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測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，８５０８５０８５０８５０rpmrpmrpmrpmにてにてにてにて集魚灯集魚灯集魚灯集魚灯をををを同時間点灯同時間点灯同時間点灯同時間点灯したしたしたした燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

第五明信丸様第五明信丸様第五明信丸様第五明信丸様　　　　　　　　燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置効果測定結果設置効果測定結果設置効果測定結果設置効果測定結果

測　定　条　件
測定日時　 　平成２１年５月９日　  設置船舶名　 　第五明信丸様
船　  舶　 イカ釣り船　ＦＲＰ製 　１４．８６ｔ  使用燃料 　　軽　油
エンジン型式 ヤンマー　６KY-ET  出　 　力　  ４２６．５９Kw

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　56.5856.5856.5856.58ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　90909090分分分分

発電周波数  発電周波数  発電周波数  発電周波数  59.5Hz59.5Hz59.5Hz59.5Hz                　　　　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　37.7437.7437.7437.74ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　52.1752.1752.1752.17ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　90909090分分分分

発電周波数   発電周波数   発電周波数   発電周波数   59.6Hz59.6Hz59.6Hz59.6Hz                        　　　　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　34.834.834.834.8ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷÷÷÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））××××１００１００１００１００

60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　　　　　　　　　　　　　2.942.942.942.94ℓℓℓℓ/h/h/h/h削減成功削減成功削減成功削減成功　 　　 　　 　　 　削減率削減率削減率削減率7.797.797.797.79％％％％達成達成達成達成



第二堺丸様第二堺丸様第二堺丸様第二堺丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，８００８００８００８００rpmrpmrpmrpmにてにてにてにて集魚灯集魚灯集魚灯集魚灯をををを同時間点灯同時間点灯同時間点灯同時間点灯したしたしたした燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

測　定　条　件
測定日時　 　平成２１年８月１日　  設置船舶名　 　第二堺丸様
船　  舶　 イカ釣り船　ＦＲＰ製    １４ｔ 　使用燃料　 　A　重　油
エンジン型式 ヤンマー　６LX-ET  出　 　力　 　７７０ｗｋ

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　５７５７５７５７....７９７９７９７９ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　60606060分分分分

発電周波数   発電周波数   発電周波数   発電周波数   60606060 Hz Hz Hz Hz　　　　                 平均燃費平均燃費平均燃費平均燃費　　　　57.7957.7957.7957.79ℓℓℓℓ////ｈｈｈｈ

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　５２５２５２５２....５８５８５８５８ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　60606060分分分分

発電周波数   発電周波数   発電周波数   発電周波数   60606060 Hz Hz Hz Hz 平均燃費平均燃費平均燃費平均燃費　　　　52.5852.5852.5852.58ℓℓℓℓ////ｈｈｈｈ

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００

６０６０６０６０分平均燃費分平均燃費分平均燃費分平均燃費　 　　 　　 　　 　5.215.215.215.21ℓℓℓℓ////ｈｈｈｈ向上成功向上成功向上成功向上成功　　　　　　　　向上率向上率向上率向上率　 　 　 　 9.029.029.029.02％％％％達成達成達成達成



第三共宝丸様第三共宝丸様第三共宝丸様第三共宝丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，８５０８５０８５０８５０rpmrpmrpmrpmにてにてにてにて集魚灯集魚灯集魚灯集魚灯をををを同時間点灯同時間点灯同時間点灯同時間点灯したしたしたした燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

測　定　条　件
測定日時　 　平成２１年８月１日　  設置船舶名　 　第三共宝丸様
船　  舶　 イカ釣船　ＦＲＰ製    １４ｔ  使用燃料　 　軽　油
エンジン型式 ヤンマー　６KH-UT  出　 　力　  ４５０ｋｗ

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　39.8539.8539.8539.85ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　60606060分分分分

発電周波数   発電周波数   発電周波数   発電周波数   60606060 Hz Hz Hz Hz　 　　 　　 　　 　平均燃費平均燃費平均燃費平均燃費　　　　39.8539.8539.8539.85ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　37.2137.2137.2137.21ℓℓℓℓ　　 　　　 　　　 　　　 　運転時間運転時間運転時間運転時間　　　　60606060分分分分

発電周波数   発電周波数   発電周波数   発電周波数   60606060 Hz Hz Hz Hz　 　　 　　 　　 　平均燃費平均燃費平均燃費平均燃費　　　　37.2137.2137.2137.21ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００
６０６０６０６０分平均燃費分平均燃費分平均燃費分平均燃費　　　　　　　　　　　　　　　　2.642.642.642.64ℓℓℓℓ////ｈｈｈｈ向上成功向上成功向上成功向上成功　　　　     向上率 向上率 向上率 向上率 6.626.626.626.62％％％％達成達成達成達成



第十一大吉丸様第十一大吉丸様第十一大吉丸様第十一大吉丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，９００９００９００９００rpmrpmrpmrpmででででＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ指定指定指定指定ポイントポイントポイントポイント往復往復往復往復のののの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

測　定　条　件
測定日時　 　平成２１年６月６日 　　　            設置船舶名　 　第十一大吉丸様
船　  舶　    小型底曳き網船　ＦＲＰ製　９．７ｔ  　使用燃料　 　　A重油
エンジン型式 　ヤンマー　　６KXZP-GT　     　 　出　　　力　　  ５０２Kw

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　107.1107.1107.1107.1ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　14.4mile14.4mile14.4mile14.4mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　58585858分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　 　　 　　 　　 　15151515ｋｎｋｎｋｎｋｎooooｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　110.41110.41110.41110.41ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　106.0106.0106.0106.0ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　14.4mile14.4mile14.4mile14.4mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　62626262分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　 　　 　　 　　 　14kno14kno14kno14knoｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　101.92101.92101.92101.92ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００

60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　　　　　　　　　　　　　8.498.498.498.49ℓℓℓℓ/h/h/h/h削減成功削減成功削減成功削減成功　 　　 　　 　　 　削減率削減率削減率削減率7.697.697.697.69％％％％達成達成達成達成



甚王丸様甚王丸様甚王丸様甚王丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，９００９００９００９００rpmrpmrpmrpmででででＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ指定指定指定指定ポイントポイントポイントポイント往復往復往復往復のののの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

測　定　条　件
測定日時　  平成２１年７月４日 　         設置船舶名　 　甚王丸様
船　  舶　    吾智網船　ＦＲＰ製　　９.７t  　使用燃料　 　軽油
エンジン型式  ヤンマー　６KY-ET　     　 出　　　力　　  ５０８Kw

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　76.2976.2976.2976.29ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　12.0mile12.0mile12.0mile12.0mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　52.52.52.52.９９９９分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　　　　１３１３１３１３．．．．６６６６knoknoknoknoｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　86.86.86.86.５３５３５３５３ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　71.7571.7571.7571.75ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　12.0mile12.0mile12.0mile12.0mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　52.52.52.52.３３３３分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　　　　１３１３１３１３．．．．８８８８knoknoknoknoｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　ｔ　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　82.82.82.82.３１３１３１３１ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００

60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　　　　　　　　　　　　　4.224.224.224.22ℓℓℓℓ/h/h/h/h削減成功削減成功削減成功削減成功　 　　 　　 　　 　削減率 削減率 削減率 削減率 ４４４４．．．．８８８８８８８８％％％％達成達成達成達成



勝英丸様勝英丸様勝英丸様勝英丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数１１１１，，，，400400400400rpmrpmrpmrpmででででＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ指定指定指定指定ポイントポイントポイントポイント往復往復往復往復のののの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

測　定　条　件
測定日時　  平成２１年７月18日  設置船舶名　 　勝英丸様
船　  舶　    刺し網船　ＦＲＰ製　　９.７t  　使用燃料　 　軽油
エンジン型式  いすゞ　UM6WF1TCG　  出　 　力　  450Kw

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　35.0235.0235.0235.02ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　6.4mile6.4mile6.4mile6.4mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　42.4242.4242.4242.42分分分分

平均時速  平均時速  平均時速  平均時速  9knot9knot9knot9knot　 　　 　　 　　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　49.6049.6049.6049.60ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　33.0633.0633.0633.06ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　6.4mile6.4mile6.4mile6.4mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　42.2842.2842.2842.28分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　 　 　 　 9knot9knot9knot9knot　  　  　  　  60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　46.8946.8946.8946.89ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００

60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　　　　　　　　　　　　　2.712.712.712.71ℓℓℓℓ/h/h/h/h削減成功削減成功削減成功削減成功　 　　 　　 　　 　削減率 削減率 削減率 削減率 5.465.465.465.46％％％％達成達成達成達成



測定方法測定方法測定方法測定方法　　　　回転数回転数回転数回転数２２２２，，，，２００２００２００２００rpmrpmrpmrpmででででＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ指定指定指定指定ポイントポイントポイントポイント往復往復往復往復のののの燃料消費量燃料消費量燃料消費量燃料消費量をををを測定測定測定測定

寿丸様寿丸様寿丸様寿丸様　　　　　　　　燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果燃費削減丸設置効果測定結果

測　　定　　条　　件
測定日時　  平成２１年８月６日  設置船舶名　 　寿丸様
船　  舶　  刺網船　ＦＲＰ製　　4.84t  　使用燃料　 　A重油
エンジン型式 ヤンマー　６CHK-DT 　出　 　力　  140Kw

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置前設置前設置前設置前
消費量消費量消費量消費量　　　　31.031.031.031.0ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　9.0mile9.0mile9.0mile9.0mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　60606060分分分分

平均時速平均時速平均時速平均時速　  　  　  　  9knot9knot9knot9knot　 　　 　　 　　 　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　31.031.031.031.0ℓℓℓℓ/h/h/h/h

燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸燃費削減丸設置後設置後設置後設置後
消費量消費量消費量消費量　　　　27.327.327.327.3ℓℓℓℓ　　　　　　　　航行距離航行距離航行距離航行距離　　　　9.0mile9.0mile9.0mile9.0mile　　　　　　　　航行時間航行時間航行時間航行時間　　　　62626262分分分分

平均時速 　平均時速 　平均時速 　平均時速 　8.7knot8.7knot8.7knot8.7knot                　　　　60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　26.526.526.526.5ℓℓℓℓ/h/h/h/h

（（（（平均消費量平均消費量平均消費量平均消費量のののの差差差差））））÷（（（（設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量設置前平均消費量））））×１００１００１００１００

60606060分平均消費量分平均消費量分平均消費量分平均消費量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.54.54.54.5ℓℓℓℓ/h/h/h/h削減成功削減成功削減成功削減成功　 　　 　　 　　 　削減率 削減率 削減率 削減率 14.514.514.514.5％％％％達成達成達成達成




