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１．方法論番号 

006-● 
 
２．方法論名称 

  漁船における照明設備（集魚灯）の LED への更新 
 
３．適用条件 

 本方法論は、次の条件の全てを満たす場合に適用することができる。 
• 条件 1：漁船に用いる既存の照明設備（集魚灯）を LED に更新すること。 
• 条件 2：照明設備の更新を行わなかった場合、既存の設備を継続的に利用することができること1。 
• 条件 3：事業実施前及び実施後のエネルギー使用量に影響を与える活動量を把握できること。 

 
４．バウンダリー 

照明設備（点灯・消灯装置を含む。）及び当該設備による照明が行われる範囲。 
 
５．ベースライン排出量 

(1）ベースライン排出量の考え方 
ベースライン排出量は、照明設備（集魚灯）の更新を行わずに、更新前の照明設備（集魚灯）を使用

し続けた場合に想定される二酸化炭素排出量である。 
 
(2)ベースラインエネルギー使用量 
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記号 定義 単位 

Qfuel,BL  ベースラインエネルギー使用量 GJ/年 

Ffuel-LED,Pj 事業実施後の LED による燃料使用量 t,kL,㎥ N 等 

HVfuel,Pj 事業実施後の燃料の単位発熱量 GJ/t,GJ/kL,GJ/㎥ N 等 

Rlight, BL 事業実施前の LED で代替された照明（集魚灯）のエネル

ギー使用量の原単位（合計） 

kW 

Rlight-i, BL 事業実施前の LED で代替された照明（集魚灯）i のエネル

ギー使用量の原単位 

kW 

Rlight-LED, PJ 事業実施後の LED のエネルギー使用量の原単位（合計） kW 

                                                  
1 故障又は設備の老朽化等により既存の照明設備を継続して利用できない場合には、条件 3 を満たさない。 
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Rlight-LED-j, PJ 事業実施後の LEDj のエネルギー使用量の原単位（合計） kW 

 
• Rlight-i,BL, Rjlight-LED-j,Pjは瞬時計測2によって決定する。 
• 事業実施前及び実施後の原単位（Rlight-i,BL, Rjlight-LED-j,Pj）を計測していない場合は、把握可能なデ

ータを使用して推定を行うことができる。その場合は、推定算定式が合理的であることを、以

下のような根拠資料を用いて説明できることが必要である。 
• 照明設備（集魚灯）を特定できるカタログ値 

 
 

• 漁船では、エンジンと発電機用の燃料を同じタンクから供給しているのが慣例である。よって、

LED 用の燃料使用量（Ffuel-LED,Pj）は、以下のような計算式によって決定する。 
 

• 照明（集魚灯）専用の発電機がある場合； 

α×= −− PjpowerfuelPjLEDfuel FF ,,      （式 2-1） 

 １）照明（集魚灯）の全てを LED に更新した場合 
1=α         （式 2-1-1） 

    ２）照明（集魚灯）の一部を LED に更新した場合 
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照明（集魚灯）専用の発電機がある場合、発電機の燃料消費量を直接計測することで算出す

る。ただし、照明（集魚灯）の一部のみが LED に更新された場合には、全照明（集魚灯）

の使用電力量に占めるLEDの使用電力量の割合を乗じて算出する（式 2-1-2を用いて算出）。 
 

• 照明（集魚灯）専用の発電機がない（１つの発電機から照明（集魚灯）と他設備に電力を供

給している）場合； 
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照明（集魚灯）と他設備とが発電機を共用している場合、（式 2-1）と同様に発電機による

燃料消費量を直接計測し、これに発電機の総発電量に占める照明（集魚灯）の使用電力量の

割合を乗じることで、照明（集魚灯）による燃料消費量を算出する。なお、照明（集魚灯）

の一部のみが LED に更新された場合は、（式 2-1-2）と同様に使用電力量によって按分する。 
 

記号 定義 単位 

                                                  
2 対象となるすべての電灯盤の分岐回路を計測器等で計測すること。 
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Ffuel-LED,Pj 事業実施後の LED による燃料使用量 t,kL,㎥ N 等 

Ffuel-power,Pj 事業実施後の発電機による燃料使用量 t,kL,㎥ N 等 

Rlight-k Pj 事業実施後の LED 以外の照明（集魚灯）k のエネルギー

使用量の原単位 

kW 

Rlight-LED-j, BL 事業実施後の LEDj のエネルギー使用量の原単位 kW 

Tlight-i,Pj 事業実施後の LED 以外の照明（集魚灯）i の稼動時間 h/年 

Tlight-LED-j,Pj 事業実施後の LEDj の稼働時間 h/年 

ELlight,Pj 事業実施後の照明（集魚灯）による電力使用量 kWh 

ELpower,Pj 事業実施後の発電機による発電量 kWh 

 
• なお、事業実施前及び実施後のエネルギー使用量に影響を与える活動量として、発電機によ

る燃料消費量、発電機による発電量、ＬＥＤ照明（集魚灯）による電力使用量を採用する。 
 
 

 

→ オプション①を想定。 

※ オプション②の場合、発電機及び照明（集魚灯）の出力が常に一定であることを仮定してい

るが、実態はさまざまな状況に応じて負荷が異なること場合が多い。よって、モニタリング

にコストがかかるものの、実態を反映できるオプション①を想定することとした。 

※ ただし、漁船保有者の負担を考慮すれば、モニタリングに係る負担を極力削減すべきである

ため、漁船における燃料消費実態を測定するモデル事業を実施し、典型的な燃料消費パター

ンを把握する等して、係数を設定する等の工夫が必要である。 
 

 

→ 漁船の発電機と電力使用機器の接続方法等によって、LED による燃料消費量の算定式は異なってく

ることから、漁船のエネルギー系統の実態調査が必要である。 

論点②：発電機が複数ある場合、どう算定するか。 

・ 発電機が複数ある場合でも、当該発電機に接続されている機器について、上記算定式（式 2-1 又は式

2-2）を合算して算出することが可能である。 

・ ただし、発電機と電力使用機器の接続が上記以外の場合、上記算定式のみでは算定が困難となる。 

論点①：照明（集魚灯）による燃料消費量をどう算定するか。 

・ も簡易な算定方法としては、各機器の稼働時間のみをモニタリングし、定格出力（カタログ値）を

乗じることによって把握する方法である。 

・ ただし、漁船の実態として、各設備の出力はさまざまな状況に応じて変化するため、実際の発電量等

を把握するのがより実態を踏まえた算定方法である。 

− オプション①：発電機による発電量及び照明（集魚灯）による電力使用量の実測をもとに算定す

る。（モニタリング項目：発電機による発電量[kWh]、照明（集魚灯）による電力使用量[kWh]）

− オプション②：発電機及び照明（集魚灯）の定格出力及び稼働時間をもとに算定する。（モニタリ

ング項目：発電機の稼働時間、照明（集魚灯）の稼働時間） 
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(3)ベースライン排出量 

12
44

,, ××= BLfuelBLfuelBL CFQEM       （式 3） 

 
記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

Qfuel,BL  ベースラインエネルギー使用量 GJ/年 

CFfuel,BL 燃料の炭素排出係数 tC/GJ 

 
 

６．事業実施後排出量 

12
44
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記号 定義 単位 

EMPj 事業実施後排出量 tCO2/年 

Ffuel-LED,Pj 事業実施後の LED による燃料使用量 t,kL,㎥ N 等 

HVfuel,Pj 事業実施後の燃料の単位発熱量 GJ/t,GJ/kL,GJ/㎥ N 等 

CFfuel,Pj 燃料の炭素排出係数 tC/kWh 

 
 

７．リーケージ排出量 

LE          （式 5） 
 

記号 定義 単位 

LE リーケージ排出量 tCO2/年 

 
• 排出削減事業の実施により生じるバウンダリー外での温室効果ガス排出量の変化であって、技

術的に計測可能かつ当該事業に起因するものを、リーケージ排出量として考慮する。 

論点③：LED を新設する場合、どう算定するか。 

・ LED を新設する場合（照明（集魚灯）を増設する場合等）については、事業実施前の照明のエネルギ

ー使用量の原単位（Rlight, BL[kW]）が特定できないため、推定する必要がある。 

・ 国内クレジット方法論 006-A 照明設備の新設では、「標準的な照明設備を導入した場合の原単位」を使

用することとし、新設された照明設備毎に標準的な設備を想定して算出することとされている。 
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• 設備の生産、運搬、設置、廃棄に伴う温室効果ガス排出量は、リーケージとしてカウントしな

い。 
８．排出削減量 

LEEMEMER PjBL −−=       （式 6） 

 
記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2/年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMPj 事業実施後排出量 tCO2/年 

LE リーケージ排出量 tCO2/年 

 
 
９．モニタリング方法 

ベースライン排出量と事業実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目およびモ

ニタリング方法例を下表に示す。 
 

モニタリング項目 モニタリング方法例 
HVfuel,Pj 排出削減事業実施後の

燃料の単位発熱量 

・燃料供給会社のスペックシートをもとに算定 

・デフォルト値を利用 

CFfuel,BL 排出削減事業実施前燃

料の単位発熱量あたり

の炭素排出係数 

・燃料供給会社のスペックシートをもとに算定 

・デフォルト値を利用 

CFfuel,Pj 排出削減事業実施後燃

料の単位発熱量あたり

の炭素排出係数 

・燃料供給会社のスペックシートをもとに算定 

・デフォルト値を利用 

Ffuel-power,Pj 排出削減事業実施後の

発電機による燃料使用

量 

・燃料計による計測 

R light-i,BL 排出削減事業実施前の

LED で代替された照明

（集魚灯）i のエネルギ

ー使用量の原単位 

・計測（瞬時計測） 

・カタログ値をもとに算出 

Rlight-k, Pj 排出削減事業実施後の

LED 以外の照明（集魚

灯）k のエネルギー使用

量の原単位 

・計測（瞬時計測） 

・カタログ値をもとに算出 

Rlight-LED-j, Pj 排出削減事業実施後の ・計測（瞬時計測） 
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LEDj のエネルギー使

用量の原単位 

・カタログ値をもとに算出 

Tlight-i,Pj 排出削減事業実施後の

LED 以外の照明（集魚

灯）i の稼働時間 

・計測 

Tlight-switch-j,Pj 排出削減事業実施後の

LEDj の稼働時間 

・計測 

ELlight,Pj 排出削減事業実施後の

照明（集魚灯）による

電力使用量 

・電力計による計測（積算電力量） 

ELpower,Pj 排出削減事業実施後の

発電機による発電量 

・電力計による計測（積算電力量） 

 
•  単位発熱量には高位発熱量(総発熱量)と低位発熱量(真発熱量)の2種類がある。モニタリン

グ項目CF
fuel,BL

、CF
fuel,Pj

、HV
fuel,Pj

の単位発熱量の種類は、同一種類のものを利用する。  


