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1.衛星画像 

本船が採用している気象衛星には“ひまわ

り”と“NOAA”がある。NOAA とはアメリカ航

空大気庁(NOAA)の衛星の名前で、地上 800km

の位置を 101 分で地球を一周する。この衛星か

らは 1日に 4回程度の画像が送られてくる。 

 52

 

 
 

NOAA の画像には 

①海面温度分布を赤～紫で色分けした画像 

 

 

Fig.1-① 

この場合海面温度が低い部分はより濃い青で、

海面温度の高い部分ほどより濃いオレンジで

表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②雲の分布を表示した雲画像 

 

Fig.1-② 

画像中の赤い点は、この画像を受信したときの

本船の位置である。夜、太陽光が届かない場合

は赤外線画像が送られてくるが、昼間の画像と

まったく違いは無い。 

 

③tovs といって風向・風力を 100～800hPa 単

位で表示した画像。 

 
Fig.③ 

気圧の種類には 200hPa、500hPa、800hPa の 3

種類があり、通常は 500hPa の画像を見る。tovs

の画像には風向・風力が赤の矢羽根で示され、



等圧線が緑の線で示される。また、③の tovs

の画像には Fig1-④のように雲の画像も同時

に表示することができる。 
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これによって雲の分布状況と気圧、風向、風力

を一度に比較することができ、今後の天気の予

測を立てることができるだろう。 

以上、これら３つの画像には緯度・経度、海岸

線、等深線、さらにはその画像が送られてきた

ときの本船の位置(本船の位置に関しては時間

が経過すると入れることができない)を任意で

加えることができる。NOAA の画像は常に完全

な画像が送られてくるわけではなく、衛星と本

船の位置関係や雲の状態、衛星の状態などによ

って変わってくる。たとえば Fig.1 の画像を見

てみると、所々に黒い筋が入っていてとても見

にくい画像になっている。これはまだ良いほう

で、悪いときは画像の中にぽっかり穴が開いて

しまってとても使える画像ではない場合もあ

る。 

 

Fig.1-1 

また、地球表面が雲で覆われているところも海

面温度分布の画像に関しては、衛星が海面温度

の情報を得ることができないため黒く表示さ

れる。下のFig.1-2とFig.1-3を比較してみる。

これらは 2004 年 11 月 17 日の画像で、Fig.1-2

は海面温度分布を表示したもので、Fig.1-3 は

雲の分布を表示したものである。 

 

Fig.1-2 

 

Fig.1-3 

Fig.1 を見ると太平洋に黒い部分が見られ、

Fig.2 の同じ位置に大きな雲があるのがわか

る。つまり、ある程度の厚みを持った雲がある

部分は、衛星が海面温度分布の情報を得ること

ができず、その結果黒く表示されているという

ことがよくわかる。 

 

2、実気象との比較 

衛星画像は送られてくる画像を見ることで

リアルタイムで、地上・海上からでは分からな

い雲の様子や、低気圧、高気圧、台風の大きさ

や進路を判断することができるというのが利

点であるが、それでは実際の気象と画像との比

較をしてみよう。Fig.2-1 の画像は 2005 年 1



月 15 日の画像を、また Fig.2-2 にこのときの

天気図を示す。見て分かるように 2つの強い低

気圧があり、本船の針路は 55°で低気圧にそ

のまま突っ込む形となった。徐々に風は強まっ

て海峡も悪くなり荒天になると容易に予想が

付く。 
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この日の

力：6 気圧：987.4hPa 

7 になり最大で

 
Fig.2-1 

 
Fig.2-2 

正午の気象は 

天気：曇り 風向：SW 風

気温：1.5℃ 水温：1.4℃ 

であった。午後になって風力は

14.2m/s の風、天気は雪へと変わった。海況は

5 で動揺は右が 16°、左が 10°傾いた。次の

日、1 月 16 日になると 2 つあった低気圧は 1

つに合体して大きな一つの低気圧になった。そ

の画像を Fig.2-3 に示す。 

 

Fig.2-3 

この日西南西の風は徐々に強くなり、午前中

12m/s吹いていた風は午後には14m/sになった。

また海況は 5 から 6 になり、動揺も右が 16°

左が 18°で船の揺れは激しかった。天気は雪

であった。1 月 17 日になると今度は Fig.2-3

で赤く囲った部分の低気圧が発達して渦を巻

き始めた。その画像を Fig.2-4 に示す。前日か

ら吹き続けていた西南西の風は北東の風に変

わり、風力も 6から 8になって 20m/s 近い風が

ふいた。同様も最大で 20°傾いた。 

 

 

 

Fig.2-4 

次の 1 月 18 日には本船は低気圧の真只中にい

た。そのときの画像を Fig.2-5 に示す。 



 

Fig.2-5 

風は北西から西の風に変わり、依然として風力

は衰えず 20m/s の風、海況は悪く船は一時 30

度傾いた。このように周囲の雲の様子と船の針

路を比較することでその後の計画や針路の決

定、荒天対策などに役立てることができる。こ

こで参考までに高気圧と低気圧がはっきりと

写っている画像を 1つあげておく。 
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これは 2005 年 3 月 9 日の画像で、北海道沖に

強い低気圧、太平洋に高気圧がはっきりと写っ

ている。 

 

3、衛星画像の漁場への応用 

昔漁業は漁師の勘に頼ることが少なくなか

ったが、現在衛星画像の発達によって海流や水

温分布が一目で分かるようになり、衛星画像は

漁業にも大いに利用されている。では実際にど

のように分かるのが見てみよう。2004 年 12 月

4 日～10 日、本船はインド洋でマグロ延縄実習

を行った。漁獲結果は以下に示すとおりである。 

キハダ メバチ ビンナガ
12月4日 2 1 0
12月5日 0 2 0
12月6日 0 0 0
12月7日 0 5 1
12月8日 2 0 0
12月9日 1 4 2

12月10日 3 2 3  

Table2-1 

一番漁獲が多かったのは10日の8本であった。

漁獲が多かった 7 日 Fig.2-1 と 9 日 Fig.2-2

と 10 日 Fig.2-3 の海面温度分布を見てみる。

本船のその日の漁場を青線で囲って示した。3

枚の画像を見ても全日ともに海面温度の分布

に目立った違いは無く安定していることがわ

かる。漁場の海水温度は 7日が 27.8°、9日が

28.2°、10 日が 28.2°であった。この 3 日間

に共通していると思われることは、漁場の周囲

に温度変化があるということである。特に 9

日と 10 日は漁場が漁場の温度よりも低い海水

に挟まれている。温度の低い海水と温度の高い

海水とがぶつかる所には海水の鉛直方向の流

れ(これを湧昇という)ができ、プランクトンが

多く存在すると言われている。その結果マグロ

の餌となる魚がその部分に集まり、その集まっ

た魚を求めてマグロが集まる。ちょうどそこに

本船が延縄漁具を仕掛けたため、他の日に比べ

てマグロの漁獲が多かったと考えることがで

きる。 

 

Fig.2-1 



 

Fig.2-2 
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Fig.2-3 

次に、マグロがまったく漁獲されなかった 6

日について考察してみる。6 日の衛星画像を

Fig.2-4 に示す。先ほどと同じようにその日の

漁場を青線で囲った。6日の漁場は周囲に温度

変化が無く、広い範囲で一定の海水温であるこ

とがわかる。この日の海水温度は 27.6°であ

った。この漁場では、漁獲の多かった 3日間の

漁場のような周囲の海水の温度変化が無かっ

たために海水の鉛直方向の流れ、つまり湧昇が

起きていないために餌の量に変化が無く、マグ

ロは特に集まらなかったと考えられる。8日に

関しては湧昇が起きていた 

 

Fig.2-4 

4、氷山と衛星画像 

今航海では南氷洋に 2 度行き、氷山・氷縁・

アイスパックもたくさん見ることができた。こ

れらの氷山などが衛星画像ではどのように映

っているのか見てみる。まずは 1月に行った昭

和基地周辺の画像を見てみよう。Fig.4-1 に示

すのは 2005 年 1 月 5 日の衛星画像である。ま

た、Fig.4-1 の黄色く囲った部分を拡大したも

のを Fig.4-2 に示す。 

 

Fig.4-1 

 

Fig.4-2 

この画像には南極大陸から張り出した氷縁が

はっきりと写っている。氷縁は隙間の無い白色



に写っている。しかし、残念ながら 1月の期間

で氷山の写っている画像は 1 枚も得られなか

った。次に 2月にオーストラリア基地からフラ

ンス基地周辺の画像の中から大きな氷山の写

った画像をあげる。 

 

Fig.4-3 

これは 2005 年 2 月 12 日の画像である。この画

像には大きな氷山が写っている。黄色の丸で囲

ったものがそれである。この氷山は長さが

200km もあり、上空に雲が無ければ容易に衛星

画像に映る。以上より、雲さえなければある程

度の大きさをもつ氷山は衛星画像に映ること

が分かったが、その大きさに関して今回は分か

らなかった。 

 

5、まとめ 

NOAA の画像には海面温度分布の画像、雲の

分布の画像、風向・風力の画像、これら 3つが

あるが、それぞれを単独で見るよりも同じ日

(近い日)の 3 種類の画像を比較しながら実際

の天気とも比較すると興味深い情報を得るこ

とができるだろう。また、衛星画像から漁場を

割り出す場合は、もっと短い時間間隔での画像

を手に入れ、その画像と魚群探知機などを併用

することでより的確に魚群を見つけることが

できるだろう。 
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