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We share your drive
to protect our blue planet and leave
the maritime world in a better place 

than we found it.

It’s what unites us, our passion
for the oceans and our desire

to not just protect our seas, but
to shape a better maritime world

for future generations.

PRESIDENT,
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

MATTHIEU DE TUGNY

青い地球を守り、
海運業界をより良い場所へ
導きたいという皆様の想い。

私たちも同じ想いを抱いています。

海への情熱と、この海をただ守る
だけではなく未来の世代のために
より良い海の世界を形作りたいと
いう願いが、皆様と私たちを
結びつけているのです。

ビューローベリタス　マリン＆オフショア部門
最高経営責任者

マチュー・ド・トゥニー
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Shipping plays an essential role in today’s 
world. The goods it transports help build 

cities, feed the global population and keep 
industry moving.

are directly employed
in the maritime industry

1M
people of all nationalities

Seaborne trade volumes have 
increased by nearly 90%

in the past 20 years:
over the same period, fleet 
capacity has grown 150%

+150%
fleet capacity

transported include food, 
consumer goods and fuel

11
billion tons of goods

3%
of global CO2

Shipping is
the most efficient form
of commercial transport

by tonnage was capable
of using alternative fuels

at the start of 2020

29%
of the global order book

3.2bn tons
bulk cargo

3.2bn tons
tanker trade

4.7bn tons
container cargo

of commercial transport 
contributing just $5 to the $100  

cost of a pair of trainers!

Shipping is the 
cheapest form

are in China

7
ports of the 

world’s top 10

90%
are transported by sea

of goods

98,140
commercial ships
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海運は今日の世界において、重要な役割を果た
しています。海上輸送される物資は、都市を形
成し、世界中の人々を養い、産業を維持するの
に役立っています。

あらゆる国籍の100万を
超える人々が海事産業に

従事しています。

100万

海上輸送量は過去20年間で
約1.9倍に増加。

同期間で船舶の載積容量は
2.5倍に増加しました。

2.5
倍の載積容量

食料、消費財、燃料など。

110
億トンの輸送品。

3%
世界のCO2排出量に占める

船舶による割合は3％。
海運は商業輸送において
最も効率的な手段です。2020年初めの時点で発注済の

新造船の29％（G/Tベース）は
代替燃料化されています。

29%

32億トンの
ばら積み貨物

32億トンの

47億トンの
コンテナ貨物

100ドルのジョギングシューズ1足
あたり、わずか5ドルしかかかりません。

海運は最もコスト競争力の
ある商業輸送手段です。

世界のコンテナ取扱個数
トップ10のうち7港が

中国にあります。

7

90%
海路で輸送されています。

98,140

海運の重要性

液体輸送

隻の商船

の商品は
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With every societal and economic shift, 
shipping has rapidly evolved to meet new 

challenges, supported by classification. 

OVER 200 
YEARS

MEETING SOCIETY’S
CHANGING NEEDS FOR

The first oil well was dug
in the United States in 1859. 
Yards competed to design 
effective tankers. In 1886, 
Bureau Veritas classed the 
first steam-driven ocean-
going tanker, in which oil 
could be pumped directly 
into the hull.

Advances in ship design
cut journey times across
the Atlantic, enabling the first 
passenger cruise ships to set 
sail. High-profile accidents 
led to the first International 
Convention for the Safety
of Life at Sea – and a growing 
role for classification societies.

Mechanization, steam 
power and increased use 
of iron in construction 

led to a boom in 
commodities trading. 
Metal-hulled cargo 

ships able to carry dry 
commodities in bulk 

were born.

1800
1850

—
Industrial 
revolution
and trade

—

1860
—

Oil fuels
the modern 

economy
—

1900
—

The sea
as tourism

—

1990s
—

Emergence of 
offshore wind

—

The early 21st century
saw multiple innovations
in the LNG value chain. 
Bureau Veritas classed

the first ever LNG carrier 
with a dual-fuel propulsion 
system. Today, 30% of new 

vessels run on LNG.

—
Innovation

in LNG
—

2000
2020

Intensive research and 
development will enable
the industry to meet 
society’s need for 
decarbonized shipping. 
New orders from the
mid-2020s will feature
new fuel systems and
greater use of electrification.

2020
2030

—
Decade of 

transformation
—

The first offshore wind farm 
was built in 1991 but it was 
not until the mid-2000s that 
a sizeable project pipeline 
emerged. Demand for 
vessels able to transport 
and service turbines grew, 
and classification societies 
developed dedicated Rules.

The invention of the humble 
shipping container enabled 
more goods to be loaded 
onto ships – and much 
faster. Supported by the risk 
calculations of classification 
societies, yards designed 
larger ships able to carry 
thousands of containers.

1950s
—

Globalization 
begins with a box

—
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船級制度は社会や経済の変化に即した
海運の新たな課題への取り組みや飛躍的な

技術の進化をサポートしてきました。

200年以上に
わたり対応

変化する社会のニーズに

1859年にアメリカで世界初の
油井が掘削され、近代石油産業
が始まると、造船所は運搬に適し
たタンカーの設計を競い合いま
した。そして1886年、原油を直
接船体に送り込むことができる
世界初の外航蒸気タービン原油
タンカーがビューローベリタスの
船級で建造されました。

船舶設計の進歩によって大西洋
横断の航海時間が短縮され、初
のクルーズ船が出航しました。そ
の後、事故が目立つようになった
ことから SOLAS（海上における
人命の安全のための国際条約）
が生まれ、船級協会の役割が大
きくなりました。

1860年代
—
石油が
火をつけた
近代経済

—

1900年代
—
観光に
おける海

— 1990年代
—

洋上風力発電の
出現
—

最初の洋上風力発電システム
は1991年に建設されました
が、2000年代半ばまで大規模
なプロジェクトは実現されませ
んでした。タービンの輸送と整
備を行なう船舶の需要の高まり
を受けて、船級協会は適切な規
則を策定しました。

シンプルな海上輸送用コンテナ
が発明され、より多くの貨物をよ
り速く船に積み込めるようになり
ました。船級協会のリスク計算と
ともに、造船所は数千個ものコン
テナを運べる大型船舶を設計しま
した。

1950年代
—

グローバリゼーション
の始まりは
コンテナから

—

研究開発を集中的に行なうこと
で、海運の脱炭素化という社会
的ニーズに応えることが可能に
なります。2020年代半ば以降の
新造船には新たな燃料や電動化
の広まりが目立つと予想されてい
ます。

機械化や蒸気動力、建設に
おける鉄の使用量増加によ
り、商品取引が盛んになり
ました。また、Dry Cargoを
大量に運べる鋼製の貨物
船が誕生しました。

1800
1850年代

—
産業革命と
貿易
—

21世紀初頭には、LNG（液化
天然ガス）のバリューチェーン
にさまざまな革新がもたらされ
ました。ビューローベリタスは
LNGデュアルフューエル機関
を搭載した世界初のLNG船を
船級登録しました。現在、新造
船の約30%がLNG燃料船と
なっています。

2000
2020年代

—
LNGの

イノベーション
—

2020
2030年代

—
変革の10年

—
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半世紀以上前、アメリカの
宇宙飛行士ウィリアム・アンダースは、

私たちと世界との関係を
永遠に変えることになる写真を撮りました。
月の裏側を回るアポロ8号から撮影された
「地球の出」には、圧倒的な青さの地球が

写し出されています。

この1枚の写真を見れば、
世界の3分の2以上は水で

覆われているという事実がよくわかります。
地球上の生命 ─ 私たちの生命 ─ は

海に依存しており、海は気候と
大気の調節に重要な
役割を担っています。

私たちの

青い地球

Over half a century ago,
US astronaut Bill Anders took

a photograph that would change our 
relationship with the world forever. 

Earthrise, snapped from the Apollo 8 
spacecraft as it rounded the dark side 
of the moon, shows a planet that is 

overwhelmingly blue.

This single image
brings home the fact that over

two thirds of the world’s surface is 
covered by water. Life on earth

– our life – depends on the ocean,
and the crucial role it plays in 

regulating our climate and
atmosphere.

OUR

BLUE 
PLANET
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Humanity’s relationship with the ocean goes back to its beginnings. For 
thousands of years, the sea has played a central role in human and economic 
development by enabling the movement of people, goods and ideas. It 
mitigates climate change by acting as a heat and carbon sink. But its 
relationship with humanity is fraught. The sea is a dangerous place, claiming 
an estimated three million vessels since humans first set sail. It is also fragile, 
its marine fauna and flora easily damaged by human activity.

As such, the evolution of the modern maritime industry has been closely 
linked to the development of standards to improve safety and protect the 
marine environment. This has been the work of classification societies such 
as Bureau Veritas. Thanks to the rules put in place by classification societies, 
shipping today is far safer than at the beginning of the industrial revolution, 
with proportionally fewer lives lost at sea. We have also made strides in 
reducing marine pollution from the majority of vessels. 

These advances are no longer enough. Today the world faces its biggest 
challenge. To avoid the catastrophic impacts of climate change we must limit 
global warming to the 1.5° set out in the Paris Agreement by decarbonizing 
our industrialized economy. Shipping plays a central role: if world trade 
volumes have increased by a factor of 40 since the middle of the last century2, 
it is because shipping has evolved to meet society’s demand for goods from 
around the world. Ships are the lynchpin of global trade’s upstream supply 
chain. As society demands that commodities groups, brands and retailers 
act responsibly, addressing shipping’s environmental impacts will form an 
increasingly important part of these economic players’ sustainability strategies. 

1/  Source: UNESCO
2/  Source: WTO

[1]出典：UNESCO（ユネスコ）
[2]出典：WTO（世界貿易機関）

人類と海との関係は、人類の始まりにまでさかのぼります。何千年ものあいだ、海は
人と物とアイデアの移動を可能にし、人類と経済の発展において中心的な役割を
担ってきました。また海は、熱とCO2を吸収して、気候変動を緩和しています。しか
し、人類との関係には緊張もはらんでいます。海は危険な場所で、人類が最初に航
海して以来、300万隻の船が犠牲になったとも言われています[1]。その一方、海に
は脆弱な面もあります。海洋生物は、人間の活動によってたやすく傷ついてしまうの
です。

そのため、現代の海事産業の発展は、安全性の向上と海洋環境の保護を目的とし
た基準を策定すること抜きには語れません。これまで、私たちビューローベリタスの
ような船級協会がその策定を行なってきました。船級協会が定めた規則の結果、今
日の海上輸送は産業革命の初期よりもはるかに安全となり、海上で失われる人命
は少なくなっています。また私たちは、大半の船から排出される海洋汚染物質の削
減も進めています。

ただし、こうした努力のみでは、もはや十分とは言えません。今日、世界は最大の難
問に直面しています。気候変動の与える壊滅的な影響を回避するには、先進工業
国の経済が脱炭素化して、地球温暖化をパリ協定で定められた1.5℃未満に抑え
なければならないのです。その問題において、海運は中心的な役割を担っていま
す。世界の貿易量が前世紀半ばから40倍に増加したのは [2] 、世界中の商品を求
める社会の需要を満たすために海運が進化してきたからです。船舶は、世界貿易の
上流サプライチェーンの要です。消費財部門のみならず、有力ブランドや小売業者
が責任ある行動を求められる中で、海運が環境へ与える影響に対処することは、こ
うした分野の企業によるサステナビリティ戦略においてますます重要な位置を占め
るようになるでしょう。
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Wide-ranging transformation of the shipping industry has already begun and 
will significantly accelerate over the next decade and beyond. Decarbonizing 
shipping will require innovation and development of safe new fuel and 
propulsion technologies as well as new designs. It will demand the adoption 
of a circular approach both to sourcing and end-of-life. The important 
decisions need to be taken now. With assets typically lasting over 25 years, 
the vessels being designed today will be in use well into the 2040s.

While GHG emissions may be top of mind, shipping’s end-customers are 
looking to improve sustainability in a wider sense. The sea is now recognized 
as a stakeholder in its own right. Marine biodiversity and the need to protect 
oceans has become a mainstream news topic. Social issues are also rising up 
the agenda: the shipping industry employs over one million people directly, 
and several million more indirectly. This makes seafarer wellbeing and social 
conditions in maritime supply chains a rising concern, one which was brought 
to the forefront during the COVID pandemic. 

What will be the role of classification in the shipping industry’s transformation? 
It will be more vital than ever before. Thanks to their unique role in bringing 
maritime actors together and the expertise they bring to bear in developing 
the standards that make safe innovation possible, classification societies will 
help shape a better future for the shipping industry, and the wider world.

海運業界における幅広い変革はすでに始まっています。そして、今後10年以上にわ
たっても大きく加速するでしょう。海運の脱炭素化には、安全な新燃料および新しい
推進技術の開発とイノベーション、そして新しい設計が必要になります。また、材料
を調達する際にも廃棄する際にも、循環型アプローチを用いるよう求められるはず
です。今こそ、重要な決断を下す時です。船舶は通常25年以上の寿命があるため、
現在設計されている船舶は2040年代まで利用されることになるのですから。

GHG（温室効果ガス）排出量は最重要課題かもしれませんが、海運における最終
受益者は、より広い意味でのサステナビリティの向上に目を向けています。海は今、
人間から被害を受けている利害関係者とみなされています。海洋生物の多様性と
海洋環境保全の必要性については、ニュースで頻繁に話題になっています。また、
社会問題も課題として浮上しています。海運業には100万以上の人々が従事してお
り、さらに数百万の人々が間接的に携わっています。そのため、海上サプライチェー
ンにおける船員の福利厚生や社会的状況に対する関心が高まっており、新型コロ
ナウイルスのパンデミックの際には大きな注目を浴びました。

海運業界の変革において、船級協会はどんな役割を果たすことになるでしょうか。
これまで以上に極めて重要な役割となることに疑いはありません。船級協会は、す
べての海事産業の関係者とつながるというかけがえのない役割を持っており、安全
なイノベーションを可能にする基準を策定するための専門知識を有しているため、
海運業界、ひいては世界のより良い未来を形作る手助けをしていくことでしょう。

私たちの役目IT IS OUR ROLE

未来の世代のために
青い地球を守ること

TO PRESERVE OUR BLUE PLANET
FOR FUTURE GENERATIONS
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──船級協会が海運界に不可欠な存在であることは、船級協会が存在
しない世界を想像してみるとわかるかもしれない。

次のような場面を想像してみてください。ある船主が荷主に、2年の建造期間を経
て造船所で完成したばかりの船をチャーターしないかと持ち掛けます。船主は、この
船のデザインは最新の最高水準のものだと説明し、何百万ドルもする貨物も安心し
て載せられると言って、相手を安心させます。

荷主は船主を信用しても良いでしょうか。おそらく「より信頼できる情報がなければ、
信用するのは無理」でしょう。少なくとも、保険の条件として船級証書を要求するほ
とんどの保険会社はそう結論づけます。

船級協会は、船舶の建造や運航に必要な技術基準を定めています。その目的は、
生命と財産を守り、海洋汚染を防止することです。船級協会は、船体とその付属物
の構造強度や完全性に関することだけではなく、推進力や操舵装置など運航に必
要不可欠なシステムに関する要件までをも設定することでその役割を果たしていま
す。また、船舶の寿命が尽きるまで定期的な検査を行ない、基準への適合性をチェ
ックしています。

— To understand what makes classification societies essential to the 
maritime world, it is useful to imagine what that world would be like if 
they did not exist.

Imagine the following scenario. A shipowner offers a commodities trader 
the opportunity to charter a ship that has just left the yard after two years of 
construction. They reassure the trader that their millions of dollars of cargo 
will be safe, saying that the ship’s design is brand new and state of the art.

Should the trader trust the owner? The answer is probably, “not without better 
information.” That, at least, is the conclusion of most insurance companies, 
who demand a classification certificate as a condition of insurance.

Classification societies set technical standards used in the construction and 
operation of ships. Their purpose is to protect life and assets, and to prevent 
marine pollution. They do this by setting requirements relating largely to 
the structural strength and integrity of the ship’s hull and its appendages, 
but also to essential systems such as propulsion and steering. Compliance is 
checked via regular surveys throughout a ship’s life.

船級協会の役割
SOCIETIES

THE ROLE OF
CLASSIFICATION
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Classification societies publish their standards as Rules, which all vessels 
who are classed with that society must follow. They also fulfill their purpose 
by acting on behalf of Flag Administrations – the countries owners choose 
to register with – to implement international safety and pollution prevention 
regulations. Their approval comes in the form of certificates, a currency of 
trust used between owner, charterer and insurer.

This role as guardian of the sea puts classification societies in a unique 
position. By way of example, Bureau Veritas classes over 11,000 
vessels and represents 140 out of the 150 Flag Administrations. Taken 
together, classification societies represent around 30,000 highly qualified 
professionals who bring their knowledge and experience to bear in ship 
design, construction and operation. They share their knowledge via their 
Rules, but also in the direct relationships they build with owners and yards. 
Rules are also enhanced thanks to the experience gained when tackling 
specific challenges in the design of a new ocean-going vessel.

This collaboration between classification society, owner and yard comes 
naturally, but sharing of knowledge is also formalized at an industry level 
via IACS, the International Association of Classification Societies. This 
non-governmental association is made up of the 12 leading classification 
societies, including Bureau Veritas as one of its founders. Over 90% of the 
world’s fleet complies with its members’ Rules. Its working groups pool 
knowledge and resources to tackle a wide range of maritime safety issues, 
ranging from fires onboard containerships to cybersecurity. IACS is the 
principal technical advisor to the International Maritime Organization and 
makes contributions at a regional level, for example to the European Union. 
Pooling the knowledge and expertise of its members, it answers regulators’ 
bold ambitions with technical, practical recommendations that can be put 
into action on thousands of ships worldwide.

船級協会はその基準を規則として公表しており、船舶は認証を受けている協会の
規則に従わなければなりません。また船級協会は、船主が登録した国である旗国に
代わって国際的な安全規則および汚染防止規則を施行することで、目的を果たし
ています。船級協会の承認は、船主と傭船者と保険会社のあいだで信頼されてい
る手段、つまり証書という形で提供されます。

海の守護者としてのこうした役割を持つことから、船級協会は他に類を見ない立
場にあります。例として、ビューローベリタスは11,500隻以上の船舶に船級をつ
け、150の旗国のうち140カ国で船級協会として活動しています。船級協会全体で
は、約3万人の有能な専門家を擁しており、その知識と経験を船の設計や建造、運
航に活かしています。そして、船級協会間のみではなく船主や造船所とも、規則を通
して知識を共有しています。また、新しい外航船を設計する際には、これまでにない
課題に取り組み、その経験を糧に規則の充実を図っています。

船級協会と船主と造船所の三者にこのような協力関係があるのは当然です
が、IACS（国際船級協会連合）を介して、業界レベルで知識を共有する体制も作
られています。IACSは、創設メンバーのビューローベリタスを含む、12の主要な船
級協会で構成される非政府組織です。そして世界の船舶の90%以上が、 IACSに
参加する船級協会の規則を遵守しています。多くのワーキンググループは、コンテ
ナ船火災からサイバーセキュリティまでを広く網羅した、海上の安全問題に取り組
むための知識とリソースを蓄積しています。IACSはIMOの技術アドバイザーとし
て重要な責務を担っており、EUといった地域レベルの活動においても貢献していま
す。我々はメンバーの知識と専門技術を結集し、世界中の何千もの船舶に技術的
かつ実用的な提案を行ない、規制当局の高い志に応えています。

THE ROLE OF 
CLASSIFICATION SOCIETIES

船級協会の役割
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海運の成長を支える200年にわたる信頼

船級協会の物語は、近代の経済発展と切り離しては語れません。最初の船級登録
制度がつくられたのは18世紀後半です。これが、保険会社が保険契約を引き受け
る船を選ぶ際にリスクを把握するための制度の始まりでした（37ページ参照）。産
業革命が本格化して世界中で貿易が盛んになると、安全な外航船の需要を満たす
ために、船級協会の数は増加して活動範囲も拡大しました。

これはかなり大きな功績といえます。ここ200年のあいだに、経済や社会は大きく変
化しました。そして海運はそのニーズを満たすために、あらゆる場面で進化を遂げて
きました。1800年代初頭、外航船は木で造られ、風を動力とし、大西洋を一カ月近
くかけて横断していました。ところが1900年を迎えるまでに、木材は鋼鉄に、帆は蒸
気機関に取って代わられ、大西洋横断に要する期間は2週間に短縮されました。ア
メリカとヨーロッパの裕福な人々は、突如として2つの大陸を比較的快適に行き来で
きるようになったのです。そして工業製品から食料、石油にいたるまで、かつてない
量の商品が世界の海を駆け巡るようになりました。

船級協会は社会の進化やエネルギーの転換、海運のイノベーションを新しい規則
で支えました。1886年、ビューローベリタスは世界初の外航蒸気タービン原油タン
カー、Glückauf号を船級登録しました。ドラム缶で石油を積み込むのではなく、直
接船体に給油できる初めての船でもありました。それから80年弱の時を経て、私た
ちは世界初の天然ガス輸送船を船級登録しました。今日、化石燃料から再生可能
エネルギーへの移行が進む中で、洋上風力発電システムを効率的に稼働させるた
めの高度な技術を持つService Operation Vesselの建造に私たちの規則が活
かされています。

200 YEARS OF TRUST IN MARITIME DEVELOPMENT

The story of classification goes hand in hand with modern economic 
development. The first classification register was established in the second 
half of the 18th century. This started the formalization of a system to enable 
underwriters to understand the risks they were taking when they chose to 
insure a vessel (see page 36). As the industrial revolution gathered steam 
and trade flourished around the world, the number and reach of classification 
societies increased to meet demand for safe, ocean-going ships.

This is no small feat. The past 200 years have witnessed huge economic and 
societal changes. Shipping has evolved at every step to meet those needs. In 
the early 1800s, ocean-going vessels were built of wood, powered by wind 
and took nearly a month to cross the Atlantic. By the end of the century, the 
wood had been replaced by steel, the sails by a steam engine, and Atlantic 
crossings had been cut to two weeks. Wealthy people in the United States 
and Europe were suddenly able to hop between the two continents in relative 
comfort. Unprecedented quantities of merchandise, from manufactured 
goods to primary foodstuffs and oil, were crisscrossing the world’s seas.

Classification societies supported each societal evolution, energy transition, 
and shipping innovation with new Rules. In 1886, Bureau Veritas classed 
the Glückauf, the first ocean-going, steam-powered oil tanker in the world. 
It was also the first vessel in which oil could be pumped directly into the 
vessel’s hull instead of being loaded in drums. Just under 80 years later, we 
classed the first ship for the transport of natural gas. Today, as economies 
transition from fossil fuels to renewable energies, our Rules are used 
to build the technically advanced service vessels that keep wind farms 
running efficiently.

THE ROLE OF 
CLASSIFICATION SOCIETIES

船級協会の役割
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THE ROLE OF 
CLASSIFICATION SOCIETIES

THE ULTIMATE ROLE
OF A CLASSIFICATION

SOCIETY IS
TO PROVIDE TRUST 
BETWEEN MARINE 

STAKEHOLDERS

Classification also supported the single most important invention that 
underpins globalization: the container. Before the 1950s, goods were loaded 
onto ships in sacks, barrels and crates, a process that could take up to three 
weeks. The idea of transporting goods in standardized boxes enabled each 
ship to carry more goods, and unload them in under 24 hours. The cost of 
shipping plummeted and ships grew in size to accommodate thousands of 
containers. This evolution was made possible by classification societies, 
who calculated the risks associated with container arrangements and 
developed dedicated Rules to address them. (Bureau Veritas, in addition, 
certifies the containers themselves to ensure standardization: around half of 
new containers manufactured today carry our stamp). 

To be credible and trusted in this role, classification societies need to act 
with ethics, and independence. Whether developing rules applicable to an 
entire category of vessels, such as container ships, or assessing the designs 
of breakthrough innovations such as marine renewable energy technologies, 
our reputation is founded on impartiality.

The ultimate role of a classification 
society is to provide trust between 
marine stakeholders. At Bureau 
Veritas, we shape trust via specific 
attributes we bring to the table, 
shown in our logo created nearly 
200 years ago (see page 38). Those 
attributes have never been more 
relevant than they are today.

船級協会の役割

船級協会の
究極的な役割は、
海運関係者間に
信頼を提供する
ことである

船級協会は、グローバリゼーションの基となる最も重要な発明であるコンテナ輸送
も支えています。1950年代以前、荷物は袋や樽や木箱に入れて船に積み込まれて
おり、積み込みには最長で3週間もかかっていました。しかし、規格化されたコンテナ
で輸送することで、船一隻が運べる商品量が増え、24時間以内に荷降ろしできるよ
うになりました。輸送コストは激減し、船は数千個のコンテナを収容できるほどに成
長しました。この進化を可能にしたのは、コンテナ利用に伴うリスクを計算し、それに
対処するための専用規則を開発した船級協会でした（ちなみにビューローベリタス
はコンテナ自体の認証も行ない、標準化を図っています。現在製造されている新し
いコンテナの約半数にはビューローベリタスの認証マークが付いています）。

すべての関係者の信頼のもとにこの役割を果たせるよう、船級協会は倫理と独立
性を保って行動しなければなりません。コンテナ船をはじめとするすべての船に適用
される規則を策定する際も、海洋再生可能エネルギー技術などの画期的なイノベ
ーションの構想を評価する際も、ビューローベリタスはその公平性により信頼を得て
います。

船級協会の究極的な役割は、海運関係
者間に信頼を提供することです。ビュー
ローベリタスは、明確なポリシーを掲げ
て信頼を培ってきました。約200年前か
ら変わらないビューローベリタスのロゴ
マーク（39ページ参照）に示されている
そのポリシーは、今日、いっそう重要な意
味を持つようになっています。
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Widespread adoption has been possible thanks 
to better infrastructure throughout the LNG 
value chain. Classification societies have 
played a major role in de-risking innovative 
floating units used to produce and store LNG 
and the specialist vessels used to bunker ships. 
A giant order for ocean-going vessels by 
container operator CMA CGM proved a game-
changer: Bureau Veritas worked with ports to 
understand risk, as well as with the owner and 
yards on ship design and configuration. 

This work has paved the way for future 
fuel innovations. Already, operators are 
turning to BioLNG, a lower-carbon fuel 
that is fully compatible with existing 
LNG infrastructure and technologies and 
which can be ‘dropped in’ and blended 
with LNG. Increasingly, experience 
gained in LNG will be leveraged to 
develop zero-carbon solutions, notably 
in hydrogen and ammonia. Knowledge 
from classification societies has been 
instrumental in the industry’s first step 
towards sustainable fuel. It will be 
essential in its leap to zero carbon.

It is hard to believe that just a few 
years ago, liquefied natural gas 

was a niche fuel choice. Almost one 
in three vessels on order today are 
slated to run on LNG, considered 
a necessary transition fuel on the 

route to zero carbon.

INNOVATING 
WITH CLASS

THE CASE
OF LNG

© GTT

LNGバリューチェーンを支えるインフラが整備さ
れたことで、LNGは広く普及しました。船級協会
は、LNGの生産と貯蔵に使用される革新的な浮体
式設備および船舶向けの燃料補給船のリスク軽減
に、大きな役割を果たしてきました。そしてコンテナ
船会社CMA CGMによる大型LNG推進の外航船
のプロジェクトはこれまでの流れを一変させました。
ビューローベリタスは船舶の設計や構造に関するリ
スクを把握するために、船主や造船所のみならず港
湾関係者とも協力してそれに取り組みました。

こうした努力により、将来につながる燃料のイノベ
ーションへの道が開かれました。オペレーターはさ
らに踏み込んで、既存のLNGインフラや技術と
完全な互換性がありLNGと混合可能な低炭素
燃料であるバイオLNGに目を向けています。今後
は、LNGで培った経験が活かされ水素やアンモニ
アをはじめとするゼロカーボン・ソリューションの開
発がますます進むことでしょう。船級協会が提供す
る知識は業界がサステナブルな燃料に向けて第
一歩を踏み出す助けになっています。そして将来、
ゼロカーボンへ跳躍する際にも不可欠なものとな
るでしょう。

ほんの数年前までLNGが
ニッチな船舶燃料だったとは、
今やとても信じられません。

現在発注済みの船舶の約3隻に1隻は
ゼロカーボンへの移行に必須と
考えられているLNG燃料に

対応予定です。

船級協会と
共にあるイノベーション

LNGの場合
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A CLASS ACT WITH

A LONG 
HISTORY

In the second half of the 18th 
century, merchants, owners and 

sea captains would gather to 
swap information, and make 

deals to share rewards and losses 
on specific voyages. The issue was 
that they had no way of knowing 

the quality or condition of the 
ships concerned.

The solution was a register that attempted to 
classify the condition of the hull and equipment. 
Bureau Veritas was among the first societies 
to establish a register, in 1828. Initially, ships 
were graded according to the quality of their 
construction and current state. Today, this system 
no longer exists: ships are either in or out of 
class according to whether they comply with
a society’s Rules.

Cooperation between the various classification 
societies began in the early 1930s culminating 
in the creation of the International Association 
of Classification Societies (IACS) in 1968. IACS 
works closely with the International Maritime 
Organization (IMO), the principal body governing 
maritime safety and pollution prevention 
regulations. It provides technical support and 
guidance, and interprets regulations, which are 
then applied by classification society members.

Today, the remit of classification societies is far
wider than safety and structure. Following the
introduction of various IMO regulations, it now
includes prevention of pollution – and, increasingly, 
protection of the planet’s fragile biosphere.

そこで、船体や機器の状態を等級づけするための
登録制度ができました。ビューローベリタスは1828
年に登録制度を確立した初期の船級協会のひとつ
です。当初は船の構造の質やそのときの状態に応
じて等級を付けていました。現在この方法は使われ
ず、船は船級協会の規則に適合しているかどうかに
応じて、船級付与の可否が決まります。

1930年代初頭に船級協会間の協力体制がで
き、それが1968年のIACSの設立につながりまし
た。IACSは、海運の安全と汚染防止についての規
制を管轄する主要機関であるIMOと緊密に連携し
ています。そして技術支援やガイダンス、規制の解
釈を行ない、それをメンバーの船級協会が共有して
います。

今日、船級協会の役割は、安全や構造に関すること
のみならず広い範囲に及んでいます。IMOのさまざ
まな規制の導入に伴って汚染防止もその範囲に含
まれるようになり、脆弱な生物圏の保護も重視され
るようになりました。

18世紀後半には
商人と船主と船長が集まって
情報を交換し、航海における
報酬や損失を分担する取引を

行なっていました。
問題は、船の品質や状態を
知る術がないことでした。

長い歴史を持つ

船級協会の
活動
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Bureau Veritas shares something in common with the New York Times: 
our original motto. Nearly 70 years before the venerable publisher set the 
standard for newsrooms worldwide, an information bureau for maritime 
insurers declared its aim “to seek out the truth and tell it without fear or favor”.

WITHOUT FEAR OR FAVOR
THE TRUTH

TODAY

continues to reflect our business and values

OUR LOGO

The impartiality that 
guides our activity

MIRROR

Our commitment, which
is delivered by people

SILHOUETTE OF TRUTH

The endorsement
we bring our clients

SEAL

Our knowledge, experience 
and know-how

TORCH

Our employees’ constant 
vigilance and attention

ROOSTER

Our entrepreneurial 
ambition

CADUCEUS

The year of our 
founding

1828

Our business 
origins

SHIP

The justice that 
governs how we act

SCALES

Our worldwide 
activity

GLOBE

We class
more than 
11,500 ships.

We employ over 
80,000 people 
worldwide.

We are 
present in
140 countries

ビューローベリタスには、The New York Timesとよく似たモットーがあります。ただ私た
ちは、この由緒ある新聞が世界規模のニュースの発信源としての地位を確立する約70年
前に「真実を探り、恐れず偏らずにそれを伝える」というモットーを掲げていました。

恐れず偏らずに真実を

現在

このロゴマークは私たちの事業内容と価値観を反映しています。

ビューローベリタスのロゴマーク

活動の指針である公平性
鏡

私たちが提供するコミットメント
真実を象徴する女性のシルエット

お客様に差し上げる認証
印章

知識と経験とノウハウ
トーチ

社員の有する不断の慎重さと注意力
雄鶏

起業家精神にあふれる大志
ヘルメスの杖

創業の年
1828年

私たちの事業の原点
船

行動を律する正義
天秤

世界中に広がる活動
地球

11,500隻以上の
船舶を船級登録
しています。

世界中で
8万人以上を
雇用しています。

世界140カ国で
事業を展開して
います。
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──船級協会は、信頼に足る海運を実現するイノベーションにおいて中
心的な役割を果たしてきており、今も引き続きその役割を担っている。こ
のイノベーションが求められている場は現在、サステナビリティの分野を
おいて他にない。

サステナビリティはしばしば旅に例えられますが、登山とみなしたほうが良いかもし
れません。国際機関が科学に基づく壮大で包括的な目標つまり頂上を決め、企業
や政府はそこに到達することをコミットします。そして頂上にたどり着くためには、そ
れぞれの資産や課題や能力を考慮しつつ詳細なルートを練らなければならないの
です。

現在、海運業界におけるサステナビリティはどうなっているかというと、船主とオペレ
ーターが国連のSDGs（持続可能な開発目標）を視野に入れています。目標のうち
特に「気候変動に具体的な対策を」と「海の豊かさを守ろう」のふたつに関連する
ことが今日的な問題ではありますが、IMOは自らの活動とすべてのSDGsとのあい
だに関連性を見出しています。

サステナビリティへの
移行を支える
船級協会のあり方THE SHIFT

TOWARD
SUSTAINABILITY
— Classification societies, then, have played and continue to play a central 
role in safe shipping innovation. Nowhere is this innovation more in 
demand currently than in the field of sustainability.

Sustainability is often described as a journey, but it might better be 
characterized as a mountain climb. International organizations set ambitious, 
science-based, broad-based goals – the summit – which companies and 
governments commit to reach. They must then work out a detailed route, 
specific to their own assets, challenges and capabilities, to get there.

When it comes to shipping, owners and operators have their sights set on 
the UN Sustainable Development Goals. Those relating to Climate Action 
and Life Below Water are particularly relevant, but IMO has identified links 
between its work and all the individual SDGs.

HOW 
CLASSIFICATION
IS SUPPORTING
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IMO’s goal-based standards represent most owners’ Everest. Current 
headline targets include slashing annual greenhouse gas (GHG) emissions 
from international shipping by at least half by 20503 and cutting the carbon 
intensity of all ships by at least 40% by 2030 and 70% by 2050. Net zero is 
likely to be the next move. This is less of a pleasant stroll uphill, more an 
ascent of a sheer rock face. It will involve phasing out GHG emissions from 
shipping entirely as soon as possible. This will demand a rapid acceleration 
in innovation to replace the diesel fuel propulsion that has dominated marine 
transport for the past 100 years with a carbon-free alternative. It is the role of 
Class to provide owners and yards with Rules that translate objectives into 
concrete ways they can be delivered.

Major advances have been made in identifying and developing the potential 
of zero-carbon fuels, with ammonia and hydrogen considered leading 
contenders. The issue is that both come with major safety risks. Hydrogen is 
both explosive and flammable. Ammonia is highly toxic and caustic, and no 
safe combustion technology exists as yet. Both fuels also present logistical 
challenges. They are much larger by volume for each unit of energy than 
heavy fuel oil meaning that far more space is needed for storage. And as a 
liquid, hydrogen must be stored using cryogenic technology at temperatures 
of -253° C. 

Technology providers are working hard to find solutions. In the case of 
hydrogen, they are modifying existing tank designs to improve insulation 
performance. Fuel cell power systems, which are already common on land, 
are being reworked for use onboard ships. Meanwhile, engine manufacturers 
are in the initial stages of developing internal combustion engines that use 
hydrogen as fuel, with some companies having already built prototypes. In 
the case of ammonia, the second half of 2021 saw an important step reached 
with the design of a carrier that uses its own cargo as fuel. Batteries charged 
from a carbon-free electricity source such as wind or nuclear power can be 
used for short journeys – but their weight and volume currently make them 
impractical for long voyages.

HOW CLASSIFICATION
IS SUPPORTING THE SHIFT 
TO SUSTAINABILITY

3/ Compared to their level in 2008. Source: IMO

目標を達成するためのIMOの基準は、大部分の船主からするとエベレストのような
ものです。たとえば現在の主な狙いとして、国際海運によるGHGの年間排出量を
2050年までに少なくとも半分に削減し[3]、全船舶の単位輸送量当たりの排出量
を2030年までに少なくとも40%、2050年までに70%削減することがあります。そう
なると、次なる展開はネットゼロ。これは楽しい山歩きというより、切り立った岩壁を
登るようなものです。できるだけ早く海運によるGHG排出を段階的に全廃させなけ
ればならないのです。そのためには、これまで100年のあいだ海上輸送の動力源と
して主流だったディーゼル燃料をカーボンフリーの代替燃料へと置き換えるための
イノベーションを急加速させる必要があります。目標を実現するための具体的な方
法を示した規則を船主や造船所に提供することが船級協会の役割です。

ゼロカーボン燃料の可能性を見出し発展させることにおいては大きな進歩があり、
アンモニアと水素が有力候補に挙がっています。ただ、どちらも大きな安全上のリス
クを伴うことが問題です。水素には爆発と可燃のリスクがあります。アンモニアは毒
性と腐食性が強く安全な燃焼技術はまだ確立されていません。また、両燃料ともに
物流面での課題もあります。エネルギー単位あたりの体積が重油よりもはるかに大
きいため、貯蔵に必要なスペースもその分大きくなるのです。また水素は、超低温
技術を用いて-253°Cで液体として貯蔵しなければなりません。

技術者は解決策を見つけようと、懸命に努力しています。水素においては、タンクの
設計を改良して断熱性能を向上させています。また、すでに陸上で一般的な燃料
電池発電システムを船上で使用できるよう改造しているところです。一方、エンジン
メーカーは水素を燃料とする内燃機関の開発初期段階にあり、すでに試作品を完
成させた企業もあります。アンモニアに関しては、2021年の後半に自らの貨物を燃
料とする輸送船が設計され、重要な一歩を踏み出しました。風力や原子力のような
カーボンフリーの電力源から充電したバッテリーは短距離の移動には使えますが、
その重量と体積の問題により現在のところ長期の航海には向いていません。

[3]2008年比。出典：IMO

サステナビリティへの
移行を支える
船級協会のあり方
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現在、既存技術の高度化や新機能の開発は試作
の段階にあります。例えばフランスでは、Sogestran
社が客船や貨物船向けの水素燃料電池を開発中
で、Piriou社は水素燃料の浚渫船を試験中です。

水素を利用した大規模な海上輸送を実現するに
は、まず、規制と業界標準を確立しなければなりま
せん。それに基づいて設計の方針を決め、リスクを
管理し、サプライチェーンを確保する必要がありま
す。2050年は刻一刻と近づいています。私たちが
いま行なっている活動によって、クリーンな燃料を
末永く安全に使用できるようになり、青い地球のた
めに、環境にいっそう優しい未来が切り開かれるこ
とでしょう。

水素を燃料とする環境に優しい船が安全かつ
優雅に航海するには、開発中の技術だけではなく、

船級協会やエンジニアの専門知識も
重要な鍵となります。

水素が代替燃料として選ばれるようになるには、
安全性と貯蔵設備に関する問題を克服しなければ

なりません。水素は非常に燃えやすく、
また体積密度が比較的低いため、

船にはかなりの積載容量が必要です。

ゼロカーボン燃料[4]となる
可能性を秘めた水素は、

海運業界が2050年までに
GHG排出量を半減させるための

切り札になるはずです。

ゼロカーボン海運に向けた

水素の利用
ONBOARDING 
HYDROGEN FOR

ZERO-CARBON 
SHIPPING

As a potentially zero-carbon fuel4, 
hydrogen could be the trump card 

the shipping industry needs to halve 
greenhouse gas emissions by 2050. 

With technology under development, 
classification and engineering expertise 
will be key to ensuring green hydrogen-
fueled ships can safely grace our seas.

For hydrogen to become an alternative 
fuel of choice, the industry needs to 

overcome issues relating to safety and 
storage design. Hydrogen is highly 
flammable. It also has a relatively 

low volumetric density, thus requiring 
significant onboard storage capacity. 

Efforts to upgrade existing 
technology and develop new 
capabilities are now at prototype 
stage. In France, for example, 
Sogestran is developing hydrogen 
fuel cells for a passenger ship and 
cargo vessel, whilst Piriou is testing 
a hydrogen-fueled dredger.

Before we can harness hydrogen
to power shipping at scale,
we must first establish regulations 
and industry standards to guide 
design, manage risk and secure 
supply chains. The clock is ticking 
down to 2050. The work we do now 
will ensure the safe use of clean fuels 
for many years to come and forge a 
greener future for our blue planet.
4/  When sourced from renewable 

electricity via electrolysis.
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5/ Source: European 
Commission

TURNING DOWN THE

IN OUR OCEANS

The good news for sea creatures is that 
there are many paths to reducing noise 
pollution from retrofitted and new 
vessels. Solutions open to ship owners 
range from adding acoustic enclosures 
and widening engine stiffeners to 
optimizing propeller blade design. 
Classification societies such as Bureau 
Veritas play an important role in 
encouraging uptake of these solutions 
by recognizing owners’ actions via a 
voluntary URN notation

The ocean was once Jacques 
Cousteau’s “silent world”, but 

for the past 60 years marine noise 
pollution levels have doubled decade 

on decade5. Responsibility for this 
increase in underwater radiated noise 

(URN) lies largely with commercial 
shipping. The respective high and 
low frequency sounds of a ship’s 

engine and propellor perturbs marine 
mammals and fish, interfering with 

their ability to echolocate, hunt, 
navigate and detect threats. 

For the past 60 years, marine 
noise pollution levels have 
doubled decade on decade.

VOLUME

ただ、海洋生物にも朗報はあります。
改造船や新造船から出る騒音を軽減する
方法が数多くあるということです。
船主が実行できるソリューションは
遮音設備の追加やエンジン搭載台の補強、
プロペラ翼設計の最適化など多岐にわたります。
ビューローベリタスをはじめとする
船級協会は、URNに関する自主的な
船級符号を介して船主の活動を
評価することで、先に挙げた解決策の普及を
促進する重要な役割を果たしています。

海はかつてジャック・クストーの映画
『沈黙の世界』そのものでしたが、

この60年間をみると、海中騒音レベルは
10年ごとに倍増しています[5]。

URN（水中騒音）の増加は、
主に商船の航行に起因しています。
船舶のエンジンやプロペラが発する

高・低周波音は、海洋哺乳類と
魚類を驚かせ、反響定位能力、

捕食能力、遊泳能力、脅威を察知する
能力に悪影響を及ぼしています。

海中の騒音を
減らすこと

[5]出典：EC（欧州委員会）

過去60年間、
海中騒音レベルは
10年ごとに倍増している
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Classification societies play a critical role in de-risking new projects. They
use their expertise in risk and marine engineering to assess new designs, 
identify issues and provide an independent opinion on the design’s 
soundness. This is known as an Approval in Principal (AiP). In addition 
to the recent AiP for the ammonia carrier, Bureau Veritas has issued AiPs 
relating to gas containment systems, bunker barges, floating wind turbines 
and various promising marine renewable energy technologies.

These types of certificates are often the precursor to technology entering the 
mainstream. They demonstrate confidence from a respected third party that 
a technology is safe. In doing so, they can open access to further funding and 
commercialization. 

Classification societies also contribute to innovation in sustainability 
through their involvement in industry groups that bring together shipyards, 
engine designers, energy majors and more. This way of working is highly 
valuable as many of the projects developed are years away from becoming 
commercially viable. Recent or ongoing joint industrial projects involving 
Bureau Veritas include a project to design, build and test a zero-carbon 
engine room. Another focuses on ship-based carbon capture. Future projects 
could explore the use of nuclear power – already used onboard some naval 
vessels – in commercial shipping.

The decarbonization challenge also demonstrates the need for agility. For a 
century, the world used heavy fuel oil. In the past decade, this has started to 
be replaced by LNG. Now, new fuels offering lower-carbon options and zero 
carbon alternatives are being considered. Innovation has never been so rapid. 
De-risking these solutions requires experienced classification societies, 
able to apply expertise gained in shipping, energy or other industries to an 
entirely new area, and bring the agile solutions the industry needs.

HOW CLASSIFICATION
IS SUPPORTING THE SHIFT 
TO SUSTAINABILITY

船級協会はまた、新規プロジェクトにおけるリスク軽減にも大きく貢献しています。リ
スク管理と海洋工学の専門知識を駆使して、新しい設計を評価し、問題を見極め、
設計の信頼性について第三者の立場から見解を示します。これがAiP（基本承認）
と呼ばれるものです。ビューローベリタスは、アンモニア運搬船に関する最近のAiP
の他にも、ガス貯蔵設備、LNGバンカーバージ、浮体式洋上風力タービン、および
有望視されるさまざまな海洋再生可能エネルギー技術に関するAiPを発行してい
ます。

こうした新しい認証基準が整備されるのは、当該技術が主流となる前触れであるこ
とが多いです。信頼に足る第三者から与えられた「技術にリスクがない」という確認
を呈示すれば、さらなる資金調達と商業化への道が開かれるのです。

船級協会は、造船所やエンジンメーカー、エネルギー大手などが集まる業界団体に
関与し、サステナビリティに関するイノベーションの実現にも貢献しています。開発さ
れたプロジェクトの多くは、採算のとれる形で実用化されるまでには何年もかかるた
め、こうした取り組みには非常に価値があります。ビューローベリタスが関わってい
る最近または進行中の共同プロジェクトの中には、ゼロカーボン・エンジンルームを
設計して製作し、試験を行なうプロジェクトがあります。また、船舶を活用した炭素回
収に焦点を当てたプロジェクトもあります。将来的には、一部の海軍艦艇に搭載され
ている原子力を商業船舶に利用するプロジェクトも検討されるかもしれません。

脱炭素化の課題解決に、機敏さが必要なことは明白です。100年ものあいだ、世界
は重油を使用してきました。しかしここ10年間で、LNGが重油に取って代わりつつ
あります。そして今、より低炭素な選択肢としての新燃料や、ゼロカーボンの代替燃
料が検討されています。イノベーションは、かつてないほど急速に進んでいるので
す。これらのソリューションに付随するリスクを低減するために、経験豊富な船級協
会の知見が必要とされています。船級協会は、海運やエネルギー、あるいは他業界
で得られた専門知識をまったく新しい分野に応用し、海事産業の求めるアジャイル・
ソリューションをもたらすことができるのです。

サステナビリティへの
移行を支える
船級協会のあり方
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SUSTAINABILITY: THIS TIME IT’S DIFFERENT

Shipping has been through many evolutions. What is different this time is 
that its operations are under scrutiny by powerful downstream economic 
actors. They themselves are under pressure from regulators and consumers, 
who consider ships part of their supply chain.

This new dynamic forces action on topics that do not make immediate 
economic sense for ship owners, even if they can be beneficial in the long 
run. Circular economy considerations, for example, can feel somewhat 
abstract when assets have a 30-year lifespan. Yet owners today are starting to 
think about sustainable materials sourcing and planning for end of life. This 
includes a social dimension, as current conditions for workers dismantling 
ships are often abysmal.

Operational excellence is no longer just a synonym for cost-cutting: instead, 
operators are targeting just-in-time models that cut asset downtime and 
improve fuel efficiency. They are talking proactively about how to protect 
marine fauna and biodiversity by eliminating the plastic pollution caused by 
ghost nets, or taking voluntary measures to reduce noise pollution. Finally, a 
real conversation on the social and living conditions of crew – a topic which 
came to the fore during the pandemic as seafarers were stranded around the 
world – has begun. 

Bureau Veritas is supporting owners and yards on all these topics. The 
baseline is environmental compliance – ensuring that ships classed with us 
follow international regulations relating to pollution (MARPOL) and data 
collection and monitoring on emissions (EEDI, EEXI, CII). Beyond this, we 
offer voluntary notations. These are standards vessels can choose to adopt 

サステナビリティ──異なる側面から

海運は数々の進化を遂げてきました。今回これまでと違うのは、その動きがダウンス
トリームで力を持つ経済活動の担い手たちに絶えず注視されているところです。ま
た彼ら自身も、船舶をサプライチェーンの一部と捉える規制当局や消費者を意識し
た対応が求められています。

この新しいダイナミックな動きにより、船主は、長期的には有益でありながらも即時
的な利益にはつながらない案件に取り組まざるを得ません。例えば、船舶の耐用年
数が30年である場合、循環型経済への配慮は、やや概念的な話に思えるかもしれ
ません。しかし今日の船主はサステナブルな材料の調達や解体時の計画も考慮し
始めているのです。そこには社会的な側面も含まれます。というのも船舶を解体す
る労働者の状況は劣悪なことが多いからです。

オペレーショナル・エクセレンスは、もはや単なるコスト削減の代名詞ではありませ
ん。オペレーターは船や設備のダウンタイムを短縮し、燃費を向上させるジャスト・イ
ン・タイム方式を目指しています。さらに、どうすれば海洋生物や生物多様性を保護
できるかという課題に対し、廃棄された漁網が引き起こすプラスチック汚染をなくし
たり、自主的に騒音対策をしたりという方法を挙げて、活発に意見が交わされてい
ます。そしてようやく、乗組員の社会的・生活的状況についての本格的な議論も始
まりました。この課題は、新型コロナウイルスのパンデミックが起き、世界各地で船員
たちが足止めされてしまったことで表面化したのでした。

ビューローベリタスは、こうしたすべての事案において、船主と造船所をサポートし
ています。ベースラインとなるのは環境コンプライアンスであり、ビューローベリタス
に船級登録された船舶がMARPOL（船舶による汚染防止のための国際条約）や
炭素排出量のデータ収集と監視ルール（EEDI、EEXI、CIIの各規則）に正しく従う
よう対応しています。加えて船舶が環境的なまたは社会的なパフォーマンスを向上さ

HOW CLASSIFICATION
IS SUPPORTING THE SHIFT 
TO SUSTAINABILITY

サステナビリティへの
移行を支える
船級協会のあり方
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to improve their environmental or social performance. Our Sustainable Ship 
notations recognize efforts to prevent pollution, reduce emissions, protect 
marine ecosystems, prepare for ship recycling and enhance wellbeing 
onboard. Our ultra-low emission vessels notation demonstrates that owners 
have gone the extra mile in cutting air pollution by fitting advanced air 
emission control technology onboard. And our Underwater Radiated Noise 
(URN) notation tackles noise pollution that hinders sea mammals’ ability to 
communicate, hunt, migrate and echolocate (see pg 48).

One area on which classification societies have been relatively quiet until 
now is social sustainability. This is not to minimize our role – the Marine 
Labour Convention audits we carry out play an important role in protecting 
seafarers’ working and living conditions, and many owners also request 
health and safety certification for their vessels. But the uncomfortable 
truth is that working conditions in the marine industry sometimes fall 
woefully short. If unclassed fishing vessels and unregulated shipyards 
are the worst offenders, the conditions onboard some classed vessels 
have room for improvement. 

It was not the role of a classification society to demand that the industry 
tackle topics that are not directly related to its core mission of safety and 
environmental protection. We are trusted partners, there to inform and support, 
not sanction. However, the unique expertise and experience of classification 
societies make us well placed to help owners address new demands imposed 
by its downstream customers. The scope of classification is not set in stone. 
It is less than half a century ago that environmental protection became part 
of our core activity. Perhaps it is now time to add a much-needed social 
dimension to our work. In doing so, we can provide a concrete, tried-and-
trusted approach to helping owners reach their new goals.

せるために採用できる基準として、私たちは自主的な船級符号を提供しています。
ビューローベリタスの「Sustainable Ship」という船級符号は、汚染の防止、炭素
排出量の削減、海洋生態系の保護、船舶リサイクルの準備、船内の福利厚生を充
実させる取り組みを評価するものです。「Ultra-Low Emission Vessels」は、船
上に最新の排ガス制御システムを搭載し、大気汚染を大幅に削減したことを示して
います。また、「Underwater Radiated Noise（URN）」の船級符号は、海棲哺
乳類のコミュニケーションや捕食、移動や反響定位の能力を妨げる騒音公害への
取り組みに寄与しています（49ページ参照）。

これまで船級協会が比較的目立たなかった分野のひとつとして、社会のサステナビ
リティが挙げられます。船級協会の役割を最小限にしようとしているわけではありま
せん。私たちが実施しているMarine Labour Convention（海上労働条約）に
関する監査は、船員の労働・生活状況の保護において重要な役割を果たしています
し、多くの船主も船舶のHealth and Safety Certificateを求めています。ただし
海事産業の労働状況が、時として悲惨なほど、あるべき基準に達していないという
不都合な事実もあります。しかし、船級を持たない漁船や無規制の造船所などに比
べれば、船級登録されている船舶の場合は、船内環境に十分改善の余地があると
言えます。

船級協会の中核をなすのは、安全や環境保護という任務です。それとは直接関係
のないテーマに、海運業界をあげて取り組むよう求めるのは、以前は船級協会の役
割ではありませんでした。私たちは業界関係者に信頼されるパートナーであり、情報
を提供して支援するためにいるのであって、制裁を与えるための存在ではありませ
ん。しかし、船級協会ならではの専門知識と経験を使えば、ダウンストリームで経済
活動を担う顧客から課せられた新たな要求に船主が応える手助けができます。船
級協会の守備範囲は定まっていません。環境保護が船級協会の中核的な活動の
一部となってから、ようやく半世紀が経とうとしています。おそらく今こそが、かねて
より要望のあった、社会的側面を捉えた提案を私たちの活動に加える時なのでしょ
う。そうすることで、定評のある具体的なアプローチを提供して、船主が新しい目標
を達成するお手伝いができるはずです。

HOW CLASSIFICATION
IS SUPPORTING THE SHIFT 
TO SUSTAINABILITY

サステナビリティへの
移行を支える
船級協会のあり方
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──海運の黎明期ではテクノロジーは自然と同義だった。海を航行すると
き、船乗りたちは星座や星をたよりに港から港へと道をたどっていた。天
候を予測するために朝日や夕日の色を読み解いた。

今日、テクノロジーはデータと同義となっています。船に搭載されるデジタルシステ
ムが急速に発展したことで、入手できる船舶データの量は大幅に増加しました。最
近の船舶からは毎日20GB以上のデータが送信されています。これは長編映画16
本分または音楽4,000曲分に相当します。他方で、船級協会にはこれまでの活動で
得た、海上輸送に関する膨大な情報が蓄積されています。この情報はデジタル化さ
れつつあり、船舶エンジニアや専門家が苦労して得た専門知識もデータベースに
取り込まれています。

技術が進歩したおかげで、海運業界は船上システムと船級協会の持つデータを組
み合わせることが可能になりました。船主はすでにデータを活用して、運航パフォー
マンスを向上させ、規制要件に対応し、環境負荷を最小限に抑えています。海運デ
ジタル化の活用はこれだけにとどまりません。

海上輸送の未来は
デジタルにありDIGITAL

— At the dawn of the shipping era, technology was synonymous with 
nature. To navigate the seas, sailors followed constellations and planets 
from port to port. To predict the weather, they interpreted the colors of the 
sunrise and sunset.

Today, technology is synonymous with data. The rapid development 
of onboard digital systems has hugely increased the amount of ship data 
available. Modern vessels generate over 20 GB of data daily – the equivalent 
of streaming 16 feature films or 4,000 songs. Meanwhile, the ongoing 
work of classification societies has produced a vast corpus of shipping 
information. This knowledge is now going digital, with naval engineers and 
marine experts feeding their hard-earned expertise into databases.

Thanks to technological advances, the marine industry can now combine 
data from onboard systems and classification societies. Shipowners are 
already using this aggregated data to improve operational performance, 
address regulatory requirements and minimize environmental impact. And 
the applications for marine digitalization go well beyond this.

THE FUTURE
OF SHIPPING IS
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For classification societies, digitalization provides an opportunity to enhance 
valuable services. Classification societies have a long history of adapting 
to industry needs, developing new technical and safety requirements for 
changing times. By leveraging digitalization, classification experts today 
can continue this legacy, quickly developing safer, more relevant Rules. This 
flexibility and responsiveness will be crucial to those looking to support the 
next wave of marine innovation.

Advances in software are also reshaping how marine industry players manage 
the ship lifecycle, starting at the design phase. Using innovative modeling 
technologies, shipyards can develop fully digital, three-dimensional models 
of vessels. For classification societies, this means increased efficiency. 
Instead of mailing 2D plans back and forth, experts can perform digital 
classification assessing the 3D version of a ship via a collaborative, virtual 
platform. Thanks to our state-of-the-art in-house software, Bureau Veritas 
can already offer digital classification for 3D models of all kinds.

Moving into the operational phase, digitalization is making it easier for 
shipowners to monitor their fleets. A wave of web and mobile applications is 
enabling ship managers to digitally plan surveys, manage assets and access 
documentation. The same software that monitors a person’s heartrate during 
a morning run or locates the nearest Italian restaurant is now available for 
ships. Want to track your vessel’s fuel consumption? There’s an app for that. 
Looking for a port for your next survey? There’s an app for that as well.

Of course, these applications do not exist simply for technology’s sake. 
At Bureau Veritas, we approach application development where there is a 
clear client need. Digital tools like Optimum Survey Planning and Veristar 
Project Management were designed to address everyday ship management 

デジタル化は船級協会が有用なサービスをさらに向上させる機会となりました。船
級協会には業界のニーズに応え、時代の変化に合う新しい技術的要件と安全基準
を策定してきた長い歴史があります。船級協会である私たちエキスパートはこの伝
統をそのままにデジタル化をてこにして、より信用できる適切な規則を迅速に策定し
ています。こうした柔軟性と即応力は、海運イノベーションの次の波を支えようとす
る人 に々とって欠かせないものとなるでしょう。

ソフトウェアの進歩は、船舶のライフサイクルを船型の開発段階から管理する方法
にも変化をもたらしています。革新的なモデリング技術を使用して、造船所は完全に
デジタル化された船舶の3Dモデルの製作が可能になりました。これにより、船級協
会の業務効率も上がります。2Dの図面を郵便でやり取りする代わりに、コラボレー
ション用のバーチャルなプラットフォームを介して、船舶の3Dモデルを査定する船
級業務を遂行できるのです。ビューローベリタスでは、最先端の自社製ソフトウェア
を活用し、あらゆる種類の3Dモデルに対してデジタル認証を提供しています。

運航について言えば、デジタル化により船主はすべての船舶を容易に監視できる
ようになりました。Webアプリケーションやモバイルアプリケーションが発達し、船
舶管理会社は検査計画、船舶と設備の管理、文書へのアクセスをデジタルで行な
えるようになりました。朝のランニング中に心拍数を測ったり、最寄りのイタリアンの
お店を検索したりする際に使うソフトウェアに似たものが、船舶でも利用できるよう
になったのです。お持ちの船の燃料消費量を確認しますか？　そのためのアプリが
あります。次の検査のために港をお探しでしょうか？　そのためのアプリもあります。

言うまでもないことですが、これらのアプリケーション開発は技術の進化を目的
とするものではありません。ビューローベリタスでは顧客のニーズを一番に考え、
アプリケーション開発に取り組んでいます。「Optimum Survey Planning」や
「Veristar Project Management」などのデジタルツールは、船舶を管理する
上で日常的に起きる課題に対処するために設計されました。また、新しいアプリケー

THE FUTURE OF
SHIPPING IS DIGITAL

海上輸送の未来は
デジタルにあり
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challenges. And when we build new applications, our goal is to respond to 
evolving client needs. For example, our latest application, Veristar Green, 
is a direct answer to recent legislation surrounding emissions monitoring.6

ENTER THE ROBOTS – AND THE HACKERS

Beyond digital applications, in-service ships are reaping the benefits of 
Remote Inspection Techniques (RIT). Marine surveyors are putting robots – 
including underwater drones, remotely operated vehicles and crawlers – to 
work during surveys. Contrary to the vision of science fiction writers, the 
robots behind remote inspection are both safe and indispensable. By taking 
difficult-to-capture measurements and retrieving close-up photos, they can 
improve efficiency and limit survey costs. By entering high, narrow and 
water-filled spaces onboard, they protect marine surveyors. While such 
techniques are currently limited to specific regulatory contexts, the industry 
is looking to expand their use.

The marine surveyor experience will further transform with the development 
of augmented and predictive surveys. This approach combines big data, 
Artificial Intelligence (AI) and pattern-recognition software to detect 
problems in advance. First, software collects data from a ship, creating a 
complete asset history and evaluating current vessel condition. This data is 
then compared against a 3D model and databases containing information 
about ship condition. Based on this, AI will be able to flag problems like 
corrosion and plate weakening before they occur. And surveyors will be able 
to board ships safely, armed with a targeted inspection plan.

ションを構築する際にも、進化する顧客のニーズに応えようとしています。例えば、
最新の「VeriSTAR Green」は、炭素排出量に関する新たな規制[6]に直接役立
つアプリケーションです。

ロボットとハッカーの登場

デジタルアプリケーションの他に、就航中の船舶はRIT（遠隔検査技術）の恩恵も
受けています。Surveyorは、水中ドローンや遠隔操作機器、クローラーなどのロボッ
トを使って調査を行なっています。SF作家の想像とは違い、遠隔検査を支えるロボ
ットは安全で不可欠な存在です。難易度の高い測定やクローズアップ画像の撮影
を行なうことで、調査の効率を上げ、コストを抑えているのです。また、船内の高所
や狭い部分、水が満ちた場所に入って、Surveyorの安全に寄与しています。今のと
ころ、このような技術の活用は特定の規制に基づくものに限られていますが、業界
はより広い範囲での利用を期待しています。

予測もできる高精度の検査手法の開発が進むと、Surveyorの仕事は大きく変わ
るでしょう。具体的に言うと、ビッグデータとAI、そしてパターン認識ソフトウェアと
の組み合わせにより、事前に問題を検出するというアプローチになるはずです。ま
ず、ソフトウェアが船舶からデータを収集し、過去からの状態の推移をまとめ、現在
の船舶の状態を評価します。このデータを3Dモデルや船舶の状態の情報を含む
データベースと照らし合わせます。これをもとに船体の腐食やプレートの劣化といっ
た問題をAIが未然に察知できるようになります。その結果、Surveyorは的を絞った
検査計画を携えて、安心して仕事にかかれるのです。

THE FUTURE OF
SHIPPING IS DIGITAL

[6]IMOにより2021年6月に採択された規制、EEXIとCII。

6/ EEXI and CII regulations, adopted by IMO in June 2021.
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Protecting surveyors, however, is only one element of securing the shipping 
sector. As ships have become more connected, the risk of cyberattacks has 
grown. Hackers are now targeting in-service vessels with ransomware, 
malware and phishing attacks. When successful, these incidents cost 
shipowners time and money.

To help shipowners manage these threats, classification societies are 
building expertise in data and systems security. As of 2021, cyber security 
has become a mandatory aspect of ship safety for both existing and new 
ships. Classification societies have been working steadily with shipowners 
and shipyards to help them meet this new requirement. Bureau Veritas has 
notably developed a comprehensive approach to cyber security that enables 
shipowners to identify and secure vulnerable systems.

SHIPPING GETS SMART

This will become an increasing industry focus as the maritime industry 
trends toward heavier reliance on connected systems. The next major leap 
in connectivity that shipowners are eyeing is the development of smart and 
autonomous ships. These vessels can perform some or all tasks without 
onboard human intervention. Think of them as the floating version of self-
driving cars or trains.

Classification societies are already playing a vital role in the development 
of these vessels. First, compliance experts are developing guidelines for 
the digital systems that regulate ship speed and routing, ensuring they 
arrive at port on time. Second, risk management specialists are building 
a comprehensive approach to limiting risk for smart and autonomous 
vessels. Their goal is to improve onboard safety and prevent accidents in 
risky environments.

しかし、Surveyorの安全を確保しただけでは、海運業の安全が担保されることに
はなりません。船舶のデジタル・ネットワーク化が進むにつれ、サイバー攻撃のリスク
も高まっているからです。ハッカーは現在、ランサムウェアやマルウェアやフィッシン
グ攻撃で、就航中の船舶を標的にしています。攻撃が成功して事故が起きた場合、
船主が負担を強いられる時間と費用は膨大です。

船主がこれらの脅威から身を守るために、船級協会はデータおよびシステムのセキ
ュリティに関する専門知識を高めています。2021年現在、サイバーセキュリティは
新旧両方の船舶の安全を守るのに欠かせないものとなっています。船級協会はこ
の新しい要望を満たすために、船主や造船所と手を取り合い、日々 地道に取り組ん
でいます。ビューローベリタスは、船主が脆弱なシステムを特定してセキュリティを
確保できるよう、サイバーセキュリティのための包括的なアプローチを発展させてい
ます。

海運のスマート化

海運業界のコネクテッドシステムへの依存度が高まるにつれて、海運のスマート化
はますます業界の注目を集めることになるでしょう。船主の注目を集めるコネクティ
ビティは、スマートな自律運航船の開発において大きく飛躍しようとしています。こう
した船舶は、人間が実際に乗り込まなくても、一部またはすべての作業を行なうこと
が可能です。自動運転する車や電車の、船バージョンと考えてもらえればわかりや
すいと思います。

船級協会はこうした船舶の開発において重要な役割を担っています。第一に運航
ルールの専門家が、船の速度と航路を制御し、定刻に到着できるようにするデジタ
ルシステムのためのガイドラインを作成中です。第二にリスク管理の専門家が、ス
マートな自律運航船のリスクを抑えるための包括的なアプローチを構築中です。両
者ともに船内の安全性を向上させて、危険な環境での事故を防ぐことを目指してい
ます。

THE FUTURE OF
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Autonomous vessels will need 
to interact with smart ports. 
These digitally-equipped harbors
will use big data, AI and 
IoT systems to safely and 
efficiently maneuver ships in 
and out of port.

Still, just as digitalization cannot replace classification services, smart ports 
and autonomous vessels are no substitute for experienced crewmembers. 
Personnel will work onboard for the foreseeable future, guiding and 
improving fledgling technologies for smart and autonomous ships. When 
ships eventually reach full autonomy, crew will move to performing valuable 
roles onshore, ensuring vessels function properly.

While some roles in shipping will be transformed, others will be created. 
Both smart shipping and cybersecurity broaden the professional purview 
of the marine industry. Classification societies will always prize naval 
engineers and architects, but cybersecurity specialists, AI developers and 
robotics experts will soon become invaluable. This will swell the ranks of 
classification societies and bring more diverse profiles to the marine industry.

Finally, digitalization will help improve marine sustainability. New 
technologies, digital systems and production processes can all help minimize 
ships’ environmental impact. Additive manufacturing – the process of creating 
3D objects through layering materials – is a good example of this (see page 
68). This production method enables ship parts to be 3D printed locally and 
as needed. For shipyards and shipowners, this means reducing waste from 
construction and maintenance, and limiting emissions-heavy logistics activities.

自律運航船はスマート化し
た港湾と連携して稼働する
必要があります。デジタル化
された港湾では、ビッグデー
タやAIやIoTシステムを利
用して、安全かつ効率的に
船が入出港できるようにな
ります。

ただし、デジタル化が進んでも船級協会の機能が必要であることと同じく、スマート
化した港湾や自律運航船が経験豊富な船員の代わりになることはありません。船員
は今後も船に乗り、自律運航船用の真新しいテクノロジーの導入と改善に貢献する
でしょう。最終的に船が完全に自律化されれば、船が適切に機能するよう船員は陸
の上で操縦するという大事な役目を担うようになるはずです。

海運におけるいくつかの役割が変わると同時に、新たな役割も生まれます。スマート
シッピングとサイバーセキュリティによって、海運業界の専門領域が広がっているか
らです。船級協会はこれまで通り船舶エンジニアや造船技師の技術を頼りにするで
しょうが、近いうちに、サイバーセキュリティの専門家やAI開発者、ロボット工学の専
門家もかけがえのない人材となることでしょう。そうなることで、船級協会の規模が
大きくなり、海運業界にますます多様な役割をもたらすことでしょう。

デジタル化は、海洋のサステナビリティの向上にも役立つはずです。新しいテクノロ
ジーとデジタルシステム、そして生産プロセスはどれも、船舶が環境へ与える影響
を最小限に抑えます。3Dオブジェクトを作成するAdditive Manufacturingは、
その良い例です（69ページ参照）。この方法を使えば、3Dプリントにより、必要に応
じた船舶部品を船上で製造できます。造船所と船主にとっては、建造とメンテナン
スに伴う廃棄物の低減や、多量の排ガスを伴う物流の抑制が可能となるのです。

THE FUTURE OF
SHIPPING IS DIGITAL

NEW ROLES WILL BE 
CREATED IN SMART 

SHIPPING AND CYBER 
SECURITY, INCREASING

DIVERSITY IN THE 
MARINE INDUSTRY

スマートシッピングと
サイバーセキュリティの
分野で新たな役割が
生まれ、海運業界が
多様化する

海上輸送の未来は
デジタルにあり
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THE SHIPPING INDUSTRY

TECHNOLOGIES WILL

REVOLUTIONIZE

HOW NEW

THE SECOND
PRINTING REVOLUTION

Although a eureka moment makes for a good story, most 
breakthroughs are not so fleetingly accomplished. If additive 
manufacturing is making inroads into shipping manufacture, 
widespread acceptance requires trust in the technology.

Additive manufacturing – commonly known as 3D printing – 
significantly cuts material usage and energy consumption compared 
to traditional methods. An Approval in Principle from a trusted 
third party can further boost its appeal to manufacturers. Bureau 
Veritas supported French defense contractor Naval Group from 
design to completion in producing a new generation of 3D printed 

propeller. It is the first to be produced 
to military quality, requiring rigorous 
development, inspection and testing 
throughout.  

Elsewhere, additive manufacturing is
being used to make spare parts inventory 
more efficient, as suitable components 
can be printed onboard as needed. In this 
case, third party experts can help to 
select and test the parts to be printed, 
and thus change the way vessels are 
built and maintained.

新しいテクノロジーが
海運業界を

どう変えるか

第二次印刷革命
良いアイデアがひらめいた瞬間には、素晴らしい未来が思い描か
れますが、たいていのブレイクスルーは一瞬では成し遂げられませ
ん。Additive Manufacturingが船舶部品の製造に参入するには、ま
ずこの技術が業界関係者からの信頼を得る必要があります。

一般に3Dプリントとして知られるAdditive Manufacturingは、従来
の方法に比べて材料使用量とエネルギー消費量を大幅に削減します。
そこに信頼できる第三者機関によるAiPが加われば、船舶部品メーカー
に対してさらにその魅力をアピールできます。ビューローベリタスは、フラ
ンスの防衛関連企業Naval Groupが3Dプリントで新世代のプロペラ
を製造した際に、その設計から完成に至るまでをサポートしました。軍用
品質で製造された初めての3Dプリント製品であり、開発にも検査にも試
験にも終始厳密さが求められました。

また、Additive Manufacturingは、必要な部品を船上で3Dプリント
できるため、予備部品のより効率的な在庫管理が可能になります。この
とき、プリントする部品の選定や試験を第三者の専門家が行なうことで、
船舶の建造や保守に役立ちます。
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Artificial intelligence in shipping is not new. For several years now, machine 
learning algorithms have enabled owners to analyze data and predict the 
need for maintenance, thereby avoiding unacceptable risk – or unnecessary 
downtime.

But today, AI is coming into its own. The demands of the energy transition are 
focusing owners’ and operators’ attention on energy efficiency. AI algorithms 
spot patterns in consumption data collected by sensors, and help operators 
visualize data, run simulations and help optimize energy use onboard. Thanks 
to advanced simulations that take into account parameters such as the weather, 
operators can choose alternative routes that burn less fuel. Looking ahead, AI 
models will act as the eyes onboard autonomous vessels, used to detect other 
vessels or objects in the water and avoid collision. 

AI is only as good as the data that feeds it. It needs to be trained, tested 
and evaluated by human experts – then trained again, once more data is 
available. All this means that experts will continue to work hand-in-hand 
with AI. The future is efficient – and human. 

MAKING SENSE 
OF DATA

海運の世界では、AIは目新しいものではありません。数年前から船主が機械学習ア
ルゴリズムを用いてデータ分析し、メンテナンスが必要になる時期を予測できるよう
になっています。これにより、許容できないリスクや不要なダウンタイムを回避してい
ます。

今日、AIはその本領を発揮しつつあります。エネルギー転換が求められているこ
とにより、船主とオペレーターのエネルギー効率への関心が高まっているからで
す。AIのアルゴリズムは、センサーによって収集された消費データをパターン化し、
オペレーターがデータを視覚化するのを手伝い、シミュレーションを実行して船内で
のエネルギー使用の最適化を補佐します。天候などのパラメーターを考慮した高度
なシミュレーションにより、オペレーターは燃料消費量の少ないルートを選ぶことがで
きます。将来的には、自律運航船に搭載されたAIが目の役割を果たし、海上の他の
船舶や物体を検知して衝突を回避できるようになるでしょう。

AIは、入力されたデータ分の価値しかありません。エキスパートによるトレーニング
や試験、そして評価を受ける必要があり、データが追加されれば、再度トレーニング
を受けなくてはなりません。つまり、エキスパートとAIはこれからも手を取り合って進
むのです。未来は効率的、そして人間的なものなのです。

データを読み解く
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──私たちの業界は、今まさに体制の転換期にある。これは船に関してだ
けの話ではない。よりサステナブルな海運業界へと正しく移行するには、
船舶を支えるエネルギーや港湾インフラ、船舶が関わる経済活動、船舶
の運航者、そして海そのものまでもが範囲に含まれるのである。

環境へ与える影響にさらなる透明性を求めている最終受益者にとって、海上輸送
は突如として注目すべき存在となりました。海上輸送は複雑なサプライチェーンに
おいて、かけがえのない一翼を担っています。そのため、大気汚染や水質汚染、船
内の労働状況や船舶建造の材料、船舶の解体方法にいたるまで、あらゆる影響が
ますます精査され、規制される可能性が高まっています。

こうした社会の大きな流れは、海運会社の経営陣にも影響を及ぼしています。船主
たちは、長期的かつ柔軟性のある設計について検討を重ねています。いま彼らが求
めているのは、より多様な才能を持つ新しい人材で、実際そうした人物を採用し始
めています。また、海そのものが前にも増して利害関係者とみなされるようになり、
未来のために保護されるべき存在となっています。

すでに事態は、私たちが予想していたよりも急速に変化しつつあります。船主とオペ
レーターは重要な問題に直面しているのです。

海運の未来
— Our industry is facing systemic transformation. This is no longer 
just about ships. A fair transition to a more sustainable maritime world 
encompasses the energy and port infrastructure that support them, the 
economy they serve, the people who sail them – and the sea itself.

Shipping is increasingly visible to its end customers, who are seeking greater 
transparency on its environmental impact. Shipping represents a largely 
irreplaceable step in complex supply chains. All impacts, from air and 
water pollution through to working conditions onboard ships, the materials 
used in ship construction, and how vessels are dismantled at end of life, are 
increasingly scrutinized and, potentially, regulated. 

Wider trends in society are mirrored in shipping companies’ boardrooms. 
Owners are talking about designing flexibly and for the long-term. They 
need new, more diverse talent – and are starting to hire it. The sea itself is 
increasingly seen as a stakeholder, to be protected for future generations.

Already, things are changing more rapidly than almost any of us could have 
anticipated. Owners and operators face important questions.

OF MARITIME

THE

FUTURE
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What will be
my customers’ expectations?

WHAT WILL
MY SHIPS 

TRANSPORT?

WHAT
NEW PORT 

INFRASTRUCTURE
IS REQUIRED?

Scale up
my efforts?

Demonstrate
my sustainability 

efforts?

Design
my vessel flexibly 
to accommodate

a future
zero-carbon fuel?

Build a hull
that will last more 

than 25 years 
and be retrofit-

optimized?

HOW
CAN I…

The future will be characterized by multiple fuel and 
propulsion options. Both the industry and individual 
owners need to consider some key questions to enable 

informed choices.

FOR A SAFE
LOW-CARBON 

FUTURE

QUESTIONS

What talent
do I need to hire?

WHAT 
DOES IT 
MEAN 

FOR MY 
PEOPLE?

What are my options today 
to improve performance?

How far am I
ready to commit?

What are the pros and cons 
of options available today? 
Will they remain suitable

in 5, 10 or 15 years?

WHAT 
CAN I DO 

NOW?

WHAT
CAN I 

EXPECT 
FROM 
POLICY 

MAKERS 
OVER THE 
COMING 
YEARS?

What are their characteristics,
safety issues and associated risks?

 
How will different fuels perform?

What are their environmental impacts?

What are the alternatives to fuel?
Should I consider wind-assisted propulsion? 

What about electric-hybrid?

HOW SAFE 
ARE FUTURE 
FUEL SUPPLY 
CHAINS AND 

OPERATIONS?
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顧客は何を期待するだろうか。

私の船は
何を運ぶのか。

求められる
新しい
港湾インフラとは。

規模を
拡大できるか。

サステナビリティへの
取り組みを示せるか。

これから現われる
ゼロカーボン燃料に

対応可能な船を
設計できるか。

最適化するための
改造が可能な、

25年以上の耐久性が
ある船を造れるか。

どうしたら、

燃料にも推進技術にも複数の選択肢があるというのが、
来たる低炭素社会の特徴になるでしょう。業界も船主たちも、

十分な情報に基づいた選択ができるように、
鍵となる質問への答えを熟考する必要があります。

安全・安心な
低炭素社会の実現に
向けた問い

どのような人材を
採用すれば良いか。 

従業員に
ついては、
どんな影響
が出るか。

パフォーマンスを
向上させるために、

どんな選択肢があるか。

どこまでコミットできるか。

現在利用できる選択肢の
長所と短所は何か。

また、5年後、10年後、
15年後にも変わらず
目的を果たせるか。

今、何が
できるか。

今後
数年間、

政策立案者に
何を期待
できるか。

特徴、安全上の問題、
付随するリスクは何か。

それぞれの燃料が
どのように機能するか。

環境へはどんな影響を与えるか。

燃料に代わるものは何か。
風力による推進を検討すべきか。
電気とのハイブリッドはどうか。

新たな燃料の
サプライチェーンと
オペレーションは
信頼できるものか。
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DECARBONIZATION: TOMORROW STARTS NOW

Propulsion is a case in point. For nearly five thousand years, ships harnessed 
the power of the wind. History began to speed up in the 19th century with 
the introduction of the steamship. Massive growth in demand for seaborne 
trade in the second half of the 20th century was dominated by the diesel 
engine. In the early years of the 21st century, LNG was adopted as a new 
clean fuel, and is increasingly considered mainstream. Now owners are 
exploring new options.

The role of class has mirrored this trajectory. During most of the past two 
centuries, class has been heavily focused on the structural safety of ships. 
In the middle of the 20th century, that role expanded to include pollution. 
When the challenge of addressing harmful local air emissions such as 
sulfur and nitrogen oxides and particulates rose to the forefront, the scope 
of classification societies further evolved. Class has played a major role in 
transferring knowledge accumulated in addressing the risks in the carriage 
of LNG to gas-fueled shipping. That knowledge will be vital now as the 
industry responds to the challenge of global warming, exploring new 
solutions in the quest to reach zero-carbon fuels.

But a safe zero-carbon future will be about much, much more than fuels and 
propulsion. We will see new cargoes, new trade routes, and a greater focus 
on systems. This will be combined with demand for new skills and multiple 
propulsion technologies.

This represents a radical change from the past. And we must be ready to be 
surprised by where technology and societal changes may take us. 

In a safe zero-carbon future, the maritime world will gain in prominence. 
The shipping industry will increasingly need to be the guardian of the 
ocean. At the same time, shipping will form the backbone of low carbon 
transportation. One of the biggest consequences of putting a price on 

脱炭素社会──未来は始まっている

脱炭素化を考える際の好例として、推進力を見てみましょう。5000年近くのあい
だ、船は風の力を利用して進んでいました。19世紀になって蒸気船が登場すると、
歴史は加速し始めます。20世紀後半に海上貿易の需要が大幅に伸びたのは、ディ
ーゼルエンジンのおかげでした。21世紀に入ってからは、LNGがクリーンな新燃料
として採用され、主流になりつつあります。そして今、船主たちはさらなる選択肢を
模索しています。

推進力の変遷の軌跡は、船級協会の役割の変化にそのまま反映されています。こ
こ200年のほぼ全期間を通じて、船級協会は船舶の構造的な安全性に重きを置い
ていました。しかし20世紀半ばになると、その役割は公害問題にまで拡大します。そ
して硫黄酸化物や窒素酸化物、粒子状物質といった有害で局地的な大気汚染物
質への対処という課題が認識されると、船級協会の領域はさらに広がりました。ま
た、LNG輸送におけるリスク対応で蓄積された知識を、ガスを燃料とする船舶に活
用するにあたり、船級協会は重要な役割を果たしました。業界が地球温暖化の課題
に取り組み、ゼロカーボン燃料に到達するための新たな解決策を模索している今、
そうした知識は不可欠となるでしょう。

ただ、ゼロカーボン燃料を安心して使える未来は、燃料や推進力といっただけの話
とはまったく次元が違ってくるでしょう。新しい貨物、新しい商流が現われ、それを支
えるシステムがより重要になります。加えて、新たなスキルや複合的な推進技術へ
の需要も見込まれるでしょう。

これまでの世界とは完全に変わるのです。私たちは、テクノロジーや社会の変化が
見せてくれる景色を、驚きをもって受け止める準備をしておかなければなりません。

THE FUTURE
OF MARITIME

海運の未来
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その未来では、海運業界がますま
す注目を集めているはずです。海
運業は以前にも増して、海の守護
者という立場を守ることが求めら
れるでしょう。同時に、海運は低炭
素輸送の根幹をなすようになりま
す。炭素に価格をつけることが導
く最大の結果のひとつに、海上輸送の効率の良さが際立つことが挙げられます。農
業、エネルギー産業、製造業における環境負荷を考慮した場合、海運は低炭素によ
る生産拠点と市場を結びつける上で、これまで以上に重要な役割を果たすようにな
ります。炭素に関心のあるエンドユーザーは、特に差し支えがないなら、航空便より
も海運を積極的に選ぶかもしれません。

しかし、船主と設計者と造船所にとっては、大きな賭けのようなものです。新しい技
術に賭け、その性能やリスク、運用上の制約を理解しなければ、海上での活動と貿
易と輸送のための「正しい」脱炭素化ソリューションに到達できないからです。また、
この新たな未来は、エネルギー業者と港にも大きな影響を与えます。LNGというた
ったひとつの燃料を供給するためのバリューチェーンを構築するのに、15年もかか
っているのです。世界中の港で、多種多様な船舶に、多種多様な燃料と動力システ
ムを確実かつ安全に供給することを実現するなら、今すぐにとりかかり、 LNGのと
きよりも速い進度で設計を行ない構築する必要があるでしょう。

答えに到達するにはまず、正しい問いを立てる必要があります（78～79ページ参
照）。船主、オペレーター、造船所、港湾、運送会社のそれぞれに最適なソリューショ
ンは、船のサイズや種類、予想される航路、海象条件、顧客の求めるスピードや柔
軟性やサステナビリティまで、さまざまな要因に左右されます。また、効率を最大限
まで上げるためには、デジタルやAIを活用したソリューションと組み合わせることに
なるでしょう。信頼性の高いインフラを適切な場所に構築する方法など、業界を挙
げた取り組みにより解決される問題もあります。

carbon will be to highlight the 
efficiency of shipping for cargo 
transportation. When looking 
at net environmental benefits in 
agriculture, energy or manufacturing, shipping will play an ever more 
important role in connecting low-carbon centers of production with 
markets. Carbon-conscious end-users may actively choose shipping over 
aviation where practical. 

But the stakes for owners, designers and yards are high. Reaching the ‘right’ 
decarbonization solutions for maritime activity, trade and transportation 
means betting on new technology, and understanding its performance, 
risks, and operational constraints. This new future also has profound 
implications for energy providers and ports. It has taken 15 years to build 
the value chain necessary to supply just one fuel, LNG. The reliable and 
safe supply of multiple fuels and power solutions, to multiple types of 
vessels in ports worldwide will now need to be designed and constructed 
even faster than this.

To reach the answers, we need to ask the right questions (see pg 76-77). 
The optimum solution for each owner, operator, shipyard, port or cargo 
company will depend on multiple factors, ranging from vessel size and type 
to anticipated routes, sea conditions and client demands in terms of speed, 
flexibility and sustainability ambitions. It will be used in combination with 
digital, AI-driven solutions to achieve maximum efficiency. Some questions 
– such as how to create reliable infrastructure in the right locations – can 
only be tackled at industry level.

We will also need to develop new multi-party contractual relationships to 
ensure that reducing the carbon intensity of shipping becomes a shared 
adventure with mutual or positive sum benefits.

THE FUTURE
OF MARITIME

CLASSIFICATION 
WILL BRIDGE THE 
REGULATORY GAP WITH 
GUIDELINES, AND BUILD 
CONFIDENCE WHERE 
THERE IS UNCERTAINTY
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船級協会は
ガイドラインの整備に
よって法規制を補完し、
不確かな部分に信頼を
確立する
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It is here that classification societies will come into their own. In addition to 
leveraging our expertise to support agile, safe development of zero-carbon 
maritime, we will be providing the pathway and confidence necessary to 
answer the key questions emerging – as well as bringing forward new 
solutions based on our experience in supporting value chains and in 
advancing smart solutions.

SHAPING A BETTER MARITIME WORLD

The smart, low-carbon, low-impact ships of the future may be radically 
different from the vessels in operation today. What does this mean for class? 
Ultimately a safe low-carbon world will mean fewer big ships carrying 
fossil fuels and more new ships carrying clean fuels. Meanwhile, ever-more 
sophisticated ships will become a new normal supporting new trades and 
new requirements.  

Classification in the future will be even more important than it is today. We 
have solid foundations, we have the expertise and we know and understand 
the shipping eco-system. We act as a catalyst for innovation, helping the 
industry make the right decisions by assessing risks. This is how we will 
continue to bring value to the maritime world.

Classification has a crucial role to play as the maritime world enters a new 
era in which sustainability concerns have moved firmly center stage. At their 
most basic level, sustainability and safety are really about the same thing: 
protecting resources and people. As IMO further develops the requirements 
of MARPOL, the leading class societies, via IACS, will work to find 
pragmatic solutions on how to implement the new standards and harmonize 
them across the industry.

Classification can also support the industry’s environmental ambitions
and help it move faster by de-risking new innovations. We cannot expect
stakeholders to slow down now: customers and governments are driving 
change and are moving at different speeds. This inevitably challenges the 

また、海運における炭素排出量の低減については、貢献する各々が利益を得られる
全員参加のチャレンジとなるように、当事者間で新たな契約関係を築く必要があり
ます。

そこで、船級協会が本領を発揮することになります。私たちは、専門知識を活かして
ゼロカーボン海運の素早く確実な開発を支援することに加え、鍵となる新たな質問
に答えるための道筋と自信を提供します。もちろん、バリューチェーンを支えてスマー
ト・ソリューションを推進してきた経験に基づく、新たなソリューションも提案します。

より良い海運の世界を目指して

高性能で低炭素かつ低環境負荷の次世代の船は、現行の船とは根本的に異なる
かもしれません。これは船級協会にとって、どんな意味があるのでしょう。突き詰め
れば、安全・安心な低炭素社会とは、化石燃料を積んだ大型船の数を減らし、クリー
ンな燃料を積んだ新しい船の数を増やした社会のことです。これまで以上に高度な
船舶が、新たな貿易と要求を支えるニューノーマルとなるでしょう。

将来、船級協会は現在よりもさらに重要なものとなるはずです。私たちは確固たる
基盤と専門知識を持ち、海運のエコシステムを熟知しています。その上でイノベー
ションの触媒として、業界の皆様がリスクを認識し、正しい決定を下せるよう支援し
ます。こうして、私たちは海運の世界に価値をもたらし続けることができるでしょう。

海運の世界が、サステナビリティを重視する新しい時代を迎えた今、船級協会は不
可欠な存在となっています。そもそも、サステナビリティと安全性は、資源と人 を々守
るという点で本質的に同じものです。IMOがMARPOLの要件をさらに発展させ
ていく中、主導的立場にある船級協会はIACSとしての活動を通じ、新しい基準を
業界と調和させる実用的な解決策を追い求めていくことでしょう。

船級協会は環境保護に対する意欲を支え、新たなイノベーションのリスクを軽減す
ることで、業界の動きを加速させることができます。この動きが減速することはな
いでしょう。顧客と政府は変化を促進しながら、それぞれ違うスピードで動いていま
す。そのため、グローバルに制度化された世界をつくるという理想への挑戦は避け

THE FUTURE
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ideal of a globally regulated landscape – global regulation will be playing 
catch-up for now. But class will provide the confidence in this time of 
transition and multi-track development. 

The role for Bureau Veritas is even wider: as the only classification society 
with a strong presence and expertise throughout the value chain of world 
trade. We test, inspect and certify commodities and manufactured goods, 
process and systems from the farm gate to your dinner plate, or from the 
mine to the factory gate and into retail. 

As such, we are uniquely placed to measure progress and bring trust to entire 
supply chains. We bring a holistic view to our classification clients thanks 
to our knowledge and understanding from both upstream (in the form of 
commodities, energy and infrastructure) and downstream (in the form of 
consumer goods). Thanks to our commitment at group level, we are able 
to support clients to achieve all their environmental, social and governance 
(ESG) objectives. We are able to help our clients adopt an approach to 
sustainability that considers the entire life and impact of each vessel.

Our role has evolved since our inception, but its essence remains the same: 
to bring our years of experience and expertise to ask and answer searching 
questions, working with the industry to find solutions that work today and 

are ready for the future. We are proud of the 
role we have played for almost 200 years. 
We are looking forward to the contribution 
we will make for decades to come.

られません。理想を実現化させるために、当分のあいだはグローバルな規制の整備
に向けた動きが非常に活発化するはずです。いずれにしても、移行期にあり、多方
面での開発が進むこの時代において、船級協会は変わることなく信頼を提供するこ
とでしょう。

世界貿易のバリューチェーン全体にわたる専門知識を持ち、存在感のある船級協
会として、ビューローベリタスの役割はさらに広範になっています。私たちは、農場の
門を出てから食卓にのぼるまで、あるいは鉱山を出てから工場の門をくぐるか小売
店に着くまで、商品や製品、プロセス、システムを、試験・検査・認証しています。

このように私たちは、サプライチェーン全体の状況を把握し信頼をもたらすことので
きる独特な立場にあります。コモディティやエネルギーやインフラといった川上から、
消費財という川下までを網羅する知識と見識を役立てて、お客様に総合的な視点
を提供します。グループを挙げた私たちのコミットメントにより、お客様がESG（環境・
社会・ガバナンス）のすべての目標を達成することを後押しできます。また、お客様
がサステナビリティに取り組み、船舶の寿命と環境への影響を検討するお手伝いも
できます。

ビューローベリタスの役割は創業時より絶えず進化してきましたが、根底にあるもの
は変わりません。長年の経験と専門知識を駆使して、解決策を求める問いと答えを
繰り返し、業界と協力して、有効かつ将来に備えたソリューションを見つけるというこ
とです。私たちは、およそ200年にわたって果たしてきた役割に誇りを持っています。

これからの数十年も皆様の
お役に立ち、貢献できること
を楽しみにしております。

THE FUTURE
OF MARITIME

CLASS HAS ACTED
AS A CATALYST FOR 
CHANGE IN THE PAST
IT HAS THE CAPACITY

TO DO SO AGAIN

海運の未来

船級協会は変化を
起こす触媒の役割を
果たしたことがあり、
再びその役割を果たす
能力がある
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A.  Power generated from renewables is expected to significantly increase, with 
wind power forecast to more than double in the decade to 2030.7 Here, we see 
floating wind turbines with over 15MW capacity installed at depths of up to 60 
meters serviced by electric wind farm vessels 1 .

B.  Carbon capture contributes to efforts by process industries to reach net zero, 
by removing emissions that are challenging to avoid. Here, CO2 from an internal 
combustion plant is captured using filters and stored in liquid form in tanks 2 . 
It is then transported 3  to a CO2 terminal located on a repurposed rig 4 , now 
used to inject CO2 into disused oil and gas wells.

C. Natural gas is expected to be a fuel of choice during the transition, with 
synthetic methane and BioLNG increasingly dropped in and blended with LNG. 
Here, LNG produced at an FLNG 5  is transported to the LNG terminal, where 
it is stored in tanks.

D. Industry experts anticipate that an ageing population and growing middle 
class will continue to boost cruise industry growth. Here we see an LNG-
powered mega-cruise ship 6  designed to reduce underwater radiated noise; 
onboard, zero-plastic and waste reuse programs limit its environmental impact.

E. The ship at this container terminal 7  is 40% larger than those in use today, 
reflecting a continuation of the trend for ever-larger ships. Shore power from a 
decarbonized electricity source cuts emissions while in port.

F. Decommissioning of oil and gas platforms is expected to ramp up with 
nearly 3,000 platforms worldwide decommissioned in the decade to 2030. 
Non-harmful structures can be left on the seabed to become an artificial reef 
colonized by marine life 8 . 

G. Hydrogen is key to manage wind intermittency, by combining renewable 
energy with energy storage. When the wind is active, turbines produce 
electricity that is delivered directly to the consumer. Excess power is used to 
create hydrogen from seawater via a process of electrolysis 9 . The hydrogen is 
stored in pressured tanks on the seabed 10 , then converted back into electricity 
during periods of low wind to satisfy demand.

H. Responsible tourism features electric boats and submarines 11  to observe 
replenished marine life. 

I. Wind-assisted technology 12  significantly lowers emissions from smart 
vessels running on LNG and increases the cost efficiency of ammonia-fueled 
ships. Route optimization software enables vessels to use the most energy-
efficient route. 

J. Next to the port, a renewables yard fabricates wind turbines, which are lifted 
onto a heavy transport ship by electric harbor cranes 13 .

K. Retrofitting at this yard enables owners to improve existing assets. This bulk 
carrier 14  is being fitted with better living quarters, improved climatization, 
wind-assisted technology and a bulbous bow to improve energy efficiency. 

L. An additive manufacturing facility minimizes the cost and emissions of 
bespoke retrofit parts. It generates its own energy from solar panels on the 
roof 15 . 

 M. Shallow waters with fast tidal streams are ideal for generating marine 
renewable energy 16 .

N. Vessels such as this autonomous electric-powered gobbler boat 17  help 
clean the oceans of plastic waste, which in 2021 accounts for 85% of total 
marine waste. 

 O. Bottom-based geodesic domes 18  support sustainable fish farming. Fish 
are fed, looked after and harvested by robotic shepherd submarines.

P. The world of low-carbon energy is supported by new infrastructure, 
including an LNG export mega-pipeline and an electricity super-
connector 19 .

AN INDUSTRY
 IN TRANSITION

7/ Source: IEA
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A.  風力発電を含む再生可能エネルギーによる発電は、今後大幅に増加し、2030年までの10
年間で2倍以上になると予測されています[7]。ここでは、水深60mに設置された15MWを超
える浮体式洋上風力発電システムと、関連する業務にあたる電動の風力発電支援船をご覧く
ださい 1 。

B.  石油化学産業は、困難な排ガス問題に取り組みながら、ネットゼロ達成を目指しています。炭
素回収はその取り組みを後押ししています。ここでは、内燃機関から排出されるCO2をフィルタ
ーを用いて回収し、タンクに液体の形で貯蔵します 2 。その後、リグ上に設置された貯蔵設備
に輸送されます 3 。このリグ 4 は、使われなくなった油井およびガス井にCO2を注入する
用途で再利用されたものです

C. 天然ガスは、移行期における燃料のひとつとして期待されています。合成メタンとバイオ
LNGも有望視されています。ご覧のように、FLNG（浮体式液化天然ガス生産貯蔵設備）5

で生産されたLNGは、LNGターミナルに輸送後、タンクに貯蔵されています。

D. 高齢化と中流階級の増加により、クルーズ産業は今後も成長を続けると業界関係者は予想
しています。URNを低減するために設計された、LNGを燃料とする超大型クルーズ船 6 を
ご覧ください。船上では、廃棄物の再利用やプラスチックの不使用といった方法で、環境への
影響を抑えています。

E. コンテナターミナル 7 に停泊中の船は、とどまることを知らない大型化の傾向を受け、現
行の1.4倍の大きさに造られています。港に停泊しているあいだは、港から脱炭素化された電気
の供給を受けて、排ガスを減らします。

F. 2030年までの10年間に、世界中で約3,000基にのぼる石油およびガスの海上プラットフォ
ームがデコミッショニングされると予想されています。海洋環境に悪影響を及ぼさない構造物は
海底に残され、海洋生物が生息する人工礁となります 8 。

G. 水素は、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵との組み合わせによって、不安定な風力を
有効活用する鍵となります。風の強いときには、タービンの生産する電力が消費者に直接供給
されます。そして余剰電力は、電気分解により海水から水素を製造するのに使われます 9 。
水素は海底の圧力タンク 10 に貯蔵され、風の弱いときには、電力に変換されて需要を満たす
ことができます。

H. レスポンシブル・ツーリズムの目玉は、電動式のボートと潜水艇 11 です。豊かさを取り戻し
た海洋生物を観察することができます。 

I. 風を利用した技術 12 を取り入れると、LNGを燃料とするスマート船からの排ガスが大幅
に減り、アンモニアを燃料とする船舶のコスト効率が上がります。また、ルートを最適化するソフト
ウェアを使えば、船舶は最もエネルギー効率の良い航路をとれるようになります。 

J. 港の隣にある風力発電基地では、風力発電による電動の港湾クレーン 13 でコンテナを大
型輸送船に積み込んでいます。

K. こちらの造船所で改造すれば、既存の設備をより良くすることができます。このばら積み船
14 は、より快適な居住空間、改良された空調設備、風力を利用する装置、エネルギー効率を高

める球状船首を備えています。 

L. Additive Manufacturing設備は、個別部品の調達コストと排ガスを最小限に抑えます。
また、屋上のソーラーパネルで自家発電 15 した電気を利用しています。 

M. 潮流の速い浅瀬は、海洋再生可能エネルギーによる発電に理想的な場所です 16 。

N. 2021年には、海洋廃棄物全体の85%をプラスチック廃棄物が占めていました。この自律型
電動廃棄物回収船 17  は、海からプラスチック廃棄物を取り除く海洋清掃に貢献しています。 

 O. 海底に設置されたジオデシックドーム 18  は、魚のサステナブルな養殖を支えています。ここ
では、養殖用のロボット潜水艦が餌を与え、世話をし、水揚げしています。

P. 低炭素エネルギーの世界は、LNG輸出用メガパイプラインや電力用スーパーグリッド 19

などの新たなインフラに支えられています。

移行期にある海事産業

[7]出典：IEA（国際エネルギー機関）
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THERE IS A REAL 
URGENCY AROUND 
DECARBONIZATION.

脱炭素化は、
一刻を争う課題である。

Ships have a lifespan of 20 years or more: 
vessels ordered in 2030 need to be 2050-proof. 
That means we need to carry out the analysis 
required to make the right fuel choices in the next 
few years. A cross-sectoral, lifecycle approach 
involving both the maritime and power sectors 
will be critical. We are not expecting to see one 
single solution, but multiple.

船舶の寿命は20年を超えます。すなわち、2030年に注文される
船舶は、2050年にも使用に耐えるものであることが求められま
す。これを踏まえると、今後数年のうちに、最適な燃料を選ぶため
の分析を行なわなければなりません。それには、海運業界と電力
業界の両方を巻き込んだ、産業横断的なライフサイクル・アプロ
ーチが不可欠となるでしょう。私たちは、単一のソリューションでは
なく、多角的なソリューションが提供されることを期待しています。

Decarbonization is also an economic question. 
Since the birth of capitalism, the environment 
has not been taken into account. That is 
changing with the introduction of market-based 
mechanisms, and it will have a fundamental 
impact on how we consider ships.

脱炭素化は経済問題でもあります。資本主義が誕生して以来、
環境に関することはあまり考慮されてきませんでした。しかし、市
場原理に基づいて、そうした状況も変わりつつあります。この変化
は、船舶との付き合い方にも根本的な影響を与えることでしょう。

CHAIRMAN,
WAH KWONG MARITIME 
TRANSPORT HOLDINGS

CHAIRMAN,
WAH KWONG MARITIME 
TRANSPORT HOLDINGS

HING CHAO HING CHAO
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Despite disrupting global supply chains via 
seaborne trade, the pandemic has catalyzed 
transformation, namely through digitalization 
and decarbonization. Port authorities have 
a major role to play in these areas. Broad-
based restructuring must be enabled to create 
a seamless cross-border digital network, and 
cohesive partnerships such as the Global Centre 
for Maritime Decarbonisation will be key in 
driving the decarbonization of international 
shipping. The maritime industry’s versatility 
and resilience will continue to see us through any 
challenges in the future as we remain on course to 
establish Singapore as a Global Maritime Hub.

新型コロナウイルスのパンデミックは、海上貿易を利用する世界
中のサプライチェーンを混乱させたものの、デジタル化と脱炭素
化といった変革を促しました。港湾当局はこれらの分野で大きな
役割を担っています。幅広く多数の賛同を得た構造改革が実現
すれば、国境を越えたシームレスなデジタル・ネットワークの構築
が可能になります。そして、国際海運の脱炭素化を推進するため
には、Global Centre for Maritime Decarbonisationが持
つような結束力のあるパートナーシップが鍵となります。海事産業
の汎用性と強靭さは、シンガポールを世界的な海運ハブとして確
立するにあたり、今後どんな困難な状況下でも私たちを支えてく
れることでしょう。

THE COHESIVENESS OF
THE MARITIME INDUSTRY 
WILL GROW IN STRENGTH 
AND ENABLE US TO BUILD
A STRONG FUTURE ECONOMY.

海事産業内の
結束が強まり、
より強固な
経済社会が築かれる。

CHIEF EXECUTIVE,
MARITIME & PORT
AUTHORITY OF SINGAPORE

LEY HOON QUAH
CHIEF EXECUTIVE,
MARITIME & PORT
AUTHORITY OF SINGAPORE

LEY HOON QUAH
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AS AN INDUSTRY, WE
ARE MOVING RAPIDLY
INTO A DIFFERENT
MODUS OPERANDI.

業界全体が、これまでとは
異なる手法へと
急速に移行している。

Technological advances and digitalization 
of operations are undoubtedly key to 
reducing our environmental footprint. Most
importantly though, reaching viable carbon 
zero emitting vessels requires brave decisions 
and collaboration.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
DIANA SHIPPING INC.

SEMIRAMIS PALIOU

The entire maritime supply chain – including 
but not limited to shipping, cargo, finance, 
ports, fuel producers /suppliers, engine 
manufacturers, shipyards and infrastructure 
– has to work together to ensure the equitable 
decarbonization of our industry. In doing so 
we will set a level playing field and pave 
acompetitive and sustainable way ahead 
for all involved. It is part of a new way of 
working, one that is necessary to bring about 
rapid transformation.

技術の進歩と業務のデジタル化が、エコロジカル・フットプリ
ント（人間が環境に与える負荷）を削減する鍵であることは
間違いありません。しかし、もっとも重要なのは、CO2ゼロエ
ミッション船を実現するにあたり、勇気ある決断と協力が必
要であるということです。

CEO,
DIANA SHIPPING INC.

SEMIRAMIS PALIOU

海運、荷主、金融、港湾、燃料生産者とその供給者、エンジ
ンメーカー、造船所、社会インフラなど、ここに挙げた分野に
限らず海上サプライチェーン全体が協力して、業界の公正
な脱炭素化を実現しなければなりません。そうすることで、
すべての関係者に向けて、公平な競争の場が提供され、力
強いサステナブルな道が切り開かれるのです。それこそが
新しい働き方に欠かせないもので、急速な変革をもたらすた
めの要となるのです。
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この10年は、海運が脱炭素化の必要性を自覚した重要な転機
として幕を開けました。規制当局の監視が厳しくなるにつれ、業
界の顧客や金融機関、投資家たちが炭素削減に意識を向け、ク
リーンで透明性の高い産業であることに関心を集中させ始めた
のです。

The start of this decade was a tipping point, 
when shipping realized decarbonization was for 
real. As regulators tightened scrutiny, the carbon 
reduction interests of the industry’s customers, 
financiers and investors started to converge around 
a clean and transparent industry.

エネルギー転換は、今日のデジタル時代と相まって、燃料だけに
とどまらず、はるかに多くのものを変化させるでしょう。そして、時
代を画するような、戦略とビジネスモデルの転換を起こす引き金
となりますが、その中心には協力関係が据えられるはずです。そ
うすることによってのみ、海運業は、高価格のゼロカーボン燃料
や効率的なゼロカーボン輸送という避けがたい難題を解決でき
るのです。

The energy transition will combine with today’s 
digital age to change far more than just fuel. It 
will trigger an era-defining shift in strategy and 
business models, with collaborative relationships 
at its heart. Only in that way can shipping solve the 
looming conundrum of high priced zero carbon 
fuel and efficient zero-carbon shipping.

気候変動は、新たなビジネス
モデルやコラボレーションを
前進させ、透明性を大幅に
向上させる。

CLIMATE CHANGE WILL 
DRIVE NEW BUSINESS 
MODELS, COLLABORATION
– AND FAR GREATER 
TRANSPARENCY.

EDITOR-IN-CHIEF
AT TRADEWINDS

JULIAN BRAY
EDITOR-IN-CHIEF
AT TRADEWINDS

JULIAN BRAY
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