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1 はじめに

国際海運部⾨の燃料消費による CO2 排出量は，
世界の全排出の約 3%である．現状のまま排出削減
等の施策を取らない場合，2050年には 2007年と⽐
べて CO2 排出量が約 3.4 倍に増える⾒通しである
[1]．国際海事機関（IMO;International Maritime
Organization）では，CO2 排出削減⼿法として「船
舶エネルギー効率マネジメント」について議論し，
今後は CO2 排出削減を考慮した輸送マネジメント
の必要性を確認した．昨今の原⼦⼒発電に対する意
識から，LNG⽕⼒発電の需要が増加している．LNG
輸送中による CO2 排出量を抑えることが重要な課
題となる．
  Corbett et al.[2]は，船会社の利益を最⼤化する
速度を推計し，減速速度によるCO2削減の限界排出
削減費⽤を算出した．花岡 [3]は，Corbett et al.[2]
のモデルを拡張し，コンテナ船の輸送において，炭
素税を内部化した上での利益最⼤化となる速度を推
計している．これらの先⾏研究においては輸送コス
トや輸送時の CO2 排出量について分析しているも
のの，現状の運航状況や環境規制への適⽤可能性に
ついて議論されていない．
 本研究では LNG輸送を対象として，実データに
基づいて全輸送の運航時間を算出する．その際，運
航コストが最⼩となる速度で運航した場合の運航時
間と⽐較することで実データとどれほど乖離してい
るのかを⽰す．また，CO2 排出規制を⾏った場合の
船速の変化によって発⽣したコストの差異を社会的
費⽤として考え，CO2 削減量との関係について明
らかにする．

2 使⽤モデルとデータ
本研究では，Corbett et al.[2]における海上輸送
における運航コストの推定式を参考に，LNG 船の
航海における CO2 排出量と運航コストを推計する．

運航コストの推定式は以下のようになる．
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ここで P は燃料単価 [$/ton]，MF と AF はそれ
ぞれ主エンジン，補助エンジンの燃料消費量 [g/h]，
s と sk はそれぞれ速度と設計速度 [knot]，D は運
航距離 [海⾥]，Rは価値低減費 [$/day]を⽰してい
る．LNG船のエンジン出⼒データより，4つの船舶
クラス（90,000m3 以下，90,000m3 ∼ 120, 000m3，
120,000m3 ∼ 150, 000m3，150,000m3 以上）に分
け，MF と AF の値は各クラスで異なるものとす
る．
 使⽤するデータは 2016 年 1 ⽉ 1 ⽇から 2016 年
6 ⽉ 30 ⽇においての船舶の動向を 1 時間おきに正
規化した AIS（Automatic Identification System）
データである．AISデータから出港と着港の時刻を
推計し，航海データを作成した．

3 分析結果

対象船舶数は 314隻，総航路数は 3497航路であ
る．各船舶において実際の運航時間と運航コスト最
⼩となる速度での航海時間との差は図 1のようにな
った．横軸は運航コスト最⼩となった航海時間から
どれだけ離れているかを表している．運航コスト最
⼩となる航海時間よりも 20% ⻑い航海時間となっ
た船舶が多く分布している．海運の現場では荷揚げ
作業の待ち時間を考慮するためにあえて船速を落と
して航海していることが理由の⼀つとして考えられ
る．この図により海上輸送において運航コストが最
⼩となる航海の難しさを確認することができる．
 次に，排出規制を設けた場合において，その社会
的費⽤を推計した．社会的費⽤とは，ここでは排出
規制によってもたらされる運航コストの増加額のこ
とを指す．図 2は排出量をそれぞれ 10%∼40%削減
したときの社会的費⽤を⽰している．現状における
社会的費⽤とは実際のデータからの運航コスト増加
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図1 運航コスト最⼩化となる航海時間と実際の
航海時間との差異

図2 排出規制による社会的費⽤の推移

額であり，理論的な社会的費⽤とは運航コスト最⼩
の時から⾒た社会的費⽤のことである．規制に対し
て社会的費⽤は⾮線形的に増加していることが確認
できた．その理由として減速航海によって価値低減
費が⼤きくなることが考えられる．
 図 3は，各排出規制によって排出量を削減する
にあたり，削減量 1tonにかかる増加コストを表し
ている．10%の排出規制を設ける場合，理論上では
12[$/ton] の削減コストがかかる⼀⽅で，現状では
310[$/ton]かかる結果となった．削減量と増加コス
トの割合が現状と理論上の場合で差異がみられた．
理論上での船速は現状の船速よりも速いため，減速
における削減量が多く，また価値低減費の影響も現
状よりも⼩さいため，効率的に CO2 の削減ができ
ている．

図3 削減量と増加コストの関係

4 おわりに

 本研究では 1 時間おきに正規化した AIS デー
タを分析することで実際の CO2 排出量と航⾏時間
を計算し，運航コスト最⼩とされる航海とのギャッ
プを評価した．また，排出規制をかけた際のコスト
の増加分を社会的費⽤とし，規制を厳しくしていく
ことで社会的費⽤，CO2 排出削減コストがどのよ
うに変化するか分析した．その結果，現状では運航
コストが最⼩となる航海時間よりも⻑い航海を⾏っ
ており，1ton 当たりの削減コストは理論上と⽐較
して⾼くなることを確認した．
  IMO は今後排出削減の施策として CO2 排出取
引市場について⾔及している．それゆえ，今後の課
題として最適な CO2 排出取引価格を提案すること
が考えられる．
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