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海運の脱炭素化 – 米国から見た新興代替燃料 
こちらは、英文記事「Decarbonization of shipping – emerging alternative fuels from a US perspective」

（2022 年 2 月 17 日付）の和訳です。 

 

昨年は、新型コロナウイルスの感染

拡大による船員や滞船への影響が報

道を賑わせましたが、気候変動が今

世紀最大の問題となっている中、海

運業界紙で最も大きく取り上げられ

てきたのは脱炭素化に関する問題で

す。米国環境保護庁（EPA）による

と、世界における温室効果ガス

（GHG）排出量の約 14%は輸送（自

動車、鉄道、航空機、船舶）による

ものです。海運だけで世界全体の輸

送量（物量ベース）の 80%近くを占

め、その GHG 排出量は全体の 2～

3%にのぼると見られることから、業界では脱炭素化が大きな注目の的となっています。 

 

これを受けて、国際海事機関（IMO）は、海運による GHG 総排出量を 2050 年までに 2008 年比で

50%削減、炭素集約度を 2030 年までに最低 40%、2050 年までに 70%削減するという意欲的な目標

を掲げています。業界でも Getting to Zero Coalition などの取り組みを始め、2030 年までにゼロエミ

ッション船による運航を商業ベースで実現することを目指しています。また、昨年開催された国連気

候変動枠組条約第 26回締約国会議（COP26）で、いわゆる「グリーン海運回廊」の開設を目指した

クライドバンク宣言が署名されたほか、世界海運評議会も海運の脱炭素化に向けた重要な道筋とし

て、燃料供給源の開発を検討しています。 

 

ただ、このような意欲的な目標を掲げてはいても、脱炭素化の特効薬があるわけではありません。万

能なアプローチは存在しないのです。そのためさまざまな検討が必要になり、政府は、どれを主要な

解決策に据えるかの判断をおそらく民間任せにしてしまうでしょう。そうなると、業界ステークホル

ダーは、最適な代替燃料に関する見通しを全体的に欠いたまま、今後建造する船舶への投資判断を綱

渡りで行うことになってしまいます。 

 

実際、海運業界での脱炭素化の問題は、国家、各企業の経営陣、貸付機関、推進プラントの設計者な

ど、業界の隅々にまで広がっています。脱炭素化を進めるには、基本的に船舶の動力・推進力の発生

方法を大幅に変えなければなりません。低エミッション船やゼロエミッション船の燃料や動力源は、

1種類になるとは限らず、複数の選択肢を組み合わせることも必要になるでしょう。革新的なソリュ

ーションを法的要件に合致したものするには、まず候補となるソリューションのメリットとデメリッ

トの両方を把握した上で、代替燃料に関する複雑な法規制の迷路を解いていくところから始めなけれ

ばなりません。以下では、現在、重油燃料の有力な代替候補とされている燃料について考察します。 

 

液化天然ガス（LNG） 

 

LNG は、特に外航船を中心に代替燃料市場で最大のシェアを誇っていることで広く知られており、

既に約 20年間、燃料として使用されてきました。天然ガスを超低温で液化したものをタンカーで輸

送しています。硫黄分がゼロで、IMO が 2020 年に発効した硫黄分上限規制にも適合するため、代替
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https://www.gard.no/web/updates/content/33127327/decarbonization-of-shipping-emerging-alternative-fuels-from-a-us-perspective
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition
https://www.gard.no/web/updates/content/32700265/after-cop-26-where-are-we-with-decarbonisation-of-shipping
https://www.worldshipping.org/pathways-to-zero-carbon-shipping
https://cms.zerocarbonshipping.com/media/uploads/documents/MMMCZCS_Industry-Transition-Strategy_Oct_2021.pdf
https://cms.zerocarbonshipping.com/media/uploads/documents/MMMCZCS_Industry-Transition-Strategy_Oct_2021.pdf
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燃料の最有力と考えられています。CO2の排出量が留出燃料や低硫黄重油（VLSFO）と比べて約

20%少ないのも特徴です。船級協会の DNVは、2050 年までに船舶燃料の 40%以上が LNG になると

予測しています。そのため、LNG は他の代替燃料への「橋渡し燃料（bridge fuel）」の筆頭として広

く認識されています。実際、稼働中または発注済みの LNG 燃料船は 2021 年 6月時点で 500 隻を超

えており（LNG 運搬船は除く）、既に世界の船舶の一部を占めていると見られます。 

 

ただ、船舶燃料として LNG を使用することにデメリットがないわけではありません。LNG は引火し

やすいため、危険が生じやすいのです。この問題は、かつて LNG の輸入施設を初めて設置する際に

大きな議論を呼びました。また、こうした議論は、連邦政府がボストンなどの地域に LNG 基地の誘

致をしきりに促した際に州政府との間での司法論争も生んでいます。しかも、2001 年 9月 11 日の事

故を受けて公共の安全への懸念が強まり、LNG 施設には一層厳しい目が注がれるようになりまし

た。こうしたことを背景に米国コーストガード（USCG）は、米国向けの LNG 船とその積荷につい

て、出港地から米国到着までの保安・安全を強化する予防策を講じました。「イエメンからマサチュ

ーセッツ州ボストンまでの液化天然ガス（LNG）輸送で、リスク軽減のための重層的なアプローチを

講じ、計画から調整、実行の段階まで十分な注意を払い、船舶の安全・保安を確保」したのはその一

例です。LNG 施設をめぐる連邦政府と州政府の争いを解決に導くため、2005 年エネルギー政策法

（EPAct 2005）では、LNG ターミナルの建設、拡張、安全、操業の独占監督権限を連邦エネルギー

規制委員会（FERC）に付与しています。 

 

LNG の船舶燃料としての使用可否を判断するにあたり、米国の既存の規則では、LNG 運搬船で使用

されるボイルオフガスを除いて、商用船での天然ガス燃料機関の設計・設置について具体的な内容を

定めていません。そこで USCG は、ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際規則

（IGF コード）で定められた基準を用いて、従来の燃料と同等のコンプライアンスを確保していま

す。IGF コードは、天然ガス燃料船の設計に関する国際的な規則を定めたもので、2017 年 1月 1日

から強制化されました。対象となるのは、海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS）の

対象船舶のうち、天然ガスや引火点摂氏 60℃未満の燃料を使用する船舶です。 

 

その後、コーストガードの設計・技術規格局（CG-ENG）からも「Equivalency Determination – 

Design Criteria for Natural Gas Fuel Systems（同等性の判断 – 天然ガス燃料機関の設計基準）」と

題したポリシーレターが発行されています。これは、既存の規則が従来の燃料機関に要求しているの

と少なくとも同等の安全性を備えた天然ガス燃料機関の設計基準を定めたものです。現行の国内規則

で対象となっている燃料機関の代わりにガスなどの低引火点燃料を使用する船舶の基準として、IGF

コードを採用しています。LNG を船舶燃料として使用するにはこうした安全性に関する懸念がつき

ものです。これ以外にも、供給体制確保のための必要な補油施設の整備や、LNG 燃料船のジョーン

ズ法適用船舶への拡大といった課題もありますが、これに対する業界の対策は依然として道半ばで

す。 

 

水素と燃料電池 

 

船舶燃料として水素を活用する動きも進んでおり、推進者は水素が脱炭素化に欠かせない要素になり

うると唱えています。圧縮または液化した水素燃料は燃焼時に CO2 や GHG を一切排出せず、無

毒・無色・無臭です。ただ、燃焼範囲が非常に広く、引火点が低いエネルギーでもあります。また、

自然界には存在せず、生成過程で大量のエネルギーが必要になります。現在は石炭や天然ガスから生

成しているケースがほとんどですが、以下のような複数の生成方法を理解しておくことが重要です。 

 

● グレー水素とブラウン水素：グレー水素は比較的安価ですが、天然ガス由来で、生成時のエ

ネルギー源に化石燃料を使用するのが一般的です。天然ガスを蒸気メタン改質することで生

成します。ブラウン水素は、石炭を気化して生成した水素のことをいいます。 

● ブルー水素：ブルー水素は天然ガスや石炭などの化石燃料から生成したもので、基本的に生

https://eto.dnv.com/2021/maritime-forecast-2050/about
https://eto.dnv.com/2021/maritime-forecast-2050/about
https://eto.dnv.com/2021/maritime-forecast-2050/about
https://www.defensemedianetwork.com/stories/u-s-coast-guard-countering-maritime-security-risk/
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成過程はグレー水素と同じですが、生成中に排出される CO2 のほとんどが回収されるため、

大気中に放出されることがありません。 

● グリーン水素：グリーン水素は、再生可能エネルギーから生成されたクリーンエネルギー由

来の水素で、水電解などによって生成することができます。クリーンではありますが、コス

トがかかるとされています。 

 

LNG と同様、船舶燃料としての水素や、船舶推進用燃料電池の使用、水素の補給など、水素燃料船

の設計、運航について具体的に取り上げた連邦規則は存在しません。水素は、連邦規則集

（49CFR）の危険物規則に従ってコンテナ輸送することはできますが、現状はばら積み輸送をする

には非常に危険な貨物として指定されています。 

 

IMO は水素を船舶燃料として使用するための国際的な要件を定めておらず、IGF コードと「Interim 

Recommendations for Carriage of Liquefied Hydrogen in Bulk（液化水素のばら積み輸送に関する暫

定推奨事項）」が、低引火点燃料の使用に伴うリスクに対処するための代替設計やリスク評価方法の

指針となっています。IGF コードやその他の代替設計アプローチで最も重視しているのは、新しい設

備や技術でも他の低引火点ガスと同等の安全性を確保することです。そういった意味で、

MSC.1/Circ.1455「Guideline for Approval of Alternatives and Equivalents（代替性と同等性承認のた

めのガイドライン）」は、関係者にとって有益な内容と言えるでしょう。また USCG も、積荷・燃

料としての水素の評価を担っています。特に力を入れているのがリスク評価で、設備の安全性がしっ

かり確保されており、従来の燃料設備やガス使用と少なくとも同等の安全性を示せるかを検証してい

ます。 

 

水素は、先に述べた安全性の問題以外にも普及を阻む問題を抱えています。現時点で、水素は遠洋航

海には適していません。エネルギー密度が他の従来の船舶燃料の半分程度だからです。エネルギー密

度が低いと貯蔵に関する問題が生じ、対応できる航海の幅にも影響が出てきてしまいます。船舶のス

ペースが限られているとこの問題はさらに深刻になるため、燃料タンクの大型化によって貨物の輸送

スペースが小さくなってしまうような場合などは、燃料の供給体制が重要なポイントとなってきま

す。水素を船舶燃料として普及させるには供給網が必要となりますが、米国で運航している水素燃料

船がわずか 1 隻ということもあり、その整備は進んでいません。また、液化水素の供給設備は、

LNG の供給設備と比べて資本コストがかかることも考えられます。もっとも、最近のレポートを見

ると、代替燃料の価格が依然不透明な中、水素燃料がガスやバイオ燃料より安価になる可能性もある

とのことですが、価格設定やスケールメリットを確立するには、業界全体からのさらなるニーズが必

要となります。 

 

メタノールとバイオメタン 

 

他の代替燃料と同様、船舶燃料としてのメタノールについて規定した具体的な規則はありません。そ

のため、新たな燃料として従来の燃料と同等の安全性を確保できるかを評価することになるでしょ

う。メタノールは現在、天然ガスから生成されています。大気圧下では液体となる物質で、他の代替

燃料と比べると、温度の面から貯蔵や取扱がはるかに簡単です。ただし、生成中や燃焼中にメタンを

排出するため、ネットゼロエネルギーとは言えないかもしれません。また、CO2 の排出量について

も、従来の船舶燃料と比べてそこまで多く減らせるわけではありません。ただ、バイオマス由来のも

のであれば、最大 50%削減可能とされています。グリーンメタノールを活用したコンテナ船も登場

してきてはいますが、バイオメタンのスケーラビリティも普及の障壁となっています。 

 

バイオ燃料とバイオディーゼル 

 

バイオ燃料は代替燃料の選択肢として検討が進められており、少量ではありますが既に船舶燃料とし

て混合利用されています。再生可能で CO2 の排出が少ないのが特徴です。米国では、「バイオマ

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title49-vol2/pdf/CFR-2012-title49-vol2-subtitleB-chapI-subchapC.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2012-title49-vol2/pdf/CFR-2012-title49-vol2-subtitleB-chapI-subchapC.pdf
https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin1339anx1.pdf
https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin1339anx1.pdf
https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin1339anx1.pdf
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ス」とは「農作物、農業廃棄物・残渣、木材、木くず・廃材、家畜排泄物、食品廃棄物、水生植物な

ど、基本的に再生可能な有機性の物質」のことを指します（42 U.S.C. § 8802(2)(a)）。また、「バイ

オマス燃料」とは「バイオマスを転換して作られた気体、液体、または固体状の燃料」のことを指し

ます（42 U.S.C. § 8802(3)）。バイオ燃料は、従来の石油由来の船舶燃料と混合することも、また、

コーンエタノールや砂糖などさまざまな原料からそれぞれの製法で製造して、代替燃料としてそのま

ま利用することもできます。 

 

バイオ燃料の普及を阻む大きな障壁となっているのは、環境面、経済面、技術面の問題です。これが

環境に優しい燃料となるには、持続可能な原料を供給源にしなければなりません。ほかにも、スケー

ラビリティや市場での競争力の問題や、一部のバイオ燃料では長期的な保管に関する問題もありま

す。 

 

EPAct 2005 と 2007 年エネルギー自給・安全保障法（EISA）で定めたバイオ燃料開発を土台に、米

エネルギー省（DOE）は近年になって、（数ある輸送手段の中でも）船舶の動力にバイオ燃料を使

用することに大きな関心を持つようになり、2021 年 4 月には、輸送時の CO2 排出削減を目的に、バ

イオ燃料の研究に 6,140 万ドルを拠出することを発表しています。 

 

アンモニア 

 

CO2 を一切排出しない燃料としてもう 1 つ検討されているのが、アンモニアです。水素と同様、現

在、アンモニアはほとんどが天然ガスから生成されています。燃料電池のエネルギー源として使用す

ることも、また、内燃機関の燃料源の一部として使うことも可能です。とりわけ、グリーンアンモニ

アは、「油田から航跡まで（well-to-wake）」と「タンクから航跡まで（tank-to-wake）」の両方で

ゼロエミッション輸送を実現する二重の可能性を秘めています。ただ、生産のスケーラビリティや供

給力の問題が依然として普及の障壁となっているほか、新たなエンジンの技術設計、安全性、サプラ

イチェーンに関する懸念も立ちはだかっています。さらに、毒性燃料を使用することになるため、規

制や技術上の障壁もあります。 

 

いくつもの条件を乗り越えて代替燃料の座を競っている物質は多数ありますが、その中でもアンモニ

アはカーボンニュートラル燃料の最有望株であると、DNV は先頃発表した「Maritime Forecast to 

2050 Energy Transition Outlook 2021（エネルギー移行の展望 2021 – 2050 年までの海運業界予

測）」の中で予測しています。ただし、アンモニアが将来的に実用可能な燃料となるためには、CO2

の排出を減らした製法で製造しなければなりません。 

 

バッテリー／電気 

 

バッテリーや燃料電池を使った電気システムとハイブリッドシステムもゼロエミッション燃料の候補

として残っています。完全電動運航は依然として開発の初期段階にあり、現在の技術の限界からすれ

ば、バッテリー駆動による運航が適しているのはおそらく短距離航海や国内フェリーくらいでしょ

う。一方で、ハイブリッド船の実現に向けたさまざまな取り組みも進んでいます。これが実現すれ

ば、船はリチウムイオンバッテリーによる電気推進モーターを動力とし、船内のディーゼル発電機や

陸上電源から充電が可能になります。 

 

バッテリー技術の登場を受けて、CG-ENG は、検査対象となった米国籍船でもリチウムイオンバッ

テリーやその他の新たな貯蔵エネルギー技術への関心が高まってきたため、「CG-ENG-Policy Letter 

No. 02-19: Design Guidance For Lithium-Ion Battery Installations Onboard Commercial Vessels（CG-

ENG ポリシーレターNo. 02-19：商船用リチウムイオンバッテリー設備の設計ガイダンス）」を発表

しました。これには、安全性に関してリチウムイオン技術特有の問題があったことも背景にありまし

https://www.congress.gov/109/plaws/publ58/PLAW-109publ58.pdf
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/04/us-department-of-energy-biofuel-funding-opportunities
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/04/us-department-of-energy-biofuel-funding-opportunities
https://eto.dnv.com/2018/maritime
https://eto.dnv.com/2018/maritime
https://eto.dnv.com/2018/maritime
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/using-ammonia-is-just-one-option-to-clean-up-emissions-67088
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/using-ammonia-is-just-one-option-to-clean-up-emissions-67088
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た。このレターは、リチウムイオンバッテリーを使用した商船の設計指針を既存の規制枠組みの中で

定めた文書と言えます。また、エネルギー省でも電気駆動の乗物に対して優先的に財政支援をしてお

り、この中に船舶も含まれるものと思われます。 

 

まとめ 

 

今後の鍵を握る IMO での国際的な取り決めの進展状況に注目が集まる中、米国での脱炭素化の取り

組みは未曾有の速さで進んでおり、かつてないほど複雑になり、コストも上がってきています。脱炭

素化の課題に対応するべく、政府は、再生可能エネルギー拠点やグリーン海運回廊（ゼロエミッショ

ン船で主要ハブ港間を結ぶ航路）など、代替燃料の普及を支援するための方法を模索していますが、

今後も一番の焦点となるのは業界内の連携です。先頃成立したインフラ投資・雇用法（Infrastructure 

Investment and Jobs Act）も、代替燃料を今後普及させられるか否かの指針となります。ただ、業界

は気候変動戦略の詳細なロードマップが出てくるのを今も待っており、複数ある代替燃料候補のうち

どれが「勝者」として台頭してくるのかははっきりしない状態です。そのため、それぞれの代替燃料

が共存し、いずれも米国内の規則を直接当てはめられないままとなっています。 

 

脱炭素化の取り組みを実現するのであれば、とにかく時間との戦いになります。そのため、特定の代

替燃料の第一人者としての地位確立を目指す企業は、ベンチャーキャピタル投資や重要研究開発基金

をいつでも受け入れられるようにし、代替燃料の実証実験を展開していける態勢を整えておくとよい

でしょう。これらはいずれも、技術を成熟させ、コストを削減していく方法を見つける上で今も欠か

せない対策です。研究開発への資金援助は活発になってきていますが、米国でこの最大のシェアを握

っているのは非従来型の海事機関です。そのため、タイミングよく適切なチャンスをものにできれ

ば、将来成功する可能性は十分にあります。 
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