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Abstract 

The increasing fuel oil prices in recent years have increased expenditures for fuel oil costs as 
percentage of expenditure, putting pressure on the business management of fishermen. Since 2010, the 

National Research Institute of Fisheries Engineering of the Fisheri巴sResearch Agency, in collaboration 

with the Marine Fisheries Research and Development Center of the same agency, have conducted an 

investigative study to ascertain the actual consumption of fuel oil on fishing boat and promote energy 

conservation in the fishing industry. Based on this study, a "Guide the Energy Saving measures of the 

Fishing Boat Fishery" and a”Leaflets for Fishing Boat Operators”were prepared for the purposes of 
research and information dissemination to convert to an energy conserving fishing industry. In addition, 

"visualization equipment”（Mieruka Souchi) was developed to display fuel oil consumption of a fishing 

boat in real time at the bridge. An application software called ’＇Dr. Shou-Ene" was also developed which 
calculates the approximate fuel savings by reducing navigation speed. Changing the mindset of fishermen 

will be crucial to promoting energy conservation in the fishing boat based fishing industry. Therefore, 

efforts will continue to be necessary in the future to help fishermen realize the effects of energy 

conservation, such as visiting workshops for fishery extension workers and workshops at the site of 

fishing work, and explaining measures for promoting energy conservation to fishermen in a language 

they can understand. 

l.はじめに

近年の燃料油価格の高止まりは，燃料費支出の割合を

増加させ，漁家経営を圧迫している。（独）水産総合研

究センター水産工学研究所は，平成22年度から（独）水

2014年3月28日受付， 2014年3月31日受理
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産総合研究センター開発調査センターと連携して，遠洋

まぐろ延縄漁船，近海まぐろ延縄漁船，海外まき網漁船，

近海まき網漁船，遠洋かつお一本釣漁船を対象に，漁船

漁業の燃料油消費量実態把握と省エネルギー化に向けた

調査研究を行っている。この調査研究に基づき，平成25
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本論は，平成25年度日本水産工学会秋季シンポジウム「漁船漁業の省コスト化に向けた技術開発の現状と展望

～漁船の省エネルギーに向けた技術開発～」（平成25年11月）において，講演された内容を取り纏めたものである。
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年7月に「漁船漁業の省エネルギー化に向けて （ガイド

ブック）」I）と「漁船操船者用パンフレット」2）を作成した。

また，漁船の燃料油消費量を船橋にてリアルタイムで視

認することのできる「見える化装置」の実船での省エネ

ルギー効果について検証を行った。さらに，減速航行に

よって得られるおおよその燃料削減量を算出できるアプ

リケーションソフトウェア「Dr.省エネj3）を開発した。

本稿では， 「漁船漁業の省エネルギールギー化に向けて

（ガイドブック）」と 「漁船操船者用パンフレット」の内

容，「見える化装置」と 「Dr.省エネ」の開発の概要，な

らびに，これらを活用した省エネルギー型漁船漁業への

転換に向けた普及活動について述べる。

2.漁船漁業の省エネルギールギ一化に向けて

（ガイドブック）と漁船操船者用パンフレット

ガイドブック （Fig.1）とパンフレット （Fig.2）は，

これまでの調査研究で得られた省エネルギ一方策を漁業

者へ普及するために作成した。

「ガイドブック」では，運用方法による省エネルギー

効果 （減速航行 ・積載量の削減 ・船底や舵・プロペラの

清掃），船体の適切な改造による等による省エネルギー

効果（パルパスパウ・プロペラ前方に取付けたフイン ・

船体船底に取付けた付加物の形状改善），機関音IIの省エ

ネルギー化とその効果（機関の換装・発電機や補機関類

の主機関駆動・インバータによるポンプ類の回転数制

御・進相コンデンサによる力率改善）について実例に基

漁船漁業の省エネルギーに向けて

平成25年7月

独立行政法人水産総合研究センヲー

水産工学研究所

開発調査センヲー

づいて解説している。また，漁船の燃料油消費量の現状

を把握するために開発した「燃料油消費量計測システ

ム」の概要を紹介している。

「パンフレット」では，ガイドブックで紹介した省エ

ネルギー化方策の要点をポスター形式にまとめ，漁業者

が直感的に理解できるように工夫した。

3.「見える化装置Jの開発

漁船漁業の省エネルギー化を進めるためには，運航者

が燃料油消費量を把握することが重要である。そのため

には，運航者に船橋で漁船の燃料油消費量を可視化して

リアルタイムで示す必要がある。水産工学研究所では，

平成19年度から小型漁船に燃料流量計を設置し，運行・

操業中における燃料消費特性について研究を開始した4）。

その一環として， j漁船の燃料油消費量計測システムを構

築し漁船の燃料消費特性を明らかにした5）。 構築した

システムを基に，平成22年度には 「見える化装置」 一号

機を開発した。この装置は，機関回転数rpm，主機関の

行きおよび戻 りの燃料油消費量L/hの電圧信号をAD変

換して，同時にGPSからの位置信号をノートパソコンに

入力する。これら取得データをハードディスクに収録す

るとともに，画面には主機関回転数rpm・船速kt.11時

間あたりの燃料油消費量L/h.積算燃料油消費量L等を

表示した。実海域での検証を行った結果，実船配備する

には，耐久性ならびに漁業者の使いやすさの観点から，

パソコンベースではない専用のシステムを構築する必要
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Fig. 1 Guide “the Energy Saving measures of the Fishing Boat Fishery 
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ー・長磁調磁祖国｜ ・園者嗣儀抽・・5 ー叫犠操硝ー｜

Fig. 2 Leaf!巴tsfor Fishing Boat Operators 

Fig. 3 Real-Time Visualization equipment indicating the fuel consumption (MierukαSouchi) 
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Fig. 4 “Dr. Shou-Ene”（Application software for fuel savings by reducing speed) 

があることがわかった。そこで，平成24年度に，プログ

ラマプルロジックコントローラ（PLC）とタッチパネル

を用いた二号機を開発した。二号機を調査船（漁船）に

搭載し耐久性ならびに利便性を検証し実船配備でき

る装置として完成した（Fig.3）。

完成した「見える化装置」は，漁業関係者から操船時

における，いつ・どこで・どれだけ燃料油消費量を把握

でき，省エネルギーのポイントを見出すために有効で、あ

るとの評価を頂き，水産庁事業「がんばる漁業復興支援

事業」・「遠洋かつお ・まぐろ地域漁業復興フ．ロジェクト

（既存船活用，東・ 中日本）平成24年度～平成27年度」

において計7隻の遠洋かつお一本釣漁船に搭載された。

4.「Dr.省エネ」の開発

「見える化装置」は，漁船の省エネルギー運航の支援

には有効で、ある。しかしながら，その装備には一定のコ

ストを要することから，すぐに導入できない漁業者も多

い。そこで，不要不急時の減速航行により節約できるお

およその燃料油削減量を算出できるスマートフォン（携

帯電話，携帯端末等を含む）用のアプリケーションソフ

トウエア 「Dr.省エネ」（Fig.4）を開発した。「Dr.省エ

ネ」に，船名，漁業種類，総トン数GT，船長m，船幅
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m，喫水mや，燃料油単価円／L，航海距離mile，航海

時間hrなどを入力すれば，減速航行によるおおよその

燃料泊削減量や削減金額等が算出される。このアプリケ

ーションソフトウェアの普及により，漁業者自らが自船

の燃料油消費量や減速による燃料油削減量の概算値がわ

かるなど，漁船関係者の省エネルギー化への関心を高め

る効果が期待される。

5.漁船漁業の省エネルギー技術の普及活動

漁船漁業の省エネルギールギー化の気運を広く浸透さ

せるためには，これまでの調査研究で得られた成果を，

漁業者が直感的に理解できる「分かる言葉」に翻訳して

情報発信することが重要で、ある。「漁船漁業の省エネル

ギー化に向けて」と「漁船操船者用パンフレット」なら

びに「Dr.省エネ」は，そのような観点からとりまとめ

た資料である。なお，それらは，広く普及するために水

産工学研究所ホームページで公開している3）。一方，漁

業者関係者との対話を通じて，漁船漁業の省エネルギー

化に対する漁業者の意識改革を促すことが重要で、ある。

そこで，水産業普及指導員に対する講習会や，漁業現場

での講習会で，研究成果を「分かる言葉」で漁業者に説

明する活動を進めている。このように，漁業関係者に省

エネルギー効果を実感して頂く活動など，漁船漁業の省

エネルギー化の気運を維持・浸透させるための取り組み

を今後とも継続して行く。
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