
軽油
単位 単位

軽油
単位 単位

ｐｐｍ 194194194194 ｐｐｍ 37.837.837.837.8 ％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

ｐｐｍ 37.737.737.737.7
窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物

312312312312

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
276276276276 ｐｐｍ 172172172172

ｐｐｍ 24.424.424.424.4 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
500500500500 ｐｐｍ 378378378378

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

成分 数値 数値 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

2.72.72.72.7 ＶＯＬ.％ 2.12.12.12.1 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
320320320320 ｐｐｍ 5.65.65.65.6 ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

船　舶　名 甚王丸甚王丸甚王丸甚王丸 新潟県新潟県新潟県新潟県

ＶＯＬ.％

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
283283283283 ｐｐｍ 267267267267

校　正　日

測　定　日 平成21年3月21日

ｐｐｍ 5.75.75.75.7

22.222.222.222.2

％％％％削減削減削減削減

船　舶　名 第五十七鳳凰第五十七鳳凰第五十七鳳凰第五十七鳳凰 長崎県長崎県長崎県長崎県 測　定　日 平成21年2月21日

１２１２１２１２隻隻隻隻

ホダカ㈱ＨＴ－１６００Ｎ使用測定器

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
104104104104

燃費削減丸設置前

成分 数値
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

1.71.71.71.7 ＶＯＬ.％

（ＣＯ）

燃費削減丸設置後

ｐｐｍ 115115115115 ｐｐｍ

数値

1.61.61.61.6 ＶＯＬ.％

燃費削減丸設置後燃費削減丸設置前

ｐｐｍ 302302302302

回 転 数 500 ｒｐｍ

ｒｐｍ700回 転 数

(10.6)(10.6)(10.6)(10.6) ％％％％削減削減削減削減

比較増減

5.95.95.95.9

2009年2月6日

測定船数測定船数測定船数測定船数

HODAKA  HT-1600N



A重油
単位 単位

軽油
単位 単位

軽油
単位 単位

軽油
単位 単位

805805805805 ｐｐｍ 7.27.27.27.2 ％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
767767767767 ｐｐｍ 712712712712 ｐｐｍ 7.27.27.27.2

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
867867867867

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
123123123123 ｐｐｍ

（ＣＯ）

ｐｐｍ

（ＮＯ）

ｒｐｍ

成分 数値 数値 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

6666 ＶＯＬ.％

113113113113

ＶＯＬ.％ 5.45.45.45.4 ％％％％削減削減削減削減

％％％％削減削減削減削減

ｐｐｍ 8.18.18.18.1 ％％％％削減削減削減削減

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

208208208208 ｐｐｍ 170170170170

船　舶　名

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素

5.35.35.35.3

ｐｐｍ 18.318.318.318.3

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 1850

第五明信丸第五明信丸第五明信丸第五明信丸 新潟県新潟県新潟県新潟県 測　定　日 平成21年5月9日

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
652652652652 ｐｐｍ 684684684684

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
235235235235 ｐｐｍ 192192192192 ｐｐｍ 18.318.318.318.3 ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

成分 数値 数値 比較増減

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
1.71.71.71.7 ＶＯＬ.％ 1.71.71.71.7

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
346346346346 ｐｐｍ 324324324324 ｐｐｍ 6.46.46.46.4

船　舶　名 漁栄丸漁栄丸漁栄丸漁栄丸 福井県福井県福井県福井県 測　定　日 平成21年4月14日

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素

267267267267 ｐｐｍ 233233233233 ｐｐｍ 12.712.712.712.7 ％％％％削減削減削減削減

成分 数値 数値 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

3333 ＶＯＬ.％ 2.62.62.62.6 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

船　舶　名 共栄丸共栄丸共栄丸共栄丸 千葉県千葉県千葉県千葉県 測　定　日 平成21年4月1日

600

ＶＯＬ.％ 3.73.73.73.7

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
155155155155 ｐｐｍ 165165165165 ｐｐｍ (6.5)(6.5)(6.5)(6.5) ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
137137137137 ｐｐｍ 146146146146 ｐｐｍ (6.6)(6.6)(6.6)(6.6)

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
1132113211321132 ｐｐｍ 685685685685 ｐｐｍ 39.539.539.539.5 ％％％％削減削減削減削減

（ＣＯ）

寿丸寿丸寿丸寿丸 福井県福井県福井県福井県 測　定　日 平成21年3月23日

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
2.32.32.32.3 ＶＯＬ.％ 2.02.02.02.0 ＶＯＬ.％ 13.013.013.013.0

排排排排　　　　気気気気　　　　ガガガガ　　　　スススス　　　　成成成成　　　　分分分分　　　　測測測測　　　　定定定定　　　　結結結結　　　　果果果果

船　舶　名

成分 数値 数値 比較増減

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 900

ｒｐｍ

回 転 数

236236236236

ｒｐｍ

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 アイドリング

12.712.712.712.7

ＶＯＬ.％ 0.00.00.00.0

ｐｐｍ (4.9)(4.9)(4.9)(4.9)

ｒｐｍ

ｐｐｍ 206206206206 ｐｐｍ



軽油
単位 単位

軽油
単位 単位

※ トモ排気のためプローブに水が入り設置後の（CO2)測定エラー

第五十一大吉丸第五十一大吉丸第五十一大吉丸第五十一大吉丸 石川県石川県石川県石川県

A重油
単位 単位

軽油
単位 単位

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
186186186186 ｐｐｍ 177177177177 ｐｐｍ 4.84.84.84.8（ＮＯ）

％％％％削減削減削減削減

ｐｐｍ 10.310.310.310.3 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
358358358358 ｐｐｍ 321321321321

4.84.84.84.8 ％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
210210210210 ｐｐｍ 200200200200

成分 数値 数値 比較増減

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
1.51.51.51.5 ＶＯＬ.％

船　舶　名 勝英丸勝英丸勝英丸勝英丸 石川県石川県石川県石川県 測　定　日 平成21年7月18日

燃費削減丸設置後

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
245245245245 ｐｐｍ 245245245245 ｐｐｍ 0.00.00.00.0 ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
217217217217 ｐｐｍ 217217217217 ｐｐｍ 0.00.00.00.0

ＶＯＬ.％ 0.00.00.00.0 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

ＶＯＬ.％ 1.81.81.81.8
一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素

418418418418 ｐｐｍ 394394394394 ｐｐｍ 5.75.75.75.7

成分 数値 数値 比較増減

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
1.81.81.81.8

船　舶　名 測　定　日 平成21年6月6日

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

ｐｐｍ 20202020 ｐｐｍ 65.565.565.565.5

ｐｐｍ 64.764.764.764.7
窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物

58585858

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
51515151 ｐｐｍ 18181818

22.422.422.422.4 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
205205205205 ｐｐｍ 159159159159

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

成分 数値 数値 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

0.60.60.60.6 ＶＯＬ.％

船　舶　名 碧凪丸碧凪丸碧凪丸碧凪丸 東京都東京都東京都東京都 測　定　日 平成21年5月29日

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
192192192192 ｐｐｍ 198198198198 ｐｐｍ (3.1)(3.1)(3.1)(3.1) ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
170170170170 ｐｐｍ 175175175175 ｐｐｍ (2.9)(2.9)(2.9)(2.9)

％％％％削減削減削減削減

473473473473 ｐｐｍ 5.65.65.65.6 ％％％％削減削減削減削減

ＶＯＬ.％ 4.54.54.54.5
一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素

501501501501 ｐｐｍ
（ＣＯ）

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
2.22.22.22.2 ＶＯＬ.％ 2.12.12.12.1（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

平成21年5月29日

成分 数値 数値 比較増減

船　舶　名 あきのあきのあきのあきの丸丸丸丸 東京都東京都東京都東京都 測　定　日

排排排排　　　　気気気気　　　　ガガガガ　　　　スススス　　　　成成成成　　　　分分分分　　　　測測測測　　　　定定定定　　　　結結結結　　　　果果果果

燃費削減丸設置後燃費削減丸設置前 回 転 数 アイドリング ｒｐｍ

燃費削減丸設置前

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 600

ｒｐｍ

ｒｐｍ

ＶＯＬ.％ ％％％％削減削減削減削減------------

ｐｐｍ

ｒｐｍ回 転 数 600

燃費削減丸設置後 回 転 数 アイドリング

燃費削減丸設置前

ＶＯＬ.％ 6.76.76.76.7 ％％％％削減削減削減削減1.41.41.41.4

ｐｐｍ



A重油
単位 単位

軽油
単位 単位

寿丸寿丸寿丸寿丸

A重油
単位 単位

軽油
単位 単位

ｐｐｍ ｐｐｍ ％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
ｐｐｍ ｐｐｍ

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物

比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

ＶＯＬ.％

（ＮＯ）

燃費削減丸設置前

成分 数値

（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
ｐｐｍ

ＶＯＬ.％ ％％％％削減削減削減削減

％％％％削減削減削減削減

ｐｐｍ ％％％％削減削減削減削減

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

船　舶　名

数値

測　定　日

燃費削減丸設置後 回 転 数 ｒｐｍ

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
170170170170 ｐｐｍ 172172172172 ｐｐｍ (1.2)(1.2)(1.2)(1.2) ％％％％削減削減削減削減

（ＮＯｘ）

6.76.76.76.7
一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素

150150150150 ｐｐｍ 152152152152 ｐｐｍ (1.3)(1.3)(1.3)(1.3)

292292292292 ｐｐｍ
一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素

313313313313 ｐｐｍ

1.41.41.41.4

数値 数値 比較増減

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））
ＶＯＬ.％ 6.76.76.76.7 ％％％％削減削減削減削減

福井県福井県福井県福井県

％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
1.51.51.51.5 ＶＯＬ.％

船　舶　名 測　定　日 平成21年8月6日

成分

ｐｐｍ 1443144314431443 ｐｐｍ 6.26.26.26.2 ％％％％削減削減削減削減
（ＮＯｘ）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素
1361136113611361 ｐｐｍ 1277127712771277 ｐｐｍ 6.26.26.26.2

窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物
1538153815381538

ｐｐｍ 7.67.67.67.6 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ）

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
236236236236 ｐｐｍ 218218218218

％％％％削減削減削減削減
（ＮＯ）

成分 数値 数値 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

7.77.77.77.7 ＶＯＬ.％ 7.77.77.77.7 ＶＯＬ.％ 0.00.00.00.0 ％％％％削減削減削減削減
（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

ｐｐｍ

平成21年8月1日

ｐｐｍ 8.38.38.38.3 ％％％％削減削減削減削減

8.38.38.38.3 ％％％％削減削減削減削減

測　定　日

ｐｐｍ

（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ（ＣＯ２２２２））））

一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素

ＶＯＬ.％ 4.64.64.64.6 ＶＯＬ.％

ｐｐｍ 125125125125

（ＮＯｘ）

船　舶　名 第三共宝丸第三共宝丸第三共宝丸第三共宝丸 新潟県新潟県新潟県新潟県

774774774774 ｐｐｍ 710710710710
窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物窒素酸化物

685685685685

（ＣＯ）
一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素

138138138138

（ＮＯ）

船　舶　名 第二堺丸第二堺丸第二堺丸第二堺丸 新潟県新潟県新潟県新潟県 測　定　日 平成21年8月1日

排排排排　　　　気気気気　　　　ガガガガ　　　　スススス　　　　成成成成　　　　分分分分　　　　測測測測　　　　定定定定　　　　結結結結　　　　果果果果

9.89.89.89.8

成分 比較増減
二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

％％％％削減削減削減削減

数値 数値

5.15.15.15.1

9.49.49.49.4 ％％％％削減削減削減削減

ｐｐｍ 628628628628

燃費削減丸設置後 回 転 数 1800

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 500 ｒｐｍ

燃費削減丸設置前 燃費削減丸設置後 回 転 数 1850 ｒｐｍ

燃費削減丸設置前 ｒｐｍ


