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1 国際海運からのGHG排出削減
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国際海運からのGHG排出量
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• IMO第4次GHG調査（2020年11月）
➡ 総トン数100トン以上の全船舶が対象

• 2018年の国際海運からのCO2排出量：約9.19億トン

➡ドイツ1国分（世界第6位）のCO2排出量に相当

➡2012年の8.48億トンから、8.4%の増加

• 2050年の国際海運のCO2排出量は、海上輸送量の増加と50%
程度の燃費改善を想定した場合、2008年比で90%-130%の範囲
となると予測。

1 国際海運からのGHG排出削減

青線は、CO2排出量ではなく、メタンなどを
含む海運全体のGHG総排出量。
茶線は、海上輸送量実績
（実線ton-based、破線ton・mile-based ）
黄線は、炭素排出効率carbon intensityの
指標候補であるEEOIおよびAERの推移

（国際航海に従事する船舶からの排出量）
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IMOによるGHG削減策と民間によるイニシアティブ
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1 国際海運からのGHG排出削減

SDGs パリ協定

GHG排出削減 初期戦略

欧州CO2排出量取引
制度を、欧州発着の
国際海運にも適用す
る意向

2015.09 2015.12

2019.06

2018.04

2020.102019.09

金融機関の立場から国際
海運の脱炭素化を促進

荷主の立場から国際海運
の脱炭素化を促進

民間レベルで国際海運の
脱炭素化を促進

2050年の国際海運のGHG
排出総量を2008年比で半減

欧州 Green Deal

2030年 / 2050年の国際海運
のCO2排出効率を2008年比
で40% / 70%削減

2019.12

船舶で使用する燃料
の炭素強度に関する
新規制案

FuelEU Maritime

2021.03

(見込み)
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2 国際海運業界によるGHG
排出削減の動向

1. Getting to Zero Coalition
2. ポセイドン原則（Poseidon Principles）
3. 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）
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2 国際海運業界によるGHG排出削減に関する動向

2-1
Getting to Zero Coalition
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 Getting to Zero Coalitionの発足 （2019年9月）
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 Getting to Zero Coalition：
• 「国際海運からのGHG排出量を2050年までに2008年比
で半減する」というIMOのGHG排出削減目標を達成する
ために、ゼロエミッション燃料で運航する船舶を2030年ま
でに商業ベースで導入することを目標とする企業連合。

• 160を超える企業・機関・港湾が参画（弊会は2019年
10月から参画）。

次の4つに焦点を当てる：

 燃料、技術及び移行の軌跡

 先駆者への動機付け

 競争格差の縮小

 ゼロエミ燃料の輸出の機会 （出典：Getting to Zero Coalition）

Getting to Zero Coalitionの活動

2-1 Getting to Zero Coalition
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2-2  
ポセイドン原則

（Poseidon Principles）

2 国際海運業界によるGHG排出削減に関する動向
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 欧米に拠点を置く11の主要な金融機関が，

気候変動に関する取組みを船舶融資の意
思決定に組み込むための原則 “Poseidon
Principles”の発足を発表。

 ポセイドン原則の発足（2019年6月）

 その後、11の金融機関が署名し、現在は22金融機関に増加

 22 金融機関の船舶融資残高➡総額約 1,650 億 USD
（世界全体の船舶融資残高の1/3以上に相当）

 2020年3月、三井住友信託銀行が署名（アジアの銀行初）

（出典：Poseidon Principles）

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）
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 ポセイドン原則の加盟金融機関の船舶ファイナンス規模

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）
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 ポセイドン原則の概要

 金融機関の融資対象船舶の毎年のCO2排出量が、どの程度
IMO目標に整合しているかを定量的に評価する共通ルール

• 国際海運からのGHG排出量を2050年
までに半減（2008年比）するIMO目標を
基に、船種・サイズ毎に基準値を設定

• 基準値からどれくらい乖離しているかを
個船ごとに評価（Vessel Climate Alignment）
評価指標はAER（Annual Efficiency Ratio）

• 個船の評価に融資残高による重み付けを行い、融資対象船舶
全体の整合度を±X%で評価（Portfolio Climate Alignment）

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

基準値は毎年
厳しくなる

ポセイドン原則のテクニカルガイダンスは、以下の
ホームページ
（https://www.poseidonprinciples.org/resources/）
より取得可能

https://www.poseidonprinciples.org/resources/
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 ポセイドン原則における4つの原則

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

(1) Assessment Principle （気候変動への適合性評価）
船舶融資に関連するすべての商業活動に対して、気候変動への適合性の評
価を、テクニカルガイダンスに従い年に一度実施する。

(2) Accountability Principle （説明責任）
船級協会によって行われる、産業界に対する偏りのない情報提供、及びIMO
の燃料消費量報告制度(IMO-DCS)が担う役割の重要性を認識する。 テクニ

カルガイダンスに明示しているように、気候変動への適合性評価や、報告する
ための情報については、上記の機関及び義務規定に依拠する。

(3) Enforcement Principle （実行性の担保）
新たな商業活動が、標準化された宣誓条項を用いた契約に基づきPoseidon
Principlesに継続して合致することを要求する。 標準条項の更新や追加につ
いて、年に一度の見直しプロセスを通じて行う。

(4) Transparency Principle （透明性）
Poseidon Principlesの署名者であることを公に示し、商業活動の構成の気候

変動に対する適合性について、そのスコアをテクニカルガイダンスに沿って毎
年公表する。
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 ポセイドン原則の加盟者がやるべきこと

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

年間燃料消費量・航海
距離等のデータ（IMO-
DCSデータ）を提出

CB

自社の船舶融資全体の
気候変動達成度を算出

金融機関の気候変
動達成度を公表

加盟者 達成度

加盟者A 14%

加盟者B -5%

加盟者C 6%

自社の環境報
告書で公表

個船の気候変動
達成度を算出

Poseidon Principles
事務局に報告

RO / 金融機関
/ 第三者機関

RO / 金融機関
/ 第三者機関

RO / 船主

A

ス
テ
ッ
プ

④
ス
テ
ッ
プ

③
ス
テ
ッ
プ

②
ス
テ
ッ
プ

①

＊RO（Recognized Organization）＝船級協会
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 ステップ①： CO2排出量データの収集

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

 ポセイドン原則に署名した金融機関は、融資対象船舶の年間の
燃料消費量及び航海距離等のデータ（IMO-DCSとして報告・検証
されたデータ）を融資先等から収集。

船舶のIMO番号
船舶の種類
総トン数（GT）、載貨重量トン数（DWT）
船舶の種類
EEDI値
年間の燃料油消費量（燃料油の種類別）
年間の航海距離
年間の航海時間
…

IMO-DCSで報告が要求されているデータ
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 ステップ②： 個船のCO2排出量の整合度の計算 - 1

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

 個船のAnnual Efficiency Ratio（AER）を計算

AER：貨物1トンを1マイル輸送する際のCO2排出量の年間平均値

 算出された個船のAERをポセイドン原則が設定する毎年の基準
値と比較

 基準値からの乖離度（Vessel Climate Alignment）を計算

Ci : CO2排出量（1航海分）

（燃料消費量及び使用燃料油種のCO2換算係数から算出）

dwt : 船舶のDWT（載貨重量トン数）

Di :  航海距離（1航海分）
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 個船のAER及び毎年の基準値から、CO2排出量の整合度
（Vessel Climate Alignment）を算出。

 CO2排出量の各年の基準値（船舶の種類・サイズ別）は、ポセイド
ン原則の事務局から公表。

17

 ステップ②： 個船のCO2排出量の整合度の計算 - 2

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

Δi = プラス値●⇒未達成

Δi = ０以下●⇒達成

Δi : 削減努力の達成度
xi : 個船のAER
rs : その年の基準値

（※ポセイドン原則テクニカルガイダンスを基にNK調査室作成）



2021/2/10 01

18

 ステップ③： 金融機関の船舶融資ポートフォリオのCO2排出量
の整合度の計算

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

Vessel Climate Alignment
 融資対象船舶のCO2排出量の整合度

（基準値からどれくらい乖離しているかを±[X]%として評価）
<例>
船舶A（ΔA） = +19%
船舶B（ΔB） = - 5%
・・・・・・・

Portfolio Climate Alignment
 船舶融資ポートフォリオのCO2 排出量の整合度

（融資残高による重み付けを行い乖離度を±[X]%として評価）
<例>
ΔA× ＋ ΔB× ＋ ・・・・

= + 6%

船舶Aの融資残高

融資残高の総計

船舶Bの融資残高

融資残高の総計
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 ステップ④： 金融機関の船舶融資ポートフォリオのCO2排出量
の整合度の公表

2-2 ポセイドン原則（Poseidon Principles）

 船舶融資ポートフォリオのCO2排出量の整合度:
 加盟者自身のSustainable Report等で公表

 ポセイドン原則の事務局からも毎年公表

 2020年12月、発足後初めて、加盟金融機関の整合度の結果が
公表

• 2019年の整合度の平均： ＋1.2%（－45%~＋32%）

（＋は基準値未達成、－は基準値達成を示す）

（出典：Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020）
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2-3
海上貨物憲章

（Sea Cargo Charter）

2 国際海運業界によるGHG排出削減に関する動向
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 現在の加盟数は、荷主、海運会社等の19。

21

 主に欧米に拠点を置く17の主要な荷主・用
船者等が、海上貨物輸送に起因するCO2
排出量を収集・公表するための共通の枠組
みを規定する“Sea Cargo Charter” を制定

 海上貨物憲章の発足（2020年10月）

（出典：Sea Cargo Charter）

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）
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 海上貨物憲章の概要

 荷主の海上貨物輸送における毎年のCO2排出量が、どの程度
IMO目標に整合しているかを定量的に評価する共通ルール

• 国際海運からのGHG排出量を2050年
までに半減（2008年比）するIMO目標を
基に、船種・サイズ毎に基準値を設定

• 基準値からどれくらい乖離しているかを
個船ごとに評価（Voyage Level Climate Alignment）
評価指標はEEOI（実貨物輸送量当たりのCO2排出量）

• 個船の評価結果を、加盟者（荷主等）の「船種・サイズ別」及び
「フリート全体」で纏めて評価・公表を行う

 Vessel Category Climate Alignment
 Annual Activity Climate Alignment

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

基準値は毎年
厳しくなる
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 海上貨物憲章の対象船舶

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 乾貨物船、ケミカルタンカー、油タンカー及び液化ガス運搬船

 総トン数5,000トン以上の国際航海に従事する船舶

 IMOの燃料消費量報告制度（IMO-DCS）*及びEU-MRV*制度と同じ

IMO-DCS: 国際航海に従事する総トン数5,000トン以上の船舶に対して義務付けられている燃料消費
量等の運航データの収集及び報告制度。

EU-MRV: EU加盟国管轄内の港に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に対して義務付けられてい
る燃料消費量等の運航データの収集及び報告制度(欧州規則)。MRVは、Monitoring, Reporting,
Verificationの略。

海上貨物憲章のテクニカルガイダンスは、以下の
ホームページ
（https://www.seacargocharter.org/resources/）
より取得可能

https://www.seacargocharter.org/resources/
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 海上貨物憲章の加盟者がやるべきこと

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

加盟者のCO2排出
量整合度を公表

加盟者 達成度

加盟者A 14%

加盟者B -5%

加盟者C 6%

Sea Cargo Charter事
務局に報告

B

自社の環境報
告書で公表

ス
テ
ッ
プ

④

船舶の種類・サイズ別
及びフリート全体の
CO2排出量整合度を算出

加盟者
/ 第三者機関ス

テ
ッ
プ

③

燃料消費量・積荷航海
距離等のデータ（noon 
report等）を収集

加盟者

ス
テ
ッ
プ

①
ス
テ
ッ
プ

②

個船の航海毎のCO2
排出量整合度を算出

加盟者
/ 第三者機関

A

C

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxrLEhffiAhW0JaYKHaKFDvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fideli.com/clipart/r_id_search_p_5_o_1_.html&psig=AOvVaw1-mgK8vjKeDTH1Najj9-Fq&ust=1561083781750651
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijjfvb8fbiAhUpy4sBHXDqDFAQjRx6BAgBEAU&url=https://frame-illust.com/?p%3D312&psig=AOvVaw3RLqWK_7gEuqJpIAyp2Bgn&ust=1561079836209882
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxrLEhffiAhW0JaYKHaKFDvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fideli.com/clipart/r_id_search_p_5_o_1_.html&psig=AOvVaw1-mgK8vjKeDTH1Najj9-Fq&ust=1561083781750651
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizz-qp7_biAhWBHKYKHZI_D_cQjRx6BAgBEAU&url=http://oide43.com/ship-cargo-pretty/&psig=AOvVaw3d2TzH7OXUtArwEgUZuCZq&ust=1561079164641837
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif8p-bg_fiAhUdyYsBHVGRDMAQjRx6BAgBEAU&url=https://coconala.com/services/359421&psig=AOvVaw1-mgK8vjKeDTH1Najj9-Fq&ust=1561083781750651
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxrLEhffiAhW0JaYKHaKFDvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fideli.com/clipart/r_id_search_p_5_o_1_.html&psig=AOvVaw1-mgK8vjKeDTH1Najj9-Fq&ust=1561083781750651
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigvYb48PbiAhWUyosBHdLPBrsQjRx6BAgBEAU&url=https://sustainability.yale.edu/news/yale-releases-report-yale-scholarship-and-sustainable-development-goals&psig=AOvVaw07PLJrKhVDTY5o3PcCQigX&ust=1561079604863518
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigvYb48PbiAhWUyosBHdLPBrsQjRx6BAgBEAU&url=https://sustainability.yale.edu/news/yale-releases-report-yale-scholarship-and-sustainable-development-goals&psig=AOvVaw07PLJrKhVDTY5o3PcCQigX&ust=1561079604863518
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxrLEhffiAhW0JaYKHaKFDvcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fideli.com/clipart/r_id_search_p_5_o_1_.html&psig=AOvVaw1-mgK8vjKeDTH1Najj9-Fq&ust=1561083781750651
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2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 ステップ①： CO2排出量データの収集

 海上貨物憲章の加盟者は、以下のデータを航海毎に収集：

 燃料消費量（バラスト航海時も含む）
 輸送貨物量
 航海距離（積荷航海：laden leg）

 「航海」とは、「前の貨物のdischarge時点から今回の貨物の
discharge時点まで」と定義

 データ形式は指定なし
（「noon report」や「voyage report」を活用）

 署名者によるデータへのアクセスが不可の場合は、船主等より
データを収集

データ収集時の注意点
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 個船の航海毎のEEOI（実貨物輸送量当たりのCO2排出量）を計算

26

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 ステップ②： 個船のCO2排出量の整合度の計算 - 1

（EEOI: Energy Efficiency Operational Indicator）

xi :  貨物1トンを1マイル輸送する際のCO2排出量（EEOI）
Ci : CO2排出量(1航海分)[metric tonnes]

（燃料消費量及び使用燃料油種のCO2換算係数から算出）

Ti : 輸送貨物量(1航海分)[metric tonnes]

Di : 積荷航海距離(1航海分)[nautical miles]

※ iは各航海を示す
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 個船の航海毎のEEOI及び毎年の基準値から、個船のCO2排出
量整合度を算出

 CO2排出量の各年の基準値（船舶の種類・サイズ別）は、海上貨
物憲章の事務局から公表。

27

2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 ステップ②： 個船のCO2排出量の整合度の計算 - 2

Δi = プラス値●⇒未達成

Δi = ０以下●⇒達成

Δi : 削減達成度
xi : 個船の排出値
rs : その年の基準値

※海上貨物憲章テクニカルガイダンスを基にNK調査室作成
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2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 ステップ③：荷主等の海上貨物輸送に起因するCO2排出量の
整合度の計算（「船舶の種類・サイズ別」及び「フリート全体」）

Vessel Category Climate Alignment
 船舶の種類・サイズ別のCO2排出量の整合度

<例>
船舶カテゴリーA = - 5.7%
船舶カテゴリーB = + 3.9%

Annual Activity Climate Alignment
 フリート全体のCO2 排出量の整合度

<例>
A社フリート全体 = - 2.6%
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2-3 海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）

 ステップ④： 荷主等の海上貨物輸送に起因するCO2排出量の
整合度の公表

 加盟者自身のSustainable Report等で公表

 海上貨物憲章の事務局からも毎年公表

 最初の公表は、2022年6月15日
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