
入 札 公 告

次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。

令和 ２年 ６月１２日

国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長 錢谷 弘

１．調 達 内 容

（１）調 達 件 名 操業情報自動収集装置の試作品開発業務

（２）調 達 仕 様 入札説明書による

（３）履 行 期 間 自）契 約 締 結 日
至）令和３年３月１９日

（４）履 行 場 所 入札説明書による。

２．競 争 参 加 資 格

（１）国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け１
３水研第６５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。

（２）令和０１・０２・０３年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全
省庁統一資格の｢役務の提供等」の業種｢調査・研究｣又は「その他」で「Ａ」、「Ｂ」、
「Ｃ」又は「Ｄ」いずれかの等級に格付けされている者であること。

（３）国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及
び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名

停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（４）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第
１項各号に掲げる者でないこと。

３．入札方法及び提案書等の提出方法

（１）入 札 方 法 入札金額は、上記調達件名に係る代金額の上限としての総
価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当
該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相
当する金額を入札書に記載すること。
また、この契約希望金額は、概算契約における上限額でし

かなく、委託調査（事業）を実施した結果、実際の所要金額
がこの契約希望金額を下回る場合には、額の確定のうえ、実
際の所要金額を支払うこととなる。

（２）提案書等の提出方法 入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、
入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記
載した評価項目一覧を、下記６．の入札書及び提案書等の提
出期限までに提出場所に正１部を提出するとともに電子媒体
にてメール送信すること。

４．入札説明書等の交付方法 競争参加希望者は、以下により入札説明書等（入札説明書、
入札心得書、契約書案、入札書様式、委任状様式等）の交付
を受けること。入札説明書には、応札資料作成要領、評価項
目一覧、評価手順書を含む。
①直接交付
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４
国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究所



業務推進部業務管理課用度係
電 話 ０４５－７８８－７６２４
ＦＡＸ ０４５－７８８－５００１

②宅配便着払いによる交付
任意書式に「操業情報自動収集装置の試作品開発業務
入札説明書宅配便にて希望」と記入し、社名、担当者
名、住所、電話番号を記載のうえ、上記①あてＦＡＸ
送信すること。

③メールによる交付
任意書式に「操業情報自動収集装置の試作品開発業務
入札説明書メールにて希望」と記入し、社名、担当者
名、メールアドレス、電話番号を記載のうえ、上記①
あてＦＡＸ送信すること。

５．入札説明会の日時及び場所等 仕様書等に関し質疑がある場合には、令和２年７月６日ま
でに上記４．あてにメール（アドレスは入札説明書に記
載）又はファックスにて質疑を行うこと。当日までの質疑
を取りまとめ、回答は入札説明書受領者全員に対して行う
とともに当機構のホームページにて公表することにより入
札説明会に代える。
なお、当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け、

同様に対応する。
ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の

個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等
を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所
を伏せ又は当該質疑を公表せず、質疑者のみに回答する
ことがある。

６．入札書及び提案書等の提出期限 令和 ２年 ７月１０日 １７時００分
及び提出場所 ４.①に同じ

入札書及び提案書等は上記日時までに提出するが、開札は
提案書等の審査を終了した下記８．の日時及び場所にて行う。

７．提 案 書 等 の 審 査 入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧（提案要求事
項）に記載している評価基準に基づき、点数を決定する。評
価項目のうち必須項目については、全て満たなければ不合格
となる。

８．開 札 の 日 時 及 び 場 所 等 令和 ２年 ７月２２日 １０時３０分
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所 ビデイオライブラリー室
開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため、
落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記７．で不合格となった者の入札書は、開札しな

い。

９．そ の 他

（１）契約手続きにおいて
使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

（２）入札保証金及び契約保証金 免 除。

（３）入 札 の 無 効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及
び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

（４）契 約 書 作 成 の 要 否 要。

（５）落 札 者 の 決 定 方 法 予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で示す要求事項
のうち必須項目の要求を全て満たしている提案をした入札者
の中から、総合評価の方法をもって落札者を定めるものとす
る。

（６）入札者は、入札の際に国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写
し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。

（７）詳細は入札説明書による。

10．契約に係る情報の公表

（１）公表の対象となる契約先
次の①及び②いずれにも該当する契約先



① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長
相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等 とし※注１

て再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めているこ

※注２と
なお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研究開

発法人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。
※注１ 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力
を与えると認められる者を含む。

※注２ 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲
げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引
の実績による。

（２）公表する情報
上記（１）に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契
約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び
当機構における最終職名

② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいず
れかに該当する旨
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

（３）当機構に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当
機構における最終職名等）

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

（４）公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約について

は原則として９３日以内）

（５）その他
当機構ホームページ（契約に関する情報）に「国立研究開発法人水産研究・教育機構

が行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくととも
所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募 又に、

は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただ

きますので、ご了知願います。

11．公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について

当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に沿って、公的研究費の契約等
における不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「国
立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」（URL：http://www.
fra.affrc.go.jp/keiyaku/pledge_request/note_contract.pdf）をご理解いただき、一定金
額以上の契約に際して、当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。
公的研究費の不正防止関係書類（①公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出につ

いて、②国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項、③誓約
書）は、入札説明書に添付しますので、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願い
します。
なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか１箇所に１回提出

していただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。
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業  務  仕  様  書  
 
１．件  名：操業情報自動収集装置の試作品開発業務 
 
２．業務目的 

新たな水産基本計画ならびに改正漁業法において、漁獲対象となる全ての種類の水産

資源について評価を行うよう努め、可能な範囲で資源評価対象魚種の拡大を図るとされ、

情報収集体制の強調査体制を抜本的に拡充するとともに、人工衛星情報や漁業者の操業

時の魚群探知情報などの各種情報を資源量把握のためのビッグデータとして活用する仕

組みを整備することとが示された。また、中央水産研究所が推進する水産庁委託「資源・

漁獲情報ネットワーク構築事業」では、漁業者等から効率的に操業・漁場環境データ等を

収集・フル活用して、資源評価の高度化を図る体制を整備することを目的としている。 
これらを実現するため、新たな水産生物情報や少人数で操業する沿岸小型漁船等の漁

業現場から可能な限り多くの操業情報、特に漁獲努力量等、漁獲に関する情報が必要であ

る。現状では、操業・漁場環境データ等を収集するため、標本船として限られた漁業者に

操業情報の記録（操業日誌）を依頼しているが、沿岸小型漁船では操業中の記録は困難で

あり、水温など環境情報を計測する装置を取り付ける場合もあるが、装置が高価で維持に

手間がかかるため多数の漁船への搭載は難しい。 
本業務では、上記問題の解決を目指し、漁業者の手を煩わせずに操業情報、特に漁獲努

力量の算定に必要な操業回数を自動的に記録し、かつ漁業者が必要とする水温情報を提

供する小型かつ安価なシステムである「シンプルな操業情報自動収集装置」の試作品を製

作することを目的とする。 
 
３．業務内容 
（１）概要 

本業務で試作する操業情報自動収集装置は、沿岸で操業する概ね５トン未満の小

型底曳き網漁船での使用を前提とし、底曳き網の曳網回数（操業回数）、水深、水温

とそれらに紐付けされた位置情報、時刻情報を取得するもので、水中部、船上装置で

構成し、データ表示機能を備えるものとする。 

取得した情報は、記録・保持され、過去に記録された情報も含め、漁業者が船上で

スマートフォン、タブレット型コンピューター等にて閲覧でき、また、漁業者自身が

操業時の情報や漁獲情報を追加入力することも可能とする。記録・保持された情報は、

「資源・漁獲情報ネットワーク構築事業」で構築予定の操業情報データ収集システム

用サーバーに送信する。 

開発は、電気分野、機械分野及びソフト（制御）分野において、それぞれ詳細設計、
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部品・制御プログラムの試作、動作確認等を行い、これらを統合した試作品を船上に

おいて性能や耐久性等に係る実地試験を実施し、点検、改良、新たな試作を繰り返し、

性能評価及び課題抽出を行い、将来の普及が見込まれる実用的な装置を目指す。また、

試作品開発にあたり低コスト化に必要な課題についても報告書として取りまとめ提

出する。 
 

（２）構成要素 
①水中部 
②船上装置 

 
（３）基本構成（仕様） 

①水中部 
水中部は、操業時の環境情報や漁具の曳網深度を確実に取得するため漁具（底曳き

網）の着底水深に近い場所に取り付けることを想定している。取り付け後に操船や操

業に支障がなく、漁具を傷つけないことはもちろんであるが、操業中はワープ末端、

手網、浮子網または開口板等と接触する可能性があるため、小型・軽量であり、かつ

投網や揚網時に外圧が加わっても破損しにくい形状・材質であることが必要である

ことから、漁業現場での実使用に耐えられる形状を具体的に提案すること。また、バ

ッテリー交換やセンサーの点検・校正などの作業時に、容易に取り付け・取り外しで

きることも考慮すること。操業中の網形状を損なわないコンパクトな形状とし、

500ml ペットボトルサイズ以下（Φ5×20 ㎝、重さは 400g 程度）を目標とする。 
測定項目は、操業時の曳網深度や曳網時の水温を把握するため、水深（水圧）と水

温は不可欠であり、操業中（水中）は GPS による位置情報を取得できないため、GPS
情報と同期するため時計を内蔵する必要がある。また、操業回数（曳網回数）はセン

サー等の情報から指定した条件に合致する変更が自動的に指定された処理を行うこ

とで把握することを想定しており、測定方法を提案すること。 
漁船のブリッジ内に設置する船上装置と水中部との間に壁や漁具等障害物があっ

ても確実に通信でき、また、通信中にノイズの影響等のトラブルを防ぐため短時間で

データを送信する必要から、特定小電力無線（920MHz 帯）を使った通信を想定し

ている。なお、試作品を用いた実地試験を行うため、法律で定められた特定無線設備

の技術基準適合証明（技適マーク）を取得している無線措置であることが必要である。 
取得データの船上装置への送信は、漁具（水中部）が船上に回収された後、自動で

行われること。また、送信が完了し、船上装置で消去するまで水中部内で保存するこ

ととし、電源が喪失した場合もデータを保護する機能を有すること。消去は船上装置

でのみ可能とし、古い情報から順に消去できる仕様とする。 
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電源は内蔵電池を使用し、電池交換頻度が高いと手間と労力が増え、また電池のコ

ストも増えるため、4 ヶ月以上の継続使用が可能な電池容量とする。 
 
②船上装置 
船上装置は、海水による機器の不調や太陽光による劣化を防ぎ、確実にデータ収集

を行うため、漁船の甲板上ではなくブリッジ内に設置すること。ブリッジは非常に狭

く、設置場所を考慮し小型で工事を行わず、容易に移動できること。（大きさの目安

は設置面積 B5 サイズ以下、高さ約 10 ㎝） 
電源は外部電源とし、最終試作品は漁船で一般に使用されている船内電源に接続

できる必要がある。ただし、最終試作品以外では各種テストが必要であることから、

一般的な AC100V での接続でも構わない。 
通信機器は、水中部と通信を行うため特定小電力無線（920MHz 帯）とする。 
取得データは、記録・保持され、過去に記録された情報も含め、漁業者が船上でス

マートフォン、タブレット型コンピューター等にて閲覧を可能とするため、インター

フェースは、一般的な無線 LAN、有線 LAN を備えること、位置情報を記録するた

め、外部 GPS 信号を受信する必要から、入力用のシリアルポートを備えること。 
小型沿岸漁船は停泊中に電源が切れている場合もあることから、電源が喪失した

場合にもデータを保持すること、船上装置では、操業情報等を記録・蓄積し、過去情

報も含めて漁業者が閲覧するため、少なくとも過去１年間の情報が保持できる保存

容量が必要である。 
データ管理を行うアプリケーションソフトウェアが特定 OS に依存するとメンテ

ナンスに手間と費用が生じ、継続的な情報収集が難しくなる恐れがあるため、Web ブ

ラウザを通じてスマートフォン、タブレット型コンピューター等で表示可能であり、

操業情報の入力、データ管理や機器の設定の確認・変更等ができること。また、ノー

ト型パーソナルコンピュータやディスプレイとキーボード、マウスを接続して操作

できること。 
 

（４）開発の流れ 
将来の普及が見込まれる実用的な装置を試作するため、実地試験、点検、改良を繰

り返して、形状、機能、通信、操業情報データ収集システム用サーバーへのデータ送

信までの運用方法等を検討する必要がある。試作品の実地試験は、委託事業の実施課

題海域である東京湾並びに伊勢三河湾において実施するが、両海域で底曳き網漁具

の規模・形状や操業方法が違うため、それぞれ２回以上を想定する。また、操業回数

（曳網回数）をセンサー等の情報から把握するには、実地試験による必要十分なデー

タ取得が不可欠である。 
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（５）評価及び取りまとめ 
試験操業で判明した課題に対する調整を施し、将来の普及が見込まれる実用的な

操業情報自動収集装置開発のための試作品を製作し、実用性を検証する。得られたデ

ータを取りまとめ、設計図とともに報告書として提出すること。また、試作品開発に

あたり低コスト化に必要な課題についても報告書として取りまとめ提出する。 
 
４．業務期間 契約締結日から令和３年３月１９日 
 
５．数  量 １式 

内 訳 
水中部試作機    ４台 
水中部最終試作品  １台 
船上装置最終試作品 １式 
報告書       １式 

 
６．納入場所 

神奈川県横浜市金沢区福浦２−１２−４ 
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 中央水産研究所 

 
７．特許権等 

本業務で作出された成果に関する次の各号に掲げる権利等は、国立研究開発法人水

産研究・教育機構 中央水産研究所が継承するものとする。  
①特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権 
②実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権 
③意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権 
④回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権 
⑤品種登録を受ける地位又は育成者権 
⑥著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権

利を含む。） 
⑦外国における前各号に掲げる権利に相当する権利 

 
８．その他 
（１）試作品ならびに試作段階で得られた計測・試験データの所有権は国立研究開発法人

水産研究・教育機構 中央水産研究所に帰属する。 
（２）最終試作品の納入時に、報告書を３部（紙媒体または電子媒体）提出すること。 
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（３）試作品の性能試験、実地試験やそれに係る必要な作業等については、請負者の責任

で行うこと。 
（４）試作品の実地試験にあたり、請負者は、操業情報データ収集システムの接続、試験

調整および動作確認を行うこと。 
（５）日本国内において日本語による技術的相談に速やかに応じることができる体制が

整備されていること。 
（６）試作品として納品される装置は既製品または中古品であってはならない。 
（７）詳細については担当職員の指示に従うこと。 
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別紙 
 

技 術 仕 様 
 
（１）水中部 

① 水中部は、漁具（底びき網）に取り付けて使用する。取り付け位置は、操業中の

袋網等着底水深に近い場所とする。 
 
② 材質、形状は以下の条件を満たすこと。 

a）操業に影響しないよう、小型かつ軽量であること。具体的には 500ml のペット

ボトルサイズ以下（Φ5×20 ㎝、重さは 400g 程度）を目指す。 
b）ロープ、結束バンド等により漁具から容易に取り外しが可能なこと。 
c）外圧が加わっても破損しにくい形状・材質であること。 
d）取り付け時や使用中に漁具を傷つけず、通常曳網に影響しない形状であること。 
e）試作品の実地試験における最大水深は 100m とする。 

 
③ 計測項目は、水深（水圧）と水温とする。仕様書の記載内容を満たせば、塩分な

ど他の計測項目が追加されても構わない。 
a）水圧センサーの精度は±0.5m 以下、記録周期は最小１秒かつ最大 60 分、記録

間隔は１秒単位で任意に変更可能であること。 
b) 水温センサーの精度は±0.1℃以下、反応速度は１秒以下、記録周期は最小１秒

かつ最大 60 分、記録間隔は１秒単位で任意に変更可能であること。 
c）記録間隔は、水中部のセンサー情報などをトリガーとした可変制御が可能である

こと。 
 
④ 通信ならびにデータ送信 

a）水中部と船上装置間の通信は、特定小電力無線（920MHz 帯）を用いること。無

線装置は特定無線設備の技術基準適合証明（技適マーク）を取得済みであること。 
b）記録された情報（データ）の船上装置への送信は、漁具が船上に回収された後、

迅速かつ人手を介さず自動で行われること。 
c）データ送信と同時に、電池の電圧、計測可能時間並びに計測設定内容、内蔵メモ

リの使用割合等の情報も送信すること。操業期間中、少なくとも１日に１回は日

時補正を行えること。 
d）データは送信後も水中部内で保持すること。 
e）電源が喪失した場合も喪失前までのデータを保護すること。 
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f）船上装置に伝送済みデータは、古い情報から順に消去して記録継続できること。

未伝送データについては、伝送が完了するまで保存すること。船上装置のみから

消去できること。 
g) 水中部が船上にある場合、漁具に搭載状態で容易に設定値の変更確認等が行える

こと。 
 
⑤ 電源 

a）水中部の電源（データ記録）は入水後水深 1.5ｍ未満又は 1 秒以内に記録を開始

できること。 
b）電源は内部電池とする（充電式または交換式）。 
c）船上で簡単に充電または交換が行えるようすること。 
d）1 秒間隔で計測を継続した場合でも、4 ヶ月以上の継続使用が可能な電池容量で

あること。 
e）電池寿命を容易に予測できる、または電池残量を把握できる機能を有すること。 

 
（２）船上装置 

① 船上装置の設置は漁船のブリッジ内とする。 
 
② 狭いブリッジ内の設置を考慮し小型（設置面積は B5 サイズ以下、60 サイズの荷

物で発送できる容積）とする。また、設置には特別な設置工事を行わず、容易に

移動可能であること。 
 
③ 動作温度範囲は−10℃〜+50℃、防滴構造とし、IEC60945 規格に準拠すること。 
 
④ インターフェース 

a） 船上装置外部と通信を行うための特定小電力無線（920MHz 帯）ならびに無線

LAN（802.11 b/g/n/ac）、有線 LAN（1000Base-X）を備えること。 
b） GPS 信号受信のための USB（2.0 Type A）または NMEA0183（Ver 1.5〜Ver. 

2.3 対応）の入力用のシリアルポートを備えること。 
c）外部モニタ出力端子（HDMI 2.0、Type A）を備えること。 

 
⑤ データ等の記録 

a）水中部から送信された情報ならびに表示装置を通して入力された情報を保持で

きること。 
b）電源が喪失した場合も喪失前までのデータを保護すること。 
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c）少なくとも過去１年間の情報が保持できる容量（4MB 以上）を確保すること。 
 
⑥ アプリケーション 

a）操業回数と各操業の開始・終了の時刻ならびに緯度・経度の記録、さらにその表

示が可能なこと。 
b）水中部のデータ収集制御、収集データの管理、日付・時刻の同期、電池残量確認、

ならびに操業情報の閲覧、水深・水温データの表示が可能なこと。水中部からの

データ受信後、直ちに閲覧可能であること。 
c）表示装置において、漁具、主要水揚げ魚種名、操業回数などの簡易入力機能を有

すること。 
d）全てのアプリケーションは、Web ブラウザ上で動作すること。 

 
⑦ 電源 

a）外部電源とする。試作機では AC100V、最終試作品では一般的な船内電源（AC85V
〜256V 50Hz/60Hz）と船内電源 DC24V（18.5V～32.5V）を接続できること。 

b）漁船での接続工事が簡単になるよう電源ケーブルが付属すること。 
 
（３）データ表示機能 

① データ表示機能として、既存のスマートフォン（iOS、Android OS）、タブレット

（iOS、Android OS、Windows10）、PC 用ディスプレイが使用できること。 
 
② データ表示機能 

a）船上装置内に記録された情報について、Web ブラウザを通じてスマートフォン

（iOS、Android OS）、タブレット（iOS、Android OS、Windows10）で表示可

能なこと。また、測器（水中部）の設定情報等の変更ができること。 
b）ノート型パーソナルコンピュータ（Windows10、MacOS）やパーソナルコンピ

ュータ用ディスプレイとキーボード、マウスを用いて、船上装置内や水中部に保

持されている情報の確認、編集や設定変更などの作業が Web ブラウザを通じて

可能であること。 
 
（４）その他 

① 業務期間中に装置の実地試験、点検、改良を繰り返して、形状、機能及び運用方

法などを検討し、最終試作品を完成させること。実地試験は東京湾ならびに伊勢

三河湾で実施すること。 
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② 水中部は、試作品を使い、上記海域において５回以上の実地試験および改良を行

なうこと。また、可能であれば、契約後約２ヶ月以内に第１回目の実地試験を行

い、以後、約１〜２ヶ月間隔で試作品の製作と実地試験を繰り返して改良を進め、

最終試作品を完成させること。 
 
③ 水中部の制御、データ収集方法、データ表示や入力に係るアプリケーションにつ

いても、水中部の実地試験の結果を踏まえて、点検、改良を繰り返す。 
 
④ 船上装置についても実地試験を繰り返し、形状・機能及び運用方法などを検討し

て改良を進め、最終試作品を完成させること。 
 
④ データ量の縮減、バッテリーの持続時間の伸長のため計測間隔などを制御するア

プリケーションの開発も同時に行うこと。 
 
⑤ 最終試作品は、仕様にもとづき漁業現場での実使用に耐えられる形状・機能を備

えるものとする。 
 
⑥ 試作にあたり低コスト化に必要な案件についても報告として取りまとめること。 



水深、水温、操業回数
の情報収集と蓄積

船上装置

漁業者の手を煩わせずに水温（深度）と操業回数の情報を集める装置
（操業情報自動収集装置）

水中部

データ保存

データ送受信

Webブラウザ
表示

操業中操業前 操業直後

水深、水温の計測

操業開始 操業終了

操業場所の底水温は？
今日は何回操業した？
漁模様が良かったのはどこ？

操業後

小型底びき網漁業

操業情報システムへ

メモ機能

データ表示

操業データ


