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赤潮への早期対策のための赤潮情報送受信システムの開発
高市
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研究目的

赤潮による被害は重大な問題であり，赤潮への早期
対策を行うことは重要である．また，漁業従事者は，研
究者が発信する赤潮情報を，迅速に受け取れることを
望んでいる．そこで，漁業従事者が，研究者が発信した
赤潮情報を迅速に受け取れるようにすることで，赤潮
への早期対策を支援することを目的として研究を行う．
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はじめに

現在，養殖漁業において，突発的に発生する赤潮に
よる養殖魚への被害が問題となっている． 例えば，愛
媛県では，2015 年に発生した赤潮によって，3 億 7200
万円もの被害額が発生している [1]．赤潮による被害を
大幅に防除するためには，赤潮発生前や赤潮の初期段
階での漁業従事者による対応が必要となる．
赤潮発生前や初期段階での対応を可能にするため，愛
媛大学南予水産研究センターでは，水産学の研究者が，
海域異常や海水中のプランクトン濃度といった海域情
報から，生物学的観点で赤潮の発生予測を試みている
[2]．
漁業従事者は，研究者によって分析された，海域情
報や赤潮の発生予測情報といった赤潮情報を，迅速に
受け取れることを望んでいる．漁業従事者が，赤潮情
報をいち早く受け取ることで，赤潮への早期対策を実
現することができる．
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研究目標

先行研究において，漁業従事者に向けた赤潮情報配信
システムの開発が行われた [3]．しかし，先行研究では，
赤潮情報受信アプリケーションとして，android 版の
みアプリケーションの開発が行われた．そのため，iOS
端末を利用する漁業従事者は，赤潮情報を受信するこ
とができない．
そこで，本研究では，iOS 版の赤潮情報受信アプリ
ケーションを開発する．iOS 版アプリケーションには，
android 版アプリケーションと同様の機能を持つこと
が求められている．android 版アプリケーションの機能
は，以下の 3 つである．

1. 利用者が，どの地区に向けた赤潮情報を受信した
いか登録する機能
2. 利用者に，赤潮情報の受信を通知する機能
3. 利用者が，配信された赤潮情報を閲覧できる機能
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図 1: 地図での地区表示

図 2: 地区選択時の画面

また，android 版アプリケーションを利用していた漁
業従事者が，操作性に違いを感じないように，iOS 版
アプリケーションの開発を行う必要がある．
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アプリケーションの概要

赤潮情報受信アプリケーションに求めらる 3 つの機
能と，それぞれの機能における iOS 版アプリケーショ
ンの実装について述べる．

4.1

地区登録機能

地区登録機能は，アプリケーションの利用者が，赤潮
情報を受信する地域を登録するための機能である．漁
業従事者は，登録した地区での赤潮情報が配信された
際に，その情報に関する通知を受け取ることができる
ようになる．
iOS 版アプリケーションでは，android 版アプリケー
ションと同様に，現在地を登録する，もしくは，図 1
のような地図上の地区から選択して登録する，という
2 つの方法による地区登録機能を実装した．
また，本研究では，地区の配置を，android 版・iOS
版の両アプリケーションにおいて，図 1 のように，地区
同士が，重なるように変更した．理由は，地区に該当
しない場所を，地図上から減らすためである．さらに,
複数の地区が重なる場所を選択した時には， 図 2 のよ
うに，登録したい地域を複数選択できるようにした．
しかし，iOS アプリケーションでは， android アプリ
ケーションとは違い，チェックボックスを標準コンポー
ネントで実装できない．そこで，図 2 のように，標準コ
ンポーネントである UITable を使用し，項目の複数選
択を可能とした．さらに，項目を選択した時に，項目の
右にチェックマークを表示した．これによって，チェッ
クボックスで複数選択と，同様の操作性を実現した．
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4.2.1

(a) 3 種類全てを設定

配信ページへの移動機能

漁業従事者が自ら赤潮情報を確認したい場合に利用
する機能である．通知情報をタップすることや，アプ
リ内の赤潮情報確認ボタンをタップすることで，過去
に配信された赤潮情報が掲載されている web ページへ
移動することができる．これによって，漁業従事者は，
他の地域での赤潮情報を確認したり，過去の赤潮情報
を確認したりすることができる．
iOS 版アプリケーションでは，android 版アプリケー
ションと同様に，web ページへ移動する機能を実装し
た．しかし，iOS 版アプリケーションでは，android 版
アプリケーションのように，web ページを開く際に，ブ
ラウザを選択することはできない．

(b) 注意・警戒情報を設定

(c) 警戒情報のみ設定

図 3: 赤潮情報の種類に対する通知音の設定
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おわりに

本研究では，漁業従事者が，赤潮への早期対策の支
援を目的に，漁業従事者が赤潮情報を受信できる iOS
版の赤潮情報受信アプリケーションを開発した．
iOS 版アプリケーションと android 版アプリケーショ
ンでは，異なるコンポーネントによる実装や，異なる
通知方式の実装がある．しかし，iOS 版アプリケーショ
ンでは，android 版アプリケーションの持つ機能・操作
性を損ねることのない実装を行った．
今後の課題として，第三者が感じる android 版アプ
リケーションと iOS 版アプリケーションの機能・操作
性の違いなどから，iOS 版アプリケーションを客観的
に評価する必要がある．
図 4: android 版での通知

4.2

図 5: iOS 版での通知
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通知機能

通知機能は，漁業従事者に，赤潮情報を受信したこ
とを知らせるための機能である．android 版アプリケー
ションでは，3 種類ある赤潮情報の種類に応じて，

1. 音の発生
2. 通知バーへの表示
3. ダイアログでの表示
の 3 つの方法を組み合わせる通知方式を用いている．
これにより，漁業従事者が，どのような情報を受信し
たかを把握しやすくしている．しかし，iOS 版アプリ
ケーションでは，端末のスリープ時などに，通知の表
示領域を変更することができない．
そこで，図 3(a)，3(b)，3(c) のように，赤潮情報の
種類に対して，音を発生させて通知するかどうか，の
設定を行える機能を実装した．漁業従事者が，赤潮情
報の種類に応じて，独自に通知音の有無を設定するこ
とによって，赤潮情報を受信した際の通知方式に差を
つけることができる．そのため，iOS 版アプリケーショ
ンでも，漁業従事者は，自身にとって，重要な赤潮情
報を受信したかどうかを把握することができる．
また，図 4，5 の通知の表示を比較すると，android
版・iOS 版の両方で，赤潮情報の種類・地区名・発生時
刻の情報が表示されている．そのため，通知を確認す
ることで，iOS 版アプリケーションでも，android 版ア
プリケーションと同様の情報を得ることができる．
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