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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．船舶のカーボンニュートラル （内航）



２０５０年カーボンニュートラルに向けた動き

《グリーン成長戦略》

■2050年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略（R2.12.25）

★経産省を中心に、革新的イノベーションに関
わる重要分野について実行計画を策定（昨年
末の成長戦略会議に報告）

・「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策
＝グリーン成長戦略

・今後の産業として成長が期待され、2050年
カーボンニュートラルを目指す上で取組が不
可欠な14の重要分野において、目標、研究開
発・実証、制度整備等を盛り込んだ「実行計
画」を策定（うち、国交省関連分野は１２分野）

・高い目標にコミットする企業による長期にわた
る技術の開発・実証を２兆円の基金で支援

《地域脱炭素ロードマップ》

■国・地方脱炭素実現会議の設置
（R2.12.25)

★議長：官房長官、副議長：環境大臣、総
務大臣（第１回会議：令和２年12月）

★環境省を中心に、国・地方が協働する
地域脱炭素ロードマップを本年夏に策定
予定

・５年の集中期間に政策を総動員（①適用
可能な最新技術でできる重点対策を全
国で実施、②先行モデルケースづくり）

（参考）ゼロカーボンシティの拡大
・東京都、京都市、横浜市を始めとする
374自治体が「2050年までにCO2排出実
質ゼロ」を表明（R3.4.22時点）

《関連計画等の見直し》

■地球温暖化対策計画の見直し
・中期：2030年度に2013年度比26%減
・長期：2050年までに80％減
★2021.11のCOP26に向け改定予定

■エネルギー基本計画の見直し
・2030年エネルギーミックスの実現

火力全体56％（77％）、原子力22～20％（6％）、
再エネ22～24％（17％） ※（2018年度）

★地球温暖化対策計画と併せ改定予定

■パリ協定長期成長戦略の見直し
・ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた
「環境と成長の好循環」の実現

★2050年カーボンニュートラルに伴い見直し検討

■ 内閣総理大臣所信表明演説（令和２年10月26日）
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。

■ 内閣総理大臣施政方針演説（令和３年１月18日）
2050年カーボンニュートラルを宣言しました。もはや環境対策は経済の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産
性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもの。
ＣＯＰ２６までに、意欲的な２０３０年目標を表明し、各国との連携を深めながら、世界の脱炭素化を前進させます。

■ 日米首脳共同声明（令和３年４月16日）
日米両国は、双方が世界の気温上昇を摂氏１．５度までに制限する努力及び２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的
な形で、２０３０年までに確固たる気候行動を取ることにコミット した。

■ 地球温暖化対策推進本部（令和３年４月22日）
2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けてまいります。このあと、気候サミットにおいて、国際社会へも表明をいたします。
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我が国の温室効果ガス削減の中期目標と長期的に目指す目標

４６％減

出典：社会資本整備審議会・交通政策審議会環境部会・技術部会合同グリーン社会WG （第１回） 資料抜粋
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日本国内の運輸部門におけるCO2排出量
○ 2019年度における日本の二酸化炭素排出量（11億800万トン）のうち、運輸部門からの排出量（2億600万
トン）は18.6％を占めている。

○ 自動車全体では運輸部門の86.1％（日本全体の16.0％）、うち、旅客自動車が運輸部門の49.3％（日本
全体の9.2％）、貨物自動車が運輸部門の36.8％（日本全体の6.8％）を排出。

○ 内航海運は、運輸部門の5.0%（日本全体の0.93%）を排出。
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内航海運のCO2排出量の推移及び現行の削減目標

○ 2013年度における内航海運のCO2排出量は約1083万t-CO2【2019年度では約1038万t-CO2】
○ 地球温暖化対策計画における2030年度のCO2排出削減目標は、これまでは157万t-CO2（2013年
度比で約15％減）【2030年度のCO2目標排出量は約926万t-CO2】

出典： 日本内航海運組合総連合会の集計データ、（一社）日本旅客船協会の集計データ、内航船舶輸送統計調査、海事局データより作成
注） 温対計画上の削減指標 省エネ率の高い船舶への代替建造： 省エネ率16%船 (～2022年度)、省エネ率18%船 (2023年度～)、約3% の運航効率の改善
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内航カーボンニュートラル検討会開催

第203回国会（臨時国会）冒頭の菅内閣総理大臣の所信表明演説において、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現
を目指すことが宣言され、海運を含めた様々な分野において、省エネ・脱炭素化の取り組みを加速する必要性が高まっている。
このような中、内航海運分野についても、「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」を設置し、カーボンニュートラルの推進に向け
た検討を開始するため、4月12日に第1回検討会を開催し、８月24日に第４回検討会が開催された。

関係団体・省庁
○ 日本内航海運組合総連合会
○ 日本旅客船協会
○ 日本造船工業会
○ 日本中小型造船工業会
○ 日本舶用工業会
○ 海上・港湾・航空技術研究所
○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
○ 石油連盟
○ 日本鉄鋼連盟
○ 資源エネルギー庁
○ 環境省

【第１回検討会（令和３年４月１２日（月）１０：００～１２：００）】
主な議事内容：

• 内航海運のCO2排出量の現状等について
• 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた需要側の取

組について
• 関連業界・団体等からのプレゼンテーション

【第２回検討会（令和３年５月２５日（火）１３：３０～１５：３０）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 内航カーボンニュートラル推進に向けた課題等

【第３回検討会（令和３年６月２９日（火）１３：３０～１５：３０）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 内航カーボンニュートラル推進に向けた検討の方向性 等

【第４回検討会（令和３年８月２４日（火）１３：３０～１５：３０）】
主な議事内容：

• 関連業界・団体等からのヒアリング
• 「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」中間とり

まとめ案について 等

海事局説明内容
＜第１回検討会＞

• 内航海運のCO2排出量の現状等
• 他モード・他業種における現状等
• CNに向けた政府全体の動き等
• 内航海運のCO2排出削減に向けた支援施策
• 内航海運における更なるCO2排出削減方策

＜第２回検討会＞
• 内航CNに向けた検討の方向性等
• 国際海運におけるCO2排出抑制に向けた制度

＜第３回検討会＞
• 内航CNに向けた検討の方向性等

＜第４回検討会＞
• 「内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会」中間とりまとめ案
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課 題

内航カーボンニュートラル推進に向けた現状と課題

内航海運のCO2排出量は約1,038万t-CO2(2019年度)（運輸
部門の4.9%、日本全体の0.91%)
近年の排出量は微減傾向
2030年度のCO2削減目標は157万t-CO2（2013年度比で
約15％減）

下記のような取り組みを制度・予算・税制等で支援

省エネ船型や高効率エンジンなどの省エネ・省CO2設
備・船舶の開発(造船所、舶用メーカー)

省エネ・省CO2に資する船舶の建造や運航(内航事業者)

現 状

「2050年のカーボンニュートラル実現」を表明した国は日本を含め125カ国・地域。

我が国は、CN実現に向け、2030年度に46%削減(2013年度比)を表明。各産業分野でも、従来目標の一層の深掘りが必要

カーボンニュートラルに向けた世界・日本の動きの加速

内航海運の現状及び課題を踏まえながら、内航海運の省エネ・省CO2対策の更なる加速が必要

政府目標を踏まえ、一段のCO2排出削減を進めるにあたって
は、以下のような課題が存在

内航分野の省エネ・省CO2に向けた選択肢や時間軸が見
通しにくい
内航船は、外航船と比べてサイズ・航路・船種等が多様であり、それ
ぞれの船舶に適用可能な省エネ・省CO2技術について、現時点では
いつどのような技術が実用化されるか幅があることから、選択肢や
時間軸が見通しにくい

荷主等との連携
荷主・オペレーター・船主・造船所等の内航海運業界の産業構造を
踏まえCO2排出削減の取り組みを加速していくためには荷主等との
連携が必要

モーダルシフトの効果の把握
海運へのモーダルシフトにより日本全体の省エネ・省CO2に貢献して
いることに鑑み、その効果を定量的に示すことが必要

投資余力に乏しい中小・零細企業が多い
投資余力に乏しい中小・零細企業が多い内航海運業界の特徴を踏
まえた対策が必要
長期間にわたり船舶を使用する傾向にあり、リプレース時における海
外売船市場での価値低下への懸念



船舶の燃費性能や運航時のCO2排

出量等を「見える化」することで、荷
主・オペ・船主等が、省エネ・省CO2
化の取り組みを促す仕組みを導入

モーダルシフトによる排出量削減効
果の「見える化」を推進

省エネ、省CO2の
「見える化」の推進

低・脱炭素化船開発・普及促進

内航カーボンニュートラル推進に向けた取り組み概要

※181万t-CO2削減

（2013年度比で約17％減）

深掘りした
2030年排出削減目標※の達成

2050年に向けて
さらなる排出削減の加速

荷主等とも連携することで現在の省エネ
船を超える省エネ性能を有する連携型
省エネ船の開発

連携型省エネ船、LNG燃料船、燃料電
池船等の低・脱炭素化船の普及促進

低・脱炭素化船の導入環境整備

低・脱炭素化船の開発・普及

ウェザールーティングの活用や荷主
と連携した運航改善の取り組みを展
開・推進

陸電の活用等による停泊中の排出
削減を推進（カーボンニュートラル
ポート施策と連携）

運航効率の一層の改善

水素・アンモニア燃料船の商用化に向けた
技術開発・実証

ガス燃料船に対応した安全基準等の整備

海運のカーボンニュートラル・
ゼロエミッションに向けた取り組み

運航効率改善の促進

船舶における省エネ・省CO2化の手法は、主に①船舶等のハードウェア対策、②運航的手法、③燃料転換手法に分類すること
ができるが、内航海運の現状・課題も踏まえると、当面③は困難であり、①及び②の組み合わせにより推進
加えて、荷主・オペ・船主・造船所等が、省エネ・省CO2効果を把握しつつ、協調して取り組みを進めることが必要
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2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 ～2030年 ～2040年 ～2050年

大
型
・
長
距
離

燃
料
・動
力
源
等
の
推
移
イ
メ
ー
ジ

技
術
開
発
の

見
通
し

水素舶用エンジン等 研究開発 実証運航

アンモニア舶用エンジン等 研究開発 実証運航

グリーンイノベーション
基金により実施

自動運航船(船上有人) 開発・実証等

連携型省エネ船の開発

支
援
措
置

・
制
度
等

省エネ船・連携型省エネ船・LNG燃料船等の普及支援(エネ特等)

燃費・排出量等の見える化省エネ格付制度

【参考】カーボンニュートラルポート（CNP）の形成に向けた施策の推進

ガス燃料船に対応できる人材の確保・育成

(再生メタン・バイオメタン等への転換）

インフラ等の条件が揃う一部の航路で導入 導入拡大

水素燃料船

アンモニア燃料船

内航カーボンニュートラル推進に向けたロードマップ

連携型省エネ船
省エネ船に加え、自動運航等の運
航支援設備の導入、陸電の利用、
荷主等との連携による更なる省エ
ネを実施

省エネ船（現行）
省エネ船型、高効率エンジン
等の省エネ設備を搭載

電池推進船・水素燃料電池船

LNG燃料船

引き続き使用可

必要に応じ、発電機エンジンを
バッテリー・FCに置き換え、燃
料をバイオ燃料に切り替え等

（再生メタン・バイオメタン等含む）
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11

連携型省エネ船の例

モード 省エネ技術の導入例

運航

高効率エンジンの採用

二重反転プロペラ

省エネダクト

船型・船首形状改善

空気潤滑

低摩擦塗料

風圧抵抗低減形状

ウェザールーティング等

補機インバータ制御

排熱回収発電

荷役 高効率機器の採用

停泊 補機インバータ制御

以下の省エネ技術等のいくつかの組み合わせ

現状の省エネ船の例

現状の省エネ技術のいくつかの組み合
わせ
（省エネ標準船型の更なる開発など、

省エネ技術の高度化を含む）

自動運航・遠隔制御技術、デジタル
プラットフォームによる運航支援設備
の導入

陸電の利用や大容量蓄電池の搭載
などの停泊時の省エネ

荷主等との連携による運航改善

連携型省エネ船の例

以下の技術・手法等のいくつかの組み
合わせ

ハイブリッド推進の導入



内航カーボンニュートラル推進に向けた検討会のスケジュール（予定）

4月12日【済】
第１回検討会

・内航海運のCO2排出量の現状等
・関連業界・団体等からのヒアリング

5月25日【済】
第２回検討会

・関連業界・団体等からのヒアリング
・内航カーボンニュートラル推進にむけた課題等

6月29日【済】
第３回検討会

・関連業界・団体等からのヒアリング
・内航カーボンニュートラル推進に向けた検討の方向性等

8月24日【済】
第４回検討会

・内航カーボンニュートラル推進に向けた取組の方向性（中間とりまとめ（案））

8月30日【済】 「内航カーボンニュートラル推進に向けた取組の方向性（中間とりまとめ）」公表

～内航カーボンニュートラル推進に向けた取組の方向性の具体化等の更なる検討

12月頃
第○回検討会

・内航カーボンニュートラル推進に向けた取組の方向性（最終とりまとめ（案））

年内目処 「内航カーボンニュートラル推進に向けた取組の方向性」公表

12



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．船舶の低・脱炭素化に向けた支援等



新型コロナウイルス感染症対策及びアフターコロナ時代を見据え、デジタルトランスフォーメーション（DX）や2050年カーボンニュートラルの
実現等の海事分野における喫緊の課題を解決するための複数者が連携して行う、次世代技術開発を支援することにより、技術のトップラン
ナーを中核としたシステムインテグレータを育成し、もって造船・舶用等の集約・連携を加速することで、我が国海事産業の構造転換を進め、
技術力の強化と船舶輸送能力の確保を図る。

事業イメージ

○ 次世代船舶の熾烈な国際開発競争

（自動運航船） （ゼロエミッション船）
○ 内航海運の労働環境改善

欧州では船舶基本設計や調達等
を握る巨大システムインテグレータ
が台頭

自動運航船
認知・判断・操作の自動化

他産業を含めた
連携を推進

航海・通信系システム

荷役系システム

離着桟系システム機関・推進系システム

ゼロエミッション船
新燃料貯蔵・供給・燃焼システム

内航船近代化
荷役作業の機械化、離着桟の支援

「船舶の安全航行」、「船員の労働負担軽減」、「船内労働環境の密の低減」、「GHG削減」といった喫緊の課題に対応する技術
を中核としたシステムに集中して投資することで、世界でも強い競争力を有する日本版システムインテグレータを育成

連携・集約の加速による産業構造の転換、世界の海事産業をリードする技術力の強化、経済活動の根幹となる船舶輸送能力の確保

従来の海事産業の構造 欧州のシステムインテグレータ
喫緊の課題 欧州システムインテグレータの台頭

各課題を解決するための核となる認定計画
に基づく技術開発を支援（1/2以内補助）

海事産業集約連携促進技術開発支援事業

14



AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金（経済産業省連携事業）

15



内航省エネ船建造における補助実績

内航船舶の省エネ化推進に向け、平成25年度より経済産業省と連携し以下の支援を実施。

※SII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）: 補助金の執行団体

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金 （SII※補助金）

【概要】
工場・事業所等における省エネ設備への入れ替えに係る費用の一部※

を補助 ※ 案件に応じ1/4、1/3、1/2

【補助金実績】 20隻、87.9億円 （H25年度～R2年度）

・革新的省エネ技術によるハード対策と運航計画や配船計画の最適化等によるソフト対策を組み合わせた省エネ船舶の設計建造
等の経費を支援（内航船の運航効率化実証事業）

・船舶への省エネ設備導入費用の一部支援（エネルギー使用合理化等事業者支援補助金）

【令和2年度予算額459.5億円】

【補助金実績】 39隻、140.8億円 （H25年度～R2年度）

内航船の運航効率化実証事業
(貨物輸送事業者と荷主の連携等による

運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金)

【令和３年度予算額62.0億円の内数】
【概要】
革新的省エネ技術、省エネスクラバーを組み合わせた省エネ船等の設計
建造等に係る費用の1/2を補助

○ システムの導入により配船を効率化○システムの導入により運航を効率化
（航海計画支援システム）

最適な配船計画を作成

運航計画・配船計画の最適化（ソフト対策）

＜国土交通省･経済産業省連携事業＞

革新的省エネ技術（ハード対策）

空気潤滑システム

二重反転プロペラ

省エネスクラバー

省エネスクラバー

電子制御主機関
抵抗低減型高性能舵

<補助技術の例（イメージ）>

新型軸流過給機搭載主機関

省エネ船型 可変ピッチプロペラ

＜経済産業省事業＞ 16



LNG燃料システム等導入促進事業（環境省連携事業）

17



LNG燃料システム等導入促進事業における補助実績

※平成３０年度～令和２年度にかけて、計３件の事業に対し、約１０億円を補助。

出典：日本郵船・HP 出典：川崎汽船・HP 出典：商船三井内航・HP

18



内航船省エネルギー格付制度の概要

申請内容を審査後、格付を付与し、
ロゴマークの使用を許可

荷主や消費者に環境性
能のよい船舶を建造、
運航していること等を
PRしたい！

○申請者（船舶の所有者、運航者、造船所、船舶を利用する荷主等）の希望に応じ、国交省が内航船の
環境性能を「見える化」（評価）する制度。

○申請事業者は、格付によって客観的に船舶の環境性能が評価されることで、環境対策に関心のある荷主
や消費者等へ、環境性能のよい船舶を建造、運航していること等PRが可能。

○本制度の普及等を通じて、地球温暖化対策計画における内航海運のCO2排出量削減目標（2030年度に
おいて、2013年度比157万トン削減）の達成を目指す。

0%以下 0%～
5％未満

5%以上
10％未満

10%以上
15%未満

15%以上
20%未満

20%以上

EEDI 評価無し

代替手法 評価無し

暫定運用手法 評価無し

国土交通省
海事局
海洋・環境政策課

申請者（船舶の所有者、運航者、造船
所、船舶を利用する荷主）は、海事局へ
船舶の格付及びロゴマークの使用許可を
申請

格付の種類
申請船の環境性能を、基準値より何％改善しているかに応じて、星１つ～

５つで評価を行います。なお、計算方法に応じて星の色が異なります。

ロゴマーク

船体や名刺、
ホームページ等
で、右図のよう
なロゴマークを
使用することが
できます。

改善率

計算方法※

また、ロゴマークの下部に☆等
を表示することができます。

※本制度の詳細や申請方法等は右記URLをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000021.html

※EEDI： 1トンの貨物を１マイル運ぶのに必要なCO2排出量を用いる計算方法
代替手法：水槽試験を実施しない等のためEEDIを算出できない場合に行う計算方法
暫定運用手法：代替手法で基準値の設定がない船舶に用いることのできる計算方法 19



水素燃料電池船の安全ガイドラインの見直し

水素燃料電池船の安全ガイドラインの整備（見直し）
IMO燃料電池船安全の暫定指針の先行取入れ
国内でも大型船の開発・実証が開始したことから、IMO暫定指針を先行取入れ。
IMO暫定指針で明確化された燃料電池船の安全要件は、次のとおり。

• 燃料電池設置区画（配置・材質、換気通風、環境制御等）、火災安全・防爆、電気設備、制御・監視・安全措置 等
小型船等の安全要件の見直し
改訂前のガイドラインは、低温液化ガス・大型船が対象のIGFコードをベースに作成。このため、火災安全・防爆、タンク配置、バンカリ
ングなど小型船への適用が困難な要件が存在。
このため、IMO暫定指針や国内の実証事業での調査結果（※）を踏まえ、ガイドラインの必要な見直しを実施。

代替設計のリスク評価簡素化など
ガイドライン要件に替えて代替設計をする場合、リスク評価の実施を要求（IMO暫定指針も同じ）。
また、IMO暫定指針では、換気機能喪失の場合の燃料電池システムの停止時間の決定など、リスク評価の結果に基づき決定するこ
とを要求するが、リスク評価の実施には、手間と経験を要し、事業者側のハードルが高い。
このため、標準HAZIDワークシートなど、リスク評価の実施手順をガイドラインに規定。

小型船へのガイドライン適用が困難な項目
（左：燃料タンクおよび燃料管の配置、右：ベント装置）

（※）国土交通省・環境省連携「燃料電池船技術評価FS事業」（平成30～令和2年度）等

令和3年8月30日に「水素燃料電池船の安全ガイドライン」の改訂版を公表

20

小型船舶
（20総トン未満）

20総トン～
500総トン未満 500総トン以上

改訂前 ○ IGFコードを準用 IGFコードを準用

改訂後
○

（設計の自由度
も向上）

○
（圧縮水素燃料向
けに要件を整理）

IMOの暫定指針

○…ガイドラインの対象

ガイドライン改訂前後での総トン数別適用範囲の変化



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．グリーン成長戦略とＧＩ基金



2050年カーボンニュートラルと重要分野での検討

菅総理の「2050年カーボンニュートラル」宣言 → グリーン成長戦略（実行計画）を策定、具体化

菅内閣総理大臣・所信表明演説（2020年10月26日）

グリーン社会の実現
菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ
て、グリーン社会の実現に最大限注力してまいります。
我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭
素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。
もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありませ
ん。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社
会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転
換が必要です。
鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをは
じめとした、革新的なイノベーションです。実用化を見据えた
研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を
総動員し、グリーン投資の更なる普及を進めるとともに、脱炭
素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を
創設するなど、総力を挙げて取り組みます。環境関連分野
のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めて
いきます。世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好
循環をつくり出してまいります。

梶山経済産業大臣・臨時記者会見（2020年10月26日）

カーボンニュートラルは簡単なことではなく、日本の総力を
挙げての取組が必要になります。高い目標、ビジョンを掲げ、
産官学が本気で取り組まなければなりません。他方で、カー
ボンニュートラルを目指し、一つ一つの課題解決を実現し、
世界にも貢献していくことは新たなビジネスチャンスにもつな
がります。
この挑戦は日本の成長戦略そのものです。あらゆるリソー
スを最大限投入し、経済界とともに、経済と環境の好循環を
生み出してまいります。（略）

梶山経済産業大臣・臨時記者会見（2021年6月2日）

成長戦略の基本的な考え方は、生産性を向上させ、その成
果を賃金によって分配し、労働分配率も向上させ、消費の拡
大を通じて、力強い成長を実現することであります。
具体策としては、第１に、グリーン成長戦略の実現です。洋
上風力、水素、自動車・蓄電池、住宅・建築物など１４分野に
ついて年限を決めて投資を促進し、導入を進めます。（略）

梶山経済産業大臣・閣議後記者会見（2021年6月22日）

2050年は、遠い先の将来ではなく近い将来との認識のもと、
関係省庁と連携してグリーン成長戦略をしっかりと実行して
いきたいと考えております。 22



分野毎の「実行計画」（課題と対応）

エネルギー関連産業 輸送・製造関連産業 家庭・オフィス関連産業

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

②水素
・燃料アンモニア産業

④原子力産業

③次世代
熱エネルギー産業

①洋上風力・
太陽光・地熱産業

（次世代再生可能エネルギー）

⑪カーボンリサイクル
・マテリアル産業

⑥半導体・
情報通信産業

⑩航空機産業

⑦船舶産業

⑨食料・農林水産業

⑧物流・人流・
土木インフラ産業

⑤自動車・
蓄電池産業

⑫住宅・建築物産業
・次世代電力
マネジメント産業

⑬資源循環関連産業

⑭ライフスタイル
関連産業

・・・海事局関連記載のある分野
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⑦船舶産業の成長戦略「工程表」

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 ～2030年 ～2040年 ～2050年

カーボンフリーな
代替燃料への
転換

燃料電池船

EV船

ガス燃料船

LNG燃料船の
高効率化

技術開発・導入

風力推進等との
組み合わせ

枠組の整備

新造船

現存船

船社、船主

水素燃料電池船
商用的拡大

技術開発 水素・アンモニア
燃料船
導入拡大

• 水素燃料エンジン
• アンモニア燃料エンジン 水素・アンモニア燃料船

商用的拡大

ゼロエミッションEV船
商用的拡大

★目標
• 2028年よりも前倒しでゼロエミッション船
の商業運航実現

★目標(2050年時)
• 船舶分野における水素・アンモニア
等の代替燃料への転換

〇水素・アンモニア燃料船

〇フルバッテリー船

〇水素燃料電池船

〇LNG燃料船

超高効率LNG燃料船
＋風力推進船
導入・拡大

実証

• 風力推進

• 革新的燃料タンク
• 燃料供給システム

技術開発

〇新造船

〇現存船

EEDIの更なる規制強化（未定）

EEXI・燃費実績格付け制度の見直し等（未定）

新造船に対する燃費性能規制（EEDI）の規制強化

現存船に対する燃費性能規制（EEXI）・燃費実績の格付けの制度の実施

経済的手法（例：燃料油課金）の導入による研究開発、普及等の促進（未定）〇船舶、船主等

実証技術開発

実証技術開発

水素・アンモニア燃料船
にも応用可能

• 革新的燃料タンク
• 燃料供給システム

超高効率LNG+風力推進船※
商用的拡大

LNG燃料から再生メタンへ
次第に転換

※CO2排出削減率86%、再生メタン活用でゼロエミッション

実証 2025年より前に実証開始

実証 水素燃料電池船
導入拡大

ゼロエミッションEV船
導入拡大実証

内航海運の低・脱炭素化に向けた議論を踏まえ必要な制度構築を含めた取組の推進

令和2年12月25日第6回成長戦略会議において策定されたグリーン成長戦略（令和3年6月18日改訂）
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⑦船舶産業の概要

現状と課題 今後の取組

カーボンフリーな
代替燃料への転換

• 一部企業等が、自動車用等の水素燃料電池システムを転用した小型の水
素燃料電池船やリチウムイオン電池を用いたバッテリー推進船を開発・実証中。

水素・燃料アンモニアを直接燃焼できるエンジンが必要
• 水素燃料電池システムやバッテリー推進システムは出力・重量・サイズ上近距
離・小型船に限定。

• 遠距離・大型船向けに高出力が必要だが、水素・燃料アンモニアを直接燃焼
できるエンジンが存在しない。

遠距離・大型船向けの技術開発・実用化

• 近距離・小型船向けには、脱炭素化のみならず、低騒音化・低振動化による
船員・乗客の快適性向上も期待される水素燃料電池システムやバッテリー推
進システムの普及を促進。

• 遠距離・大型船向けには、水素・燃料アンモニアを直接燃焼する船舶の開
発・実用化を推進するべく、2021年度中に水素・アンモニア燃料エンジン及び
付随する燃料タンク、燃料供給システム等の核となる技術開発を開始。

LNG燃料船の
高効率化

• 国際海事機関（IMO）における国際ルールの整備を完了（「国際ガス
燃料船安全コード（IGFコード）」が2017年1月に発効）。

• 国内における先進船舶導入等計画の認定制度（海上運送法改正によ
り2017年度に創設）や内航船省エネルギー格付制度（暫定運用：
2017年7月～、本格運用：2020年3月～）の運用によりLNG燃料船
の普及を促進。

燃料タンクのスペース効率改善等が必要
• ガス燃料はエネルギー密度が低く、かさばる(燃料タンクが貨物スペースを圧迫)。
• スペース効率の高い革新的な燃料タンクや燃料供給システムが必要。

スペース効率の高い革新的技術を開発

• 2021年度中に温室効果ガス削減効果の更に高いエンジン等の技術開発を
開始するとともに、スペース効率の高い革新的な燃料タンクや燃料供給システ
ムの開発及び生産基盤の確立を進める。

• 低速航行、風力推進システムと組み合わせCO2排出削減率86%を達成す
るとともに、再生メタン活用による実質ゼロエミ化を推進。

省エネ・省CO2排出
船舶の導入・普及を
促進する枠組みの

整備

• 日本主導により、IMOにおいて、2013年から、新造外航船に燃費性能規制
が適用済。同規制により、燃費性能の良い省エネ・省CO2排出船舶の普及
を促進。

• CO2排出量の多いコンテナ船など一部の船種について、EEDI規制値の更な
る強化及び規制適用時期の前倒し（2025年1月→2022年4月）を実
施（2020年11月、関係する条約改正案を採択）。

• 国際海運については、2020年に産学官公の連携により我が国がとりまとめた
「国際海運のゼロエミッションに向けたロードマップ」に従い取組を進めているが、
内航海運にはこのようなロードマップが存在していない。

既存外航船に対する対策が課題
• 既存船に対するCO2排出規制の国際枠組みが存在しない（既存外航船に
対してCO2排出削減策を講じることが必要）。

低・脱炭素化に向けた枠組みの整備を早期に実施

• 日本主導により、IMOにおいて、既存船の燃費性能規制（EEXI）及び燃
費実績の格付け制度を提案し、2020年11月に原則合意したところ、2023
年からの早期実施を目指す。

• 燃費性能規制の早期実施により、既存船に新造船並みの燃費基準を義務
付け、性能が劣る船舶の新造船代替を促進。格付け制度により、省エネ・省
CO2排出船舶にインセンティブを付与。

• 内航海運の低・脱炭素化に向け、ロードマップを2021年中に策定し、必要な
制度構築を含めた取組を推進する。

ゼロエミッションの達成に必須となるLNG、水素、アンモニア等のガス燃料船開発に係る技術力を獲得し、生産基盤を確立するとともに、
国際基準の整備を主導し、我が国造船・海運業の国際競争力の強化及び海上輸送のカーボンニュートラルに向けて取り組む。

令和2年12月25日第6回成長戦略会議において策定されたグリーン成長戦略（令和3年6月18日改訂）
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グリーンイノベーション基金事業
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出典：Central LNG

グリーンイノベーション（GI）基金～次世代船舶の開発～

我が国造船・海運業の国際競争力の強化及び海上輸送のカーボンニュートラル実現に向け、
次世代船舶（水素・アンモニア・LNG等のガス燃料船）の技術開発を加速することが必要。

次世代船舶の開発に係る技術力及び国際競争力獲得のため、それぞれの船舶のコア技術とな
るエンジン、燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証を行うとともに、アンモニアバ
ンカリング船開発を含む舶用アンモニア燃料供給体制の構築を実現する。

水素・アンモニア燃料エンジン

高度な燃焼制御・燃料噴射技術が必要

LNG燃料噴射技術

燃料タンク・燃料供給システム

省スペース化、構造最適化、材料最適化が必
要

・アンモニア燃料船の荷役作業中におけ
る円滑な燃料供給に必要なバンカリン
グ船の開発により、アンモニア燃料船普
及の加速を期待

LNGバンカリングの様子

現在のLNG燃料タンク、燃料供給システム

舶用アンモニア燃料供給体制

出典：IHI原動機 出典：三菱重工

※体積は従来燃料
（C重油）との比

較

陸上も含め実用化されていない技術

水素：燃えやすすぎる
・最小着火エネルギーが小さい
・最高燃焼速度が大きい
アンモニア：燃えにくい
・難燃性
・温室効果の高いN2Oが発生

水素 ｱﾝﾓﾆｱ

体
積

4.5 倍 2.7 倍

沸
点

極低温
(-253℃)

低温
(-33℃)

課
題

漏洩、脆性 腐食性、毒性

メタンスリップ対策
・LNG燃料船の排気ガスに含まれる未
燃メタン低減技術の確立

エンジン改良方式

触媒方式
排気ガス中のメタンを触媒で吸

着
燃焼制御でメタン排出抑制
（効率低下、NOx排出増とトレードオフ）

令和２年12月25日に開催された第6回成長戦略会議において、「2050年カーボンニュートラルに伴

うグリーン成長戦略」が公表された。なお、本年６月に改訂され、成長戦略にも記載。

戦略のなかで掲げられた14の重要分野（船舶産業を含む）については、今後の産業としての成長

が期待される分野として2050年までの「実行計画」が策定された。

グリーンイノベーション基金（次世代船舶の開発）で行う開発内容
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GI基金 船舶プロジェクトの実施スケジュール例と予算額

具体的なスケジュールは提案者の創意工夫に委ねることを原則とするが、想定さ
れる一例は以下のとおり。また、ステージゲートを設定し、事業進捗を見て、継
続可否を判断。

・・・ステージゲート 上限合計
350億円

上限
210億円

上限
119億円

上限
21億円
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

４．洋上風力



・我が国は、浮体式洋上風力発電施設の分野で世界に先行。商用化に向けて、民間などで建造・設置コストの低減に向けた検討

が進んでいる。

・我が国造船業がこの新市場を獲得するためには、国際標準（IEC）で認められている構造や係留の簡素化※を実現する安全設計

手法を確立し、民間などにおけるコスト低減に向けた検討を加速することが重要。

※国際標準では、どのような要件を満たせば簡素化できるのかを判断するための具体的な評価方法などは定められていない。

・浮体式洋上風力発電施設の安全な運転を確保するためには、定期的に状態を検査する必要があり、維持管理コスト低減のた

め、水中部の検査を遠隔モニタリング等により効率的に行えるようにすることが求められる。

浮体式洋上風車のコスト削減に向けた安全評価手法の確立

効 果

・我が国の浮体式洋上風力発電施設に関する技術の普
及促進

・国内の再生可能エネルギーの導入促進にも貢献

海洋開発分野の
2010年代の売上高見込

3.5兆円

2020年代の売上高計
4.6兆円

j-Oceanの
目標達成に前進

事業概要

背景・課題

検討項目の例

建造・設置コストの低減等に向けた安全設計手法の確立建造・設置コストの低減等に向けた安全設計手法の確立

新市場の開拓
先行者利益の獲得

浮体構造

係留システム
（チェーン・ブイ等）

係留や電力
ケーブルの

取付部
コンクリート等の新材料を
用いた浮体の安全性評価
手法を検討

現状：

ダイバーに
よる検査

係留チェーンの検査 構造体の腐食防止措置の検査

将来：

遠隔モニタリングなど
による効率的な検査

損傷が発生した場合の安全性等
を確保しつつ、構造を簡素化する
ための手法等を検討

係留工事の簡素化等につ
ながる簡素な係留方法や安
全性の評価方法を検討

同等の水準の検査を確保（同等の安全性を担保）
するための要件をガイドライン化

遠隔モニタリング（係留チェーンの例）

30



洋上風力産業への海事産業の参入の方向性

【方向性】
・造船所による浮体開発
・造船所、舶用機器メーカーによる

メンテナンス技術の開発

コスト競争力のある
浮体開発

【方向性】
・海外風車メーカー等の風車、

基礎構造物製造工場の誘致

造船所の風車製造
・組み立て拠点化

効率的な作業船の
開発、標準化

【方向性】
・国内・アジア向けの低コスト化CTV
等の開発

【政策ツール】
・サプライチェーン補助金（経産省）
・カーボンニュートラル税制（経産省）
・令和４年度予算要求（予定） ：
造船所施設整備要件調査

【政策ツール】
・令和４年度予算要求（予定） ：

ＣＴＶの標準設計

【課題】
・発電事業者との協業
・実証、商用フィールドの案件形成

【課題】
・製造メーカーの誘致
・需要の波、付加価値（モノパイル

等）の低さ

【課題】
・海域毎の波浪条件調査
・風車メーカー等のニーズ把握

浮体の開発（出典 JMU）

【政策ツール】
・グリーンイノベーション基金 ：

浮体及び周辺技術の開発、実証
（エネ庁にて調整中）

【事業者の意向】
・数社が浮体開発に意欲

【事業者の意向】
・数社が海外メーカーの誘致、製造

に意欲

【事業者の意向】
・船社主導で中小造船所が建造検討

モノパイル製造工場（出典S if ）

作業船（CTV）のイメージ
（出典みらい造船）
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着床式洋上風車の設置作業には、SEP船（Self Elevating Platform: 自己昇降式作業船）が必要。

これまでも小型のSEP船は存在していたが、2018年12月に五洋建設が大型SEP船を建造。
クレーンの吊り能力がこれまでの小型のSEP船に比べて倍であるなど、大型の風車の設置工事も可能。

2022年10月には清水建設が更に大型のSEP船の建造を予定。自力で航行可能とし、作業を効率化。

※ 大林組も五洋建設と同様のSEP船の建造を発表済。また、五洋建設・鹿島建設・寄神建設が比較的大型のものの建造を2019年11月に発表。
五洋建設・鹿島建設・寄神建設のものはシンガポールPax Oceanにて建造予定。他の３隻はいずれもジャパン マリンユナイテッドで建造予定。
2021年4月にSeajacks（丸紅）が外国籍の自航SEP船を日本籍化、日本郵船及び五洋建設も自航SEP船の日本籍化を計画。

SEP船について

スペック 五洋建設のＳＥＰ船 清水建設のＳＥＰ船（予定） 従来の小型ＳＥＰ船（くろしお）

クレーンの吊り能力 ８００ トン ２，５００ トン ６５０ トン

デッキ面積 約１，７５０ ｍ２ （73m×40m） 約４，６００ ｍ２ （142m×50m） 約１，０００ ｍ２ （48m×25m）

対応水深 ３０ ｍ（改造により５０ ｍ） ６５ ｍ ３０ ｍ

五洋建設のＳＥＰ船 清水建設のＳＥＰ船
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着床式洋上風車の設置手順（例）

着床式洋上風車
（８ＭＷのもので、海面からブレード

先端まで約190m）

基礎

タワー

ナセル

ブレード ①基礎の輸送 ②基礎の設置

③ﾀﾜｰ・ﾅｾﾙ・ﾌﾞﾚｰﾄﾞの輸送 ④タワーの設置

⑤ナセルの設置 ⑥ブレードの設置

画像：鹿島建設、清水建設
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ご清聴ありがとうございました


