

30

う。
ＨＳＩ（Ｈａｂｉｔａｔ

Ｓｕｉｔａｂｉｌｉｔｙ

Ｉｎｄｅｘ）モデルは漁獲対象の

資源量とその海域の環境変数を用いて、各環境変数と資源量を統計的に比較し、環境変数
の値ごとに対象魚種にとってどの程度生息しやすいかを数値化したＳｕｉｔａｂｉｌｉｔ
ｙ

Ｉｎｄｅｘ（ＳＩ）を求め、それらを統合し、環境場が総合的に見て、漁獲対象にと

ってどの程度好適であるかを数値化したＨＳＩ値を求めるという手法である。
【００３０】
まず、環境変数ごとに、環境変数の値と漁獲対象の漁獲量実測値との関係を表すＳＩ曲
線を算出する。
本実施の形態１において、漁場予測に用いる環境変数として、海面水温（ＳＳＴ）、海
面高度（ＳＳＨ）、海面高度の勾配（∇ＳＳＨ）を用いる。また、漁獲量としては単位努
力量当たり漁獲量を表すＣＰＵＥ（Ｃａｔｃｈ

Ｐｅｒ

Ｕｎｉｔ

いる。
【００３１】
ＳＩの値は各環境変数ごとに、以下の数１で定義される。
【００３２】

Ｅｆｆｏｒｔ）を用
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【数１】

数１に示すＳＩの値を算出するために、観測データ中のＣＰＵＥの値と、対応する各環
境変数の値を抽出する。その後、抽出したデータを用いて、スプライン平滑化手法を用い
て、各環境変数と、ＣＰＵＥの値についてＳＩ曲線を作成する。
数１において、ＹｆｉｔはＳＩ曲線より求めた、任意の環境変数の値におけるｌｎ（Ｃ
ＰＵＥ）の値を表している。

10

【００３３】
漁場結果であるＨＳＩを予測するＨＳＩ予測式を以下の数２に示す。
【００３４】
【数２】

【００３５】
なお、数２においては各環境変数が漁獲対象の生息へ与える影響の度合いが同程度であ
ることを前提とし、各環境変数の積よりＨＳＩ値を算出している。

20

このようにして算出されたＨＳＩ値は０から１の値を示し、その値が大きいほど、その
地点での環境が漁獲対象の生息にとって好適であることを表す。
【００３６】
数２に従い漁場の各地点、すなわち緯度経度ごとに、ＨＳＩの値を算出することで漁場
予測の結果とする。なお、緯度経度ごとのＨＳＩ値を求めるために、各地点における各環
境変数の値から、数１におけるＹｆｉｔを求め、数１に代入する。この際の各地点におけ
る環境変数の値は、観測データが存在する地点については観測データを取得し、観測デー
タが存在しない地点については、予測結果を出力しないか、外部データから環境変数の値
を取得し、予測結果を出力するようにしてもよい。
30

【００３７】
本実施の形態１において、漁獲量についてはＣＰＵＥを採用しているが、操業時の漁船
の位置（緯度、経度）など任意の変数を用いてもよい。海洋環境データについては海面水
温、海面高度、海面高度の勾配の３種を採用しているが、塩分濃度、混合層深さ、流速な
ど任意の変数を用いてもよい。
また、ＨＳＩ値の算出方法については、漁獲対象の生息密度とＨＳＩ値との間に線形関
係が得られる算出手法であればよく、ＳＩ値の加算、乗算、加算と乗算との混合、Ｇｅｏ
ｍｅｔｒｉｃ

Ｍｅａｎ

Ｍｏｄｅｌなどの手法を用いてもよい。

【００３８】
以下、予測式更新部１４２における予測結果の更新手法について説明する。
【００３９】

40

ある時刻Ｔ０において作成したＨＳＩモデルを初期モデルとする。そして、初期モデル
作成から任意の時刻Ｔまで操業を続ける。このような時刻Ｔにおいて予測式を更新する場
合を例に説明をおこなう。
まず、時刻Ｔ０における全てのＳＩとＣＰＵＥに関するデータを標準化したものを用い
て、ＣＰＵＥを目的変数、各ＳＩを説明変数とする回帰分析を行う。
ここで各ＳＩ毎に算出された時刻Ｔ０における回帰係数を記録しておく。
次に、時刻Ｔにおいて再び全てのＳＩとＣＰＵＥに関するデータを標準化したものを用
いて上記と同様の条件で回帰分析を行う。そして、各ＳＩ毎の時刻Ｔにおける回帰係数を
記録する。
Ｔ０からＴまでに新たな観測データが追加されたことにより、ＨＳＩモデルにおける各
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ＳＩの寄与度の変化が、回帰係数の変化として表れる。
時刻Ｔにおける回帰係数を、時刻Ｔ０における回帰係数で除算したものをα1、α２、
α3とする。各ＳＩのＣＰＵＥに対する寄与度の変化を、ＨＳＩ値の算出時に掛け合わせ
ることで、観測データの追加による各ＳＩ値の変化を反映する。
従って、更新されたＨＳＩモデルは以下の数３のようになる。
【００４０】
【数３】

10
【００４１】
このようにして算出したＨＳＩモデルを漁場予測部１４１へと出力し、漁場予測部１４
１における予測式を更新する。
【００４２】
なお、本実施の形態１における、予測結果の更新手法は上記の手法に限定されるもので
はなく、漁場推定モデルの出力する値と実際の漁獲量を比較し、漁場推定モデルの出力が
実際の漁獲量へと近づくように漁場推定モデルを修正する手法であれば、任意の手法を用
いてもよい。
また、予測式更新部１４２の動作タイミング、すなわち予測式の更新タイミングについ
ては、更新の要求があった場合にのみ更新するようにしてもよいし、一定の期間を設け、
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当該期間経過毎に自動的に更新するようにしてもよい。
【００４３】
なお、本実施の形態１における漁場予測装置１００およびユーザー端末２００は、数値
演算、数値の入力、その結果の記録、出力等が可能であればよく、具体的には、ＣＰＵ、
メモリ、表示部、入出力インタフェース及び通信装置等を備えるコンピュータや、専用の
ハードウェアを使用することができる。
【００４４】
また、本実施の形態１においては、漁場予測部１４１においてＨＳＩモデルを用いて漁
場予測を行っているが、ＬＡＳＳＯ回帰などの回帰分析手法、生態的地位因子分析モデル
（ＥＮＦＡ）及び最大エントロピーモデル（ＭａｘＥｎｔ）などの他の手法を用いて漁場
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予測を行っても良い。
【００４５】
＜動作＞
図２は、本実施の形態１における漁場予測システム１０のユーザー情報、共有情報、お
よび、公開情報を登録する際の概略動作を示したフローチャートである。以下、それぞれ
の動作につき図２を参照しながら説明する。
【００４６】
ユーザー情報、共有情報及び公開情報を登録するために、まずユーザー名、パスワード
などの認証情報がユーザー端末２００により入力される（Ｓ２０１）。入力された認証情
報は送信部２１０により、漁場予測装置１００へと送信される。

40

【００４７】
新規のユーザーである場合は、入力された認証情報は、ユーザー情報ＤＢ１２０へ格納
される。その後ステップＳ２０４へと進む。
登録済みのユーザーである場合は、認証情報を照合し、ユーザー認証を行う（Ｓ２０２
）。
【００４８】
そして、認証結果をユーザー端末２００へと送信する（Ｓ２０３）。
【００４９】
認証に失敗した場合（Ｓ２０４におけるＮＯの場合）、動作を終了する。
認証に成功した場合（Ｓ２０４におけるＹＥＳの場合）、ユーザー情報等の入力を希望
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するかどうかを、ユーザー端末２００により入力される（Ｓ２０５）。
【００５０】
次に、ユーザー情報等の入力を希望するか否かについて、ユーザー端末２００により選
択される（Ｓ２０５）。
ユーザー情報等の入力を希望せずに、漁場予測などの他の動作を希望する場合（Ｓ２０
５におけるＮＯの場合）、他の画面に遷移する、もしくは動作を終了する。
ユーザー情報等の入力を希望する場合（Ｓ２０５におけるＹＥＳの場合）、漁場予測装
置１００に事前に設定された、漁獲対象の種類についてデータが取得され、ユーザー端末
２００へと送信される（Ｓ２０６）。
【００５１】

10

ユーザー端末２００により、送信された漁獲対象種別の中から、漁獲対象が設定される
（Ｓ２０７）。なお、漁獲対象については、複数設定されてもよい。
【００５２】
次に、ユーザー情報ＤＢ１３０に既に登録されているユーザー名、グループ情報につい
てデータが取得され、ユーザー端末２００へと送信される（Ｓ２０８）。
【００５３】
ユーザー端末２００により、送信されたグループ情報の中から、ユーザーが所属するグ
ループが設定される（Ｓ２０９）。どのグループにも所属していない場合は、グループ未
所属である旨が選択される。
なお、当該ユーザーがそのグループに所属することを許可するかどうかについては、各
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グループ毎に代表ユーザーを設定し、代表ユーザーが承認することで当該グループへの所
属が認められる。
【００５４】
更に、ユーザー端末２００により、送信されたユーザー及びグループ情報の中から、ユ
ーザーが観測した全ての観測データの共有を許可するユーザー及びグループが設定される
（Ｓ２１０）。なお、共有を許可するユーザー及びグループについては複数選択されても
、１つも選択されなくてもよい。
なお、共有を希望するユーザー間で、相互に共有を許可するように設定されていない場
合、双方ともに、観測データの共有は許可されない。共有を希望する対象がグループであ
った場合は、グループ毎に設定された代表ユーザーにより、承認がなされた場合、観測デ
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ータの共有が許可される。
【００５５】
次に、漁場予測装置１００に事前に設定された、観測データの全ての項目についてデー
タが取得され、ユーザー端末２００へと送信される（Ｓ２１１）。
【００５６】
ユーザー端末２００により、送信された観測データの全ての項目と、Ｓ２０８にて送信
されたユーザー名、グループ情報を用いて、観測データの項目のうち、どの項目を、どの
ユーザー及びグループへ公開するかについて設定される（Ｓ２１２）。
【００５７】
最後に設定終了の動作が割り当てられたボタンが押下される等の、設定終了動作が行わ
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れることにより、漁獲対象、所属グループ、共有情報、公開情報の各設定情報について、
漁場予測装置１００へと送信される（Ｓ２１３）。各設定情報は送信部２１０により送信
される。
【００５８】
漁場予測装置１００へと送信された各設定情報は、それぞれ対応するＤＢへと格納され
る（Ｓ２１４）。漁獲対象及び所属グループの設定情報についてはユーザー情報ＤＢ１２
０へ格納される。共有情報の設定情報については、共有情報ＤＢ１３０へ格納される。公
開情報の設定情報については、公開情報ＤＢへ格納される。
【００５９】
図４はこの発明の実施の形態１に係るユーザー端末２００における、漁獲対象の設定（
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ステップＳ２０７）、所属グループの設定（ステップＳ２０９）、共有情報の設定（ステ
ップＳ２１０）の動作中の画面表示例を示したものである。
【００６０】
図５はこの発明の実施の形態１に係るユーザー端末２００における、公開情報の設定（
ステップＳ２１３）の動作中の画面表示例を示したものである。
【００６１】
図３は、本実施の形態１における漁場予測システム１０の漁場予測及び、予測結果の表
示についての概略動作を示したフローチャートである。以下、それぞれの動作につき図３
を参照しながら説明する。
【００６２】
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まず、ユーザー端末により、漁場予測要求が送信される（Ｓ３０１）。漁場予測要求は
、漁獲対象の情報と、送信したユーザーのユーザー名と共に送信部２１０により漁場予測
装置１００へ送信される。
【００６３】
漁場予測要求取得部１１０は漁場予測要求及びユーザー名を取得し、漁場予測部１４１
は漁場予測を開始する（Ｓ３０２）。
【００６４】
取得したユーザー名に対応するユーザー情報を、ユーザー情報ＤＢ１２０から取得する
。同様に共有情報および公開情報を、共有情報ＤＢ１３０、公開情報ＤＢ１７０から取得
する（Ｓ３０３）。
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【００６５】
次に、取得したユーザー情報及び共有情報をチェックし、漁場予測を希望するユーザー
に対して情報の共有を許可しているユーザーを特定する。その後、特定したユーザーにつ
いて記録された全ての観測データを、観測データＤＢ１１１から取得する（Ｓ３０４）。
なお、情報の共有を希望するユーザー又はグループと、漁場予測を希望するユーザー間
で、相互に情報の共有を許可するように設定されていない場合、当該共有相手の観測情報
を取得することができない。
本実施の形態１においては、このように自らの観測データを共有するという行為により
、他者の観測データを追加して予測を行った、高精度の漁場予測結果を得ることができる
というインセンティブが発生する。

30

なお、インセンティブについては、金銭などのより直接的な報酬を得られるようにして
もよい。その場合、共有するという行為に比して、公開するという行為のほうが報酬が高
くなる等、公開する項目数、相手の数に比例して報酬が変動するようにしてもよい。
【００６６】
さらに、取得した公開情報をチェックし、漁場予測を希望するユーザーに対して情報の
公開を許可しているユーザーおよび観測データの項目を特定する。その後、特定したユー
ザーおよび観測データの項目に対応する観測データを、観測データＤＢ１１１から取得す
る（Ｓ３０５）。
【００６７】
また、漁場予測のために外部データＤＢ１６１より、外部データを取得する（Ｓ３０６
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）。
なお、外部データには、人工衛星により観測した海洋環境データや、数値シミュレーシ
ョンにより算出された海洋環境データなどが含まれる。
【００６８】
そして、ステップＳ３０６までに取得したデータを用いて漁場の予測を行い、ユーザー
端末２００へと送信する。（Ｓ３０７）。本実施の形態１においては、取得したデータ内
の、緯度経度毎の、漁獲対象の漁獲量と、海面水温、海面高度、海面高度の勾配の情報を
用いて、ＨＳＩモデルを作成する。このように作成されたＨＳＩモデルによる漁場予測結
果とは、緯度経度の情報毎に０から１までで表されるＨＳＩの値が格納された三次元行列
データとなる。
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【００６９】
漁場予測装置１００より送信された漁場予測結果は、予測結果取得部２２０にて取得さ
れる。
【００７０】
最後に、漁場予測地図表示部２３０は、ユーザー端末２００が有する地図情報上に、取
得した予測結果をプロットした、漁場予測地図を作成する。そして、漁場予測地図をユー
ザー端末２００上に表示する（Ｓ３０９）。漁場予測地図は、ユーザー端末上での図示し
ない入力手段による操作や、緯度、経度情報の指定により、地図上の任意の位置における
漁場予測結果の確認が可能となる。
【００７１】

10

図６はこの発明の実施の形態１に係るユーザー端末２００における、漁場予測結果を地
図上に表示（ステップＳ３０９）する動作中の画面表示例を示したものである。
【００７２】
以上より、本実施の形態１によれば、以下のような効果を奏する。
【００７３】
漁場予測装置１００は、ユーザー情報ＤＢ１２０、共有情報ＤＢ１３０、公開情報ＤＢ
１７０に格納されたユーザー間、グループ間の共有設定情報に基づいて共有がなされた観
測データを用いて、漁場予測部１４１にて漁場を予測するよう構成されているので、不必
要なデータの漏洩の心配がなく、漁労データの効率的な共有が可能となるという効果を奏
する。
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また、漁場予測装置１００は、情報の共有を希望するユーザー又はグループと、漁場予
測を希望するユーザー間で、相互に情報の共有を許可するように設定されていない場合、
当該共有相手の観測情報を取得することができないよう構成されているので、自分の観測
データを共有することで、他者の観測データを追加して予測した、高精度な漁場予測結果
を得ることができるというインセンティブが発生する。そのため、より積極的なデータの
共有が可能となるという効果を奏する。
【００７４】
さらに、漁場予測装置１００は、ユーザー端末から送信される最新の観測データが記録
された観測データＤＢ１１１を用いて、漁場予測部１４１にて漁場を予測するよう構成さ
れているので、操業時の海洋環境を正確に把握可能となり漁場予測精度が向上するという
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効果を奏する。
【００７５】
実施の形態２
以下、本発明の実施の形態２に係る海洋環境データ共有システムについて図７を参照し
て説明する。
【００７６】
＜機能及び構成＞
図７はこの発明の実施の形態２に係る海洋環境データ共有システム２０の構成を示すブ
ロック図である。
海洋環境データ共有システム２０は、海洋環境データ共有装置７００と、ユーザー端末
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８００と、を備え、ユーザーにより観測された漁獲量や水温等の観測データと、ユーザー
ごとに設定された共有情報に基づいて共有された観測データから、漁場の予測を行うシス
テムである。
海洋環境データ共有装置７００とユーザー端末８００は人工衛星通信、ＬＡＮやインタ
ーネット等のネットワークを介して接続されている。
ユーザー端末８００は、操業を行う漁船などに設置されることを想定している。
【００７７】
なお、図７において、図１と同一符号のものは、同一または相当部分を示す。
上記実施の形態１と比較して、海洋環境データ共有システム１の構成は、共有情報に基
づいて共有された観測情報のうち、希望する観測情報又はその組み合わせについて海洋地
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図上に表示するという点で相違している。その他の構成については、上記実施の形態１と
同様であるため説明を省略する。
【００７８】
海洋環境データ共有装置７００は、観測データ取得部１１０、観測データＤＢ１１１、
ユーザー情報ＤＢ１２０、共有情報ＤＢ１３０、共有要求取得部７１０、共有観測データ
出力部７２０、外部データ取得部１６０、外部データＤＢ１６１、公開情報ＤＢ１７０を
備える。
【００７９】
また、ユーザー端末８００は、送信部２１０、共有観測データ取得部８１０、海洋環境
地図表示部８２０を備える。
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【００８０】
共有要求取得部７１０は、ユーザー端末８００によって指定された観測データについて
、共有情報の出力を要求する信号である共有要求を取得する。共有要求は全ての漁獲対象
について要求してもよいし、漁獲対象毎に要求してもよい。
【００８１】
共有観測データ出力部７２０は、入力された共有要求に従って、ユーザー情報ＤＢ１２
０、共有情報ＤＢ１３０、公開情報ＤＢ１７０を参照し、観測データＤＢ１１１から、共
有が許可される観測データである共有観測データを取得する。また、共有観測データは、
観測データのうち、ユーザー端末８００によって指定された観測データについてのみ取得
する。

20

【００８２】
共有観測データ取得部８１０は、共有観測データ出力部７２０から出力された共有観測
データを取得する。
【００８３】
海洋環境地図表示部８２０は、共有観測データ取得部８１０にて取得した共有データ、
すなわちユーザーによって指定された観測データを地図上に表示した海洋環境地図を表示
する。また、海洋環境地図には、ユーザー端末８００によって指定された観測データのみ
ではなく、外部データＤＢ１６１から取得した一般的な海洋情報などの、その他の情報を
表示するようにしても良い。
【００８４】
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＜動作＞
図８は、本実施の形態２における海洋環境データ共有システム２０の、共有要求の出力
情報、および、共有要求に従った共有観測データの出力と、出力結果を記載した海洋環境
地図を表示する際の概略動作を示したフローチャートである。以下、それぞれの動作につ
き図８を参照しながら説明する。
図８におけるＳ３０３からＳ３０６の動作は、図３における番号の対応する動作と同一
であるので、説明を省略する。
【００８５】
まず、ユーザー端末８００により、共有を希望する観測データの項目と、共有要求が送
信される（Ｓ８０１）。共有要求は、漁獲対象の情報と、送信したユーザーのユーザー名
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と共に送信部２１０により海洋環境データ共有装置７００へ送信される。
【００８６】
共有要求取得部７１０は共有要求と、共有を希望する観測データの項目と、ユーザー名
を取得し、観測データの共有を開始する（Ｓ８０２）。
【００８７】
共有観測データ出力部７２０は、入力された共有要求に従って、ユーザー情報ＤＢ１２
０、共有情報ＤＢ１３０、公開情報ＤＢ１７０を参照し、観測データＤＢ１１１から、共
有が許可される観測データである共有観測データを取得し、ユーザー端末８００へと出力
する（Ｓ８０３）。
【００８８】
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共有観測データ取得部８１０は、共有観測データ出力部７２０から出力された共有観測
データを取得する（Ｓ８０４）。
【００８９】
最後に、海洋環境地図表示部８２０は、ユーザー端末８００が有する地図情報上に、取
得した共有観測データを記載した、予測地図を作成する。そして海洋環境地図をユーザー
端末８００上に表示する（Ｓ８０５）。海洋環境地図は、ユーザー端末８００上での図示
しない入力手段による操作や、緯度、経度情報の指定により、地図上の任意の位置におけ
る共有観測データの確認が可能となる。
【００９０】
以上より、本実施の形態２によれば、以下のような効果を奏する。
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【００９１】
海洋環境データ共有装置７００は、ユーザー情報ＤＢ１２０、共有情報ＤＢ１３０、公
開情報ＤＢ１７０に格納されたユーザー間、グループ間の共有設定情報に基づいて共有が
なされた観測データを共有観測データ出力部７２０から出力するよう構成されているので
、不必要なデータの漏洩の心配がなく、漁労データの効率的な共有が可能となるという効
果を奏する。
【００９２】
以上、実施の形態１および２を参照して本発明を説明したが、本発明は上述した実施の
形態に限定されるものではない。本発明の構成及び動作については、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲において、当業者が理解しうる様々な変更を行うことができる。
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【符号の説明】
【００９３】
１０…漁場予測システム
２０…海洋環境データ共有システム
１００…漁場予測装置
１１０…観測データ取得部
１１１…観測データＤＢ
１２０…ユーザー情報ＤＢ
１３０…共有情報ＤＢ
１４０…漁場予測要求取得部
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１４１…漁場予測部
１４２…予測式更新部
１６０…外部データ取得部
１６１…外部データＤＢ
１７０…公開情報ＤＢ
２００、８００…ユーザー端末
２１０…送信部
２２０…予測結果取得部
２３０…漁場予測地図表示部
７００…海洋環境データ共有装置
７１０…共有要求取得部
７２０…共有観測データ出力部
８１０…共有観測データ取得部
８２０…海洋環境地図表示部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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