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1. ロサンゼルス港の概要

ロサンゼルス港は、米国カリフォルニア州

南部ロサンゼルスの南西約 30 ㎞に位置する。

太平洋に面したサンペドロ湾内に位置し、

隣接するロングビーチ港とともに米国西海岸

の国際貿易のゲートウェイを担っている。ロ

ングビーチ港とロサンゼルス港の運営はそれ

ぞれ独立しているが、効率的な運営のための

事業連携や環境対策に取り組むなど良好な協

力関係にある。

施設整備や運営の基本となる政策の決定は、

ロサンゼルス港湾委員会（the Los Angeles 
Board of Harbor Commissioners）が行い、そ

れに基づくコンテナターミナル施設に関する

土地造成、岸壁・上屋・荷役機械等の施設

整備は、同港の港湾管理者であるロサンゼ

ルス市港湾局（City of Los Angeles Harbor 
Department）が行っている。ロサンゼルス市港湾局は、

造成した土地、整備した港湾施設を所有し、政策上

の規制をかけながら、各施設を民間事業者（ターミ

ナルオペレーター）にリースし、ターミナルオペレー

ターは自らターミナル管理・運営を行う。

2. 大気浄化プログラムの概要

ロサンゼルス港では、隣接するロングビーチ港と共

に大気浄化プログラム（Clean Air Action Program、

以下「CAAP」）を施行している。両港は、取扱う貨

物量が増えるのにしたがって、ターミナルの近代化、

取扱容量の増設を行う必要が生じてきたが、港湾管

理者としてそれらをクリーンな形で行わなければな

らないと認識してきた。その背景には、環境に敏感

な周辺市民グループの存在がある。彼らは過去数十

年水質に注目していたが、今は大気汚染による健康

被害が焦点となっている。

両港地域は米国内で大気汚染が一番激しく、周辺住

民の健康被害の恐れが高い。この大気汚染は、国内第

二の都市化地域であることと、地勢的、気象的条件が

もたらしており、現在連邦環境保護庁（Environmental 
Protection Agency、以下「EPA」）により、2005 年

にオゾンと 2.5 ミクロン以下の微小粒子（Particulate 
Matter、以下「PM」）につき大気基準の未達成地域

に指定されている。

こういった背景の中、2006 年初めに両港共同で

CAAP の作成に着手、両港がイニシャティブを取り、

他の関係機関と共同で作業を行った。この作業に

は、カリフォルニア大気資源委員会（California Air 
Resources Board、以下「CARB」）、及び EPA が参

加している。

CAAP では次の 5つのカテゴリーについてのゴー

ルを設定している。

①外航船舶（Ocean Going Vessel）
②トラック（On-Road Heavy-Duty Vehicle）
③港湾内船舶（Harbor Craft）
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④荷役機械（Cargo Handling Equipment）
⑤機関車（Railroad Locomotive）

これらのゴールを達成するために各種の方策を提

示しているが、両港は法律を作る機関ではないので、

外航船舶の船社に対するインセンティブ、両港が整

備するターミナル施設をオペレーターにリースする

契約の条項の中で必要な項目を規定する手法などに

より CAAP の規定を適用する手法をとっている。

ここでは、温暖化ガス排出削減にも寄与する可能性

の高い化石燃料消費を軽減させる方策である、陸電

設備利用、荷役機械の電化、ハイブリッド化、外航

船舶の減速奨励を紹介する。

3. 対策事例

（荷役機械対策：電化、ハイブリッド化）

CAAP の荷役機械対策として以下の目標が位置づ

けられている。両港はこの目標達成のため、規制の

適用、及び新技術の推奨を行うが、機械の交換費用

は基本的に全てターミナルオペレーターが負担する

ことになっている。

新しく購入する機械に課せられる規制

‐2007 年より実施されている目標：購入時におい

て次の基準を満たすもの

‐選択肢 1

‐NOx：代替燃料使用のエンジンで も

排出量の少ないものを搭載

‐PM：排出量が 0.01g/bhp-hr 以下

‐選択肢 2

‐NOx：ディーゼル燃料使用のエンジン

で も排出量の少ないものを搭載

‐PM：排出量が 0.01g/bhp-hr 以下

‐選択肢 3

‐PM の排出量が 0.01g/bhp-hr 以下を満

たすエンジンが手に入らない場合は、

も排出量の少ないエンジン搭載の機械を

購入し、 も排出量が少なくなる認定

ディーゼル排出物質制御機器（Verified 
Diesel Emission Control、以下「VDEC」）

を取付けたもの

‐2010 年末までの目標

全てのヤードトラクターは、EPA2007 年オン

ロード基準、または Tier4 オフロード ･ エン

ジン基準を満たすこと。

‐2012 年末までの目標

全ての EPA2007 年オンロード基準以前で 750

馬力未満のエンジンを搭載するトップピック、

フォークリフト、リーチスタッカー、RTG、

ストラドルキャリアーは、EPA2007 年オン

ロード基準または Tier4 オフロード ･ エンジ

ン基準を満たすこと。

‐2014 年末までの目標

全ての 750 馬力以上のエンジンを搭載する荷

役機械は、 低でも Tier4 オフロード ･ エン

ジン基準を満たすこと。

‐なお 2007 年以降、Tier4 オフロード基準エンジ

ンに交換するまでは、750 馬力以上の荷役機械は、

入手可能な CARB VDEC のうち、 も排出量の

少ない機器をつけるものとする。

電化、ハイブリッド化の動き

RTG のディーゼルエンジンはターミナルにおけ

る燃料消費の 50％以上を占め、コンテナ港湾の大

気汚染をもたらす。燃料コストが増加すると RTG
のオペレーションコストに大いに影響がある。そ

こで多くのターミナルは、新しいターミナル整備

や大規模拡張の際に採算次第で RTG でなく RMG
（Rail Mounted Gantry Crane）を導入検討する。ま

たは、既存の RTG を電化、またはディーゼルと電

気のハイブリッド駆動のものに転換することを検

討している。

その他の試み

シャーシに乗せたコンテナをターミナル内で

移動させるヤードトラクターの LNG 化が試みら

れている。ディーゼルエンジンと比較すると、温

暖化ガス排出量が 20％削減されるとされている。

この他、排出ガス削減のため新しいエンジン

やフィルター類が開発され、各ターミナルでテス

トされているが、技術が新しいので現場でいろ

いろな問題が起きたり、取付けに時間がかかり、

その間のオペレーションに支障をきたしている。
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（CS）に設備されて以来、ロサンゼルス港の Yusen 
Terminal（YTI）とロングビーチ港の International 
Transportation Service ターミナル（ITS）で 1バース

ずつ稼働している。それぞれの設備概要 ･ 仕様は表

のとおり。

排出削減の効果

陸電設備は、外航船舶が岸壁に停泊している間

に、船舶へ電力を直接供給するため、船舶でディー

ゼル燃料を燃焼させて発電する必要がなく、化石

このように規制と技術開発が平行して進んで

いるため、手探りでの排出対策となっている。

（ターミナル施設対策：陸電設備）

船舶が停泊中、船内で必要な電力を自らの補助エン

ジンで発電しディーゼル燃料を燃焼させているが、こ

の電力を岸壁から供給する設備のこと。ロサンゼルス

港では、これを「AMP」（Alternative Marine Power）
と呼び、ロングビーチ港では、「Cold Ironing」と呼

んでいる。

CAAP の外航船舶対策の 1つとして次のように規

定されている。

「全ての主要コンテナバース、指定された液体バル

クバース、クルーズ船バース、その他必要に応じて

整備される陸電設備を利用すること」

コンテナターミナルへの整備状況は、2004 年 5

月にロサンゼルス港の China Shipping ターミナル

写真　船舶側の陸電用設備

写真　岸壁際の陸電用設備とサブステーション

表　陸電設備の概要

C　S YTI ITS

船舶への供給電圧 450V 6.6kV 6.6kV

船舶への供給電力 7.5mW 7.5mW

ケーブル管理 バージ 船舶 船舶

費用

陸 680 万 USD 170 万 USD 7-800 万 USD

船舶 32 万 USD 83 万 USD 50-100 万 USD

バージ 100 万 USD

出典）ヒアリング調査
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燃料からの排出ガスが削減されるものである。す

なわち外航船舶のエンジンからの排出量と発電所

からの排出量の差、200gCO2/kWh あまりが陸電

設備利用による削減効果となる。

課　題

外航船舶は世界中の港へ寄港し現地の設備を使

用するが、供給電力の設備と仕様がまちまちの

ため、整備促進の障害となっている。現在 ISO
（International Organization for Standardization、
国 際 標 準 化 機 構 ） と IEC（International 
Electrotechnical Commission、国際電気標準会議）

が共同して標準化作業を進めているが、主な検討

項目は以下のとおりである。

‐供給電圧

‐周波数

‐ケーブルとコネクターの仕様

‐安全性

コンテナバースとして一番新しい陸電設備を整

備した ITS では、世界標準を見越した仕様として、

記述の電圧（船舶へ 6.6kV）、電力（7.5mW）、ケー

ブル管理（船舶にて）を採用した。

（船舶減速プログラム、クリーン燃料導入）

CAAP の外航船舶対策の 1つとして位置づけられ

ている施策で、外航船舶がポイントフェーミン（ロサ

ンゼルス港、ロングビーチ港のある線ペドロ湾西端の

岬）から20海里以内（後に40海里）においては12ノッ

トに減速を奨励するというプログラムである。

この減速プログラムの目的は、両港にアプローチす

る際、または出航する際に外航船舶からの NOx 排出

を削減することである。NOx の排出量はエンジンの

負荷と直接の相関があり、概して言えば、エンジン

の負荷すなわち船舶の速度が落ちれば排出量は減少

する。同様に、減速により燃料消費が抑えられるため、

CO2 排出量の削減にも寄与する。

ロングビーチ港では、この減速プログラムを「グ

リーンフラッグプログラム」と称し、年間 90％以上

の寄港について減速規定を順守した船社に対して岸

壁使用料の減免と「環境賞」を、100％順守した船舶

に対して「グリーンフラッグ」を贈っている。岸壁

使用料の減免は「グリーン料率（Green Rate）」と呼

ばれており、20 海里内 12 ノットへの減速に対しては

岸壁使用料を 15％減額、また、2009 年 1 月 1日から

は、さらに 40 海里内に奨励範囲を拡大し 25％の減額

をしている。

さらに両港は 2008 年 7 月 1 日より、20 あるいは

40 海里内で通常燃料より高価なクリーン燃料に自主

的に切替えた船社にその差額を補償している。この

プログラムにロサンゼルス港では 860 万 USD を、ロ

ングビーチ港では 990 万 USD を用意している。

これに加えロングビーチ港では、この 20 あるいは

40 海里の制限区域に入る前に燃料をクリーン燃料に

切替えた場合、その差額の 50％を船舶に与える追加

インセンティブを現在提案している。

このように、各種のインセンティブを与えながら、

寄港船舶によるプログラムの参加を奨励している。

（ふくしま　ゆたか　第二調査部主任研究員）




