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  国際航海の船舶に対する温室効果ガスの排出規制が始まろうとしている．増加しつづける海上

荷動き量により船舶からの温室効果ガス排出量も増加の一途であるため，船舶にエネルギー効

率を高めることを課すことで，温室効果ガスの排出を抑制しようという動きである．全世界的な排出

削減への流れの中で船舶にも大幅な CO2 削減が求められるようになるが，省エネ技術を駆使す

れば技術的には可能である．当社はその総合技術力により高度な技術開発を進め，環境面で優

れかつ船主経済にも寄与する船舶を提供していく．また将来的な石油代替燃料の推進プラントの

開発についてもビジョンをもって推進している． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

国際海運からの温室効果ガス(GHG: Green House Gas)排出規制の議論が IMO（国際海事機

関）で高まっている．化石燃料をエネルギー源とする船舶は温室効果ガスの中でも CO2 排出量が

圧倒的に多い．IMO によれば 2007 年の国際海運からの排出量は 8.7 億トンでこれは全世界の

CO2 総排出量の 2.7％に相当する（1）（図１）．遡って京都議定書の基準年である 1990 年当時はわ

ずか 4.5 億トンで，この 20 年足らずの間に２倍近くまで増加している．これはこの間の全世界レベ

ルでの経済成長により，海上荷動き量が増加，それに伴い船腹量が増加し続けているためであ

る．そして，今後も世界経済の成長に伴って海上荷動き量は増加すると予想されている．IMO に

よれば（1）一定の削減努力をおこなっても 2050 年には 2007 年に比べ数倍に増加すると報告され

ている（図２）． 

 

 

図１ 海運からの CO2 排出量  図２ 国際海運からの CO2 排出量の将来予測 
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|2. 国際海運からの温室効果ガス排出規制の動向 

国際海運からの GHG 排出量削減については 2012 年までの先進国の削減目標を定めた京都

議定書からはずされ，その専門機関である IMO に委ねられた．これは国際輸送における CO２排

出責任をその関係者である荷主・船社・寄港地国に適切に配分することが極めて困難なためであ

る．これを受けた IMO では 2008 年３月の第 57 回 MEPC(Marine Environment Protection 

Committee) において“海運の成長を阻害せず，国際海運の特異性に配慮した CO２排出を削

減”するための９原則をまとめた．この原則は排出総量を規制するのではなく，個船のエネルギー

効率を改善することで排出量削減の責任を果たそうというものである．これは世界の経済発展によ

り国際海上荷動き量が大きな影響を受けるため，排出責任が極めて従属的であり，かつ予想され

る海上輸送量の増加は削減の努力レベルに比べ非常に大きいという事情を考慮したものである．

中国を初めとする途上国はその中の“拘束力を有し，全ての旗国に平等に適用されること”とい

う項が，京都議定書の第１０条“共通だが差異ある責任（通称 CBDR; Common but differential 

responsibilities）”に反するとし，その後も規制の強制化について反対の姿勢を崩していない．こ

のように各国の国際外交政策とも密接な関連のある状況下で COP（気候変動枠組条約締結国会

議）でポスト京都議定書の議論が進められている．IMO では本年７月の MEPC でエネルギー効率

の改善を温室効果ガス削減の柱とすべく，次の４つの基本文書を作成し COP15 に報告した． 

(1) エネルギー効率設計指標(EEDI)の計算方法ガイドライン 

(2) EEDI 認証に関するガイドライン 

(3) エネルギー効率マネジメントプラン(SEEMP)作成ガイドライン 

(4) エネルギー効率運航指標(EEOI)の自主的利用ガイドライン 

ここで技術的な削減努力は EEDI の削減，運航に関するものが EEOI の運用であり，今後具体

的な数値目標を定めていくための議論が続けられている． 

2.1 エネルギー効率設計指標（ＥＥＤＩ） 

EEDI は単位輸送量（トン・マイル）当たりの CO2 排出量で，いわゆるハードウエアの性能をあら

わす指標である．EEDI を式で表すと次のようになる． 

速力貨物積載量　

発生量補機の時間当たり発生量　主機の時間当たり




 22   mile)EEDI(g/ton
COCO  

船舶の仕様が決まると個船のEEDIが求められる（設計段階）．出来上がった船舶が設計通りの

性能であるかを海上運転等で確認し， 終的には第３者機関によって認証される（建造段階）．こ

れに対して規制値が設けられる．規制値(要求 EEDI)は，まず現存船の EEDI を統計処理によって

貨物積載量の関数として現状レベルが定められ，この値に削減率を乗じることで規制値となる．

削減率を段階的に大きくすることで船舶からの CO2 排出量の削減を図るものである．性能の優れ

た船舶は EEDI が小さいため，規制をクリアーしやすい．当社は性能を差別化の一つとして種々

の技術開発を進めており，規制の強化によって競争優位に立つことが可能である． 

2.2 エネルギー効率運航指標(EEOI) 

EEOI は引き渡された船を効率的に運航することでトン・マイル当たりの CO2 を削減するための

指標である．例えば空荷の状態を減らしたり，良好な整備によって燃費を改善したり， 適な航路

計画を立てることなどが運航者側の改善努力として考えられる．なかでも減速航海は大きな改善

をもたらす． 

輸送距離貨物輸送量　

発生量消費燃料に基づく


 2   mile)EEOI(g/ton

CO  

実際の船の運航状態や遭遇する海象は常に変化するため，一定期間の燃料消費量，貨物輸

送量の記録を基に EEOI 改善の PDCA サイクルをまわすことが必要となる．SEEMP はその計画方

法である．造船所としては運航面に対する技術支援という新たなビジネスチャンスが生まれる． 
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|3. 船舶の温室効果ガス削減技術の現状と課題 

前章で述べたとおり，船舶からの温室効果ガス削減は船舶の性能を改善することに委ねられる

ことになった．CO2 を削減する手段は燃料消費量を削減する技術であり，いわゆる省エネ技術が

有効な手段である．また一般に使われる C 重油などの燃料油よりも CO2 排出量の少ない燃料へ

の転換や発生した CO2 を回収する装置の装備も手段の一つである． 

なかでも省エネ技術は燃料コストの節約により船主経済性にも寄与するため現状においても

様々な技術が開発されている．省エネ技術は近代造船技術者にとって永遠の命題である．オイ

ルショック後の 1980 年代に起こった省エネブームによる燃費競争と百花繚乱の体をみせた省エ

ネ技術開発はまだ記憶に新しい．当時の産物であるリアクションフィンなどの省エネフィンや排熱

回収の蒸気タービン発電システムは現在でも成果を上げている． 

図３は船舶の温室効果ガス削減技術の対応可能時期とその効果を模式化している．基礎とな

るのは船型改良と推進効率の改善で，当社は戦前から長崎研究所の曳航水槽において何千と

いう水槽試験を繰り返しながら一歩一歩改良を重ね今に至っている． 

  
 

図３ 船舶の温室効果ガス

削減技術と対応可能

時期 

  
水面に浮かんで移動する船舶の宿命として，水からの摩擦抵抗と造波により生ずる抵抗はゼロ

にならない．またプロペラの推進効率も理想効率以上にはならないため，性能の改善には限界が

あり，既に今後 10％の改善余地が残されているかどうかという技術レベルに達している． 

ただし，これも設計条件を変えることによって更なる改善が可能となる．たとえば，主寸法の制

限を緩和する，二重反転プロペラ等の高度技術の導入，高価な軽量化材に変えるなどにより，よ

りエネルギー効率の良い，すなわち環境性能の良い船舶を建造することも可能である．そのほ

か，風力の利用や新たな推進プラントの技術導入等にも一般に装備の追加・高性能化による投

資が発生するが，燃料削減による運航コスト削減という経済効果を生む点で温室効果ガス削減技

術は追加投資を吸収できる環境対策技術となりうる． 

特に，昨今の原油価格高騰により燃料のＣ重油はトン当たり 500 ドルのレベルまで上昇してい

るため，技術導入による投資コストが評価されやすい．今後 CO2 の排出税や硫黄分の制限強化

などにより，燃料油価格は上昇の傾向にあると予想され，益々技術の導入に有利な環境にある．

コスト回収が難しいと判断されて過去に見捨てられた技術も復活のチャンスがあるし，新たな技術

開発投資も回収の目処が立ちやすい．環境技術は船舶に限らず，全産業界における大きな課題

であり，各方面の技術イノベーションにも注意を払う必要がある． 

このように温室効果ガス削減技術は船主にとって採算が成り立つ環境対策技術であるという点

で，先に排出規制が決まった NOx, SOx, バラスト水排出管理とは本質的に異なる．また，船舶は

鉄道輸送やトラックと比較しても CO2 排出効率の優れた輸送手段であり（図４），その発展は地球

環境の未来に大きな貢献が期待される． 
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図４ CO2 排出効率の船

舶・鉄道・トラックとの

比較 

|4. 新たな技術開発への当社の取組状況 

本章では当社が他社に先駆けて 近開発した温室効果ガス削減の新技術の事例を示し，当

社の取組状況を説明する． 

4.1 摩擦抵抗低減技術 

一般商船の船体が受ける水の抵抗のうち摩擦抵抗は６割から８割を占めるため，大幅な省エネ

を実現するためにはこの摩擦抵抗を削減する技術開発は重要である．船体表面に規則的な凹凸

をつくるリブレットやフッ素系の船底塗料や， 近では魚のぬめりを模擬した親水性の塗料などの

表面の平滑性を向上する技術も開発されつつある． 

船体を微少な空気で覆うことで抵抗を下げる技術も古くから唱えられ長く研究段階にあった．

当社は世界で初めてこの技術を実船に適用した空気潤滑システムを開発，日本郵船殿向けモジ

ュール船に搭載し，平成22年度には実海域での性能を検証する．本空気潤滑システムは専用の

ブロアにより加圧した空気を船底に設けた開口から船体の運動や姿勢に併せて均一に吹き出す

ように制御することによって，船底部を一定厚さの気泡層で覆うもので，これによって推進に必要

な出力を５％～10％の低減できる． 

4.2 ハイブリッド CRP ポッド推進システム（2） 

プロペラ推進効率を改善する一つの手段として，当社が 2004 年に世界で初めて開発に成功し

た１軸ハイブリッド型 CRP(Contra Rotating Propeller)ポッド推進システムがある（図６）．これは一

つのプロペラの直後にモーターを内蔵したポッド推進器を配置し，双方のプロペラを逆回転させ

ることでプロペラが起こす回転流を回収し高い効率を得るものである．また従来型の二重反転プ

ロペラに比べ複雑な反転メカニズムがなく，かつそれぞれが独立しても作動するため推進プラント

に必要な信頼性にも役立っている．本装置を装備した２隻のフェリーは既に就航後５年目をむか

え，実運航で従来比 20％以上の燃料削減効果を上げると共に，期待通りの安定した運航を続け

ている． 

 

 

図５ 空気潤滑システムのイメージ 図６ ハイブリッド CRP ポッド推進システム 
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4.3 推進プラントの効率改善技術 

通常の商船の多くは低速２ストロークディーゼル機関による推進プラントとなっている．これはデ

ィーゼルの優れた熱効率によるところが大きく，一般にその総合熱効率は 50％程度である．排熱

は排熱エコノマイザーにより蒸気に変え，時には蒸気タービンを駆動し発電にも使われるが保守

の煩雑さと回収熱量に限界があるため通常は雑用の熱源として使われているに過ぎない． 

この排熱回収技術として 近注目されている新技術の一つにハイブリッド過給機がある

（図７）．これは主機関の過給機軸に高回転発電機の軸を直結して発生した電力を周波数変換

器を通して配電盤に供給するもので，構成機器が少なく効率的である． 

このような排熱回収装置と機関の高効率化により総合熱効率を９％向上させ，54％台まで高め

ることを目標とした推進プラントを開発中である． 

4.4 自然エネルギー利用 

図８の写真は昨年竣工した自動車運搬船の上部甲板に太陽電池パネルを装備したものであ

る．総出力は 大 40kW 程度で，これは本船の船内消費電力の４％程度をまかなう程度の小さな

ものである．このように太陽光パネルだけでは大きな省エネ効果にはならないが，今後パネルの

効率向上と価格の低下，蓄電池との組合わせ等により利用が進むことを期待し，洋上における過

酷な自然環境での試験的な利用を始めている． 

 

 

図７ ハイブリッド過給機 図８ 自動車運搬船に搭載した太陽光パネル 

|5. クリーンシップ開発に向けた将来展望 

前章で述べたような様々な省エネ技術を組み合わせることで，現時点でも相当な温室効果ガス

削減が可能である．その一考察として大型船における削減の可能性を推定したものを表１に示

す．ただし，推定には期待効果も含めているため，現実の設計での数値を保証するものではな

く，一つの目安である．表の上段には技術導入による削減率を，更に本船を大型化・低速化した

場合の削減率を 下段に示した．このように，船舶からの温室効果ガスは 50％という大幅な削減

も可能であり，当社はクリーンシップの実現に向けた技術開発を鋭意すすめている． 

   

 表１ 現状技術によるエネルギー削減の可能性 

 削減技術 削減効果 

 推進効率の改善 －10％ 

 摩擦抵抗の低減 －3％ 

 空気抵抗の低減 －1％ 

 推進プラントの効率改善 －9％ 

 自然エネルギー利用等その他の技術 －2％ 

 (小計） －25％ 

 大型化・低速化による削減 －10～30％ 

 (合計） －33～47％ 

  

現存するほとんどの商船は重油を燃料としている．石油は 2050 年頃に枯渇するといわれてい

るが，この予測も新たな油田の開発や消費量の変化で刻々と変化している．ただし 2025 年頃に

は残された埋蔵量の減少により石油の使用に甚大な影響があると考えられ，20 年以内には船舶
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の燃料も石油に完全に依存した長い歴史から脱却し，温暖化ガス削減にも効果のある新たな燃

料に移行することが必要となると考えている． 

カロリー当たりの CO2 排出量が重油より 20％～30％少ない天然ガスは石油代替エネルギーの

有力な候補の一つである．既に LNG 船，小型フェリーでは天然ガスを燃料とする船舶が就航して

いるが一般の商船に普及するには，LNG 燃料タンクの安全性，陸側の供給インフラ整備が課題

である．また，更なる LNG 焚き推進プラントの効率改善を目指して，当社ではガス直噴型低速デ

ィーゼル推進プラントを開発中である． 

水素は燃料電池の燃料の一種として，将来の低炭素社会に有望なエネルギーであるが積載ス

ペースに限りのある船舶にとってエネルギー体積密度が低いこと，極低温の高圧容器という解決

すべき課題がある．舶用燃料電池の燃料にメタノールや LNG を改質して用いる形式も開発中で

あるがこれも小型化にはまだ道程があると考えられる． 

温暖化ガスを発生しない動力として原子力の利用にも目が向けられつつある．日本では 1969

年に初の原子力船“むつ”が建造されたが，既に原子炉は取り外されている．原子力商船の登場

には技術的ハードルも高いが，それ以上に環境アセスメント・燃料ウラン供給など社会的基盤整

備に相当な年月が必要と考えられる． 

原子力利用を含め，当社の総合技術力を生かして来るべき舶用燃料の将来像を見据えなが

ら，石油代替燃料による船舶のエネルギー・環境問題に取り組んでいる． 

|6. まとめ 

船舶からの温室効果ガス削減規制は船舶のエネルギー効率を改善することを柱として国際機

関である IMO で審議されている．温室効果ガス削減技術は燃料の削減に繋がるため船主にとっ

て採算が成り立つ環境対策技術であり，海上輸送の継続的な発展に大きく貢献するものとして期

待されている．広範囲におよぶエネルギー効率を高める技術を組み合わせることで 50％という大

幅な削減も可能であり，当社はクリーンシップの実現に向けた技術開発を鋭意すすめている． 

また将来の代替燃料を見越した推進システムなどの新技術の導入により船舶そのものが大きく

変わろうとしている．当社はその総合技術力により新たな船舶の創造に挑戦し続けている． 
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