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シンガポールにおける船舶向けアンモニア燃料供給の実現に向けた検討促進と 

燃料供給船に関する基本承認の取得について 

 

A.P. Moller - Maersk A/S、Fleet Management Limited、Keppel Offshore & Marine、

Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping、住友商事株式会社、American 

Bureau of Shipping（以下「ABS」）によるシンガポールにおける船舶向けアンモニア燃料供給

の実現に向けたコンソーシアム（以下「本コンソーシアム」）に、新たなメンバーとして川崎

汽船株式会社（以下「川崎汽船」）、シンガポール海事港湾庁（以下「MPA」）が 2022年 4月に

加入し、共同検討の加速に向けた覚書を締結しました。今後、本コンソーシアムのメンバーを

中心に、2020年代後半からの船舶向けアンモニア燃料供給の実現を目標として、より具体的

な検討・準備を進めていきます。また、本コンソーシアムは、2022年 5月 6日に事業開発の

一環として、ABSよりアンモニア燃料供給船の設計基本承認（Approval in Principle、以下

「AiP」）を取得しました。 

 

国際連合の専門機関である国際海事機関（IMO）は、国際海運における温室効果ガス（GHG）

の排出量を 2050 年までに 2008 年比で半減させる目標を掲げています。アンモニアは燃焼時に

CO2 を排出しないため、海運業界における GHG 排出量削減に大きく寄与する可能性のある次世

代の代替船舶燃料として期待されています。 

 

本コンソーシアムは、2021年 3月よりシンガポールでの船舶向けアンモニア燃料供給の事業

化に向けた検討を共同で開始しました。1 年間の共同検討を通して、アンモニア調達地候補の

特定、アンモニア輸送船や貯蔵タンク等のインフラ調査、またアンモニア燃料供給船の基本設

計、それらコストの概算見積もりなどを行いました。今般、新たなメンバーとして加入した川

崎汽船、MPA の協力の下、アンモニアのサプライチェーンの詳細検討およびライフサイクルア

セスメント、船舶向けアンモニア燃料供給の安全性評価、オペレーション・ガイドラインの策

定に向けた活動を行います。 

 

本コンソーシアムは引き続き海事関係者やシンガポール関係省庁と協力し、国際海運の重要

拠点の一つであるシンガポールにおいて、世界に先駆けたアンモニア燃料供給の実現を通じ、

海運業界の脱炭素化への貢献を目指します。 
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<参考情報> 

■各社役割 

 

■共同調査結果（2021年 4月~2022年 3月） 

（添付参照）NH3 Bunkering in Singapore Joint Feasibility Study Summary of Phase1 

 

■アンモニア燃料供給船のイメージ 
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■覚書締結式（4月 6日実施） 

 

 

■各社コメント 

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, CEO: Bo Cerup-Simonsen 

2050年までに海運業界の脱炭素化を実現するには、官民の緊密な連携が不可欠です。港湾及び

船上でのアンモニアの取り扱いには、運用面、安全面、環境面、規制面の問題を並行して解決

せねばならず複数の関係者間の協力が不可欠です。今回の MPA の参画により、アンモニア燃料

供給網構築のためのガイドライン・安全基準の策定に向けた体制が整いました。 

 

Fleet Management Limited, Managing Director: Kishore Rajvanshy 

1 年間にわたる本コンソーシアムメンバー各社との共同検討は素晴らしいものでした。アンモ

ニア燃料供給船の設計や船舶向けアンモニア燃料の実現に向けた環境整備など、アンモニア燃

料供給事業の実現に焦点を当てた次のフェーズに心から期待しています。 

 

ABS, Vice President of Global Sustainability: Georgios Plevrakis 

アンモニアは、脱炭素を目指す海運業界のソリューションとして、大きな可能性を秘めた燃料

です。この画期的なプロジェクトにおいて、ABS は業界をリードする知見をもってアンモニア

燃料の導入をサポートできることを誇りに思います。 

 

川崎汽船株式会社、代表取締役社長: 明珍幸一 

世界有数の燃料供給拠点であるシンガポールで、この革新的なプロジェクトに参加し、国際海

運の脱炭素化に向けた共通課題に対処する重要な役割を担えることを誇りに思います。本コン

ソーシアムにおいて、MPA や海運業界のリーダーたちと協力することで、国際海運にネットゼ

ロ燃料を供給するというシンガポールの目標達成に貢献できると考えています。 

アンモニアバンカリング船の AiP 取得は、国際海運の脱炭素化に向けた道のりにおいて重要な

マイルストーンとなるものと考えます。 
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住友商事株式会社、エネルギー本部長: 遠藤宏治 

当社はアンモニアが将来の脱炭素社会を実現する重要な燃料になると考え、志を同じくするパ

ートナーと過去一年に渡る協力関係のもと、船舶向けアンモニア燃料のサプライチェーン構築

に向けた研究を続けてきました。今般アンモニアバンカリング船の設計に関する基本承認を取

得し、第一歩を踏み出すことができました。MPAや川崎汽船のパートナー参画により、シンガポ

ール港におけるアンモニア燃料供給事業化をより強力に推進できることを確信しています。 

 

Keppel Offshore & Marine, CEO: Chris Ong 

MPA 及びコンソーシアムメンバー企業各社と協力し、海運産業の脱炭素化を推し進めていける

ことを嬉しく思います。Keppel O&M は、独自のエンジニアリング、造船、LNG 燃料供給に関す

る知見を活用し、エネルギー転換に貢献する設備の設計、建造、運用の役割を担えます。これ

により、アンモニア燃料供給船やアンモニア燃料船など、よりクリーンな船舶燃料への転換を

支援し、所謂グリーンインフラの開発をリードしていきます。 
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On 8 Mar 2021, SABRE partners entered into an MOU to conduct a year long feasibility

study to assess the technical, commercial and regulatory viability in establishing an end-to-

end supply chain to enableAmmonia Ship-to-Ship (“StS”) bunkering in Singapore (“Study”).

With the preliminary target to commence Ammonia bunker operation within 2020s, the

scope of Study includes identifying potential sources of Ammonia, engaging local authorities

to understand the current standing and plan for regulatory establishment, the infrastructure

that needs to be put in place, as well as the availability of technology to enable Ammonia

bunkering in Singapore.

The Study assumed the development of Ammonia bunkering in two (2) stages, i.e. Pilot

stage (“Pilot”) before scaling up to Commercial stage (“Commercial”), based on a set of

Ammonia bunker demand projections.

The 

SABRE

project

SABRE Partners
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Phase 1 Report - Executive Summary

In recent years, it has been reported that 

International shipping accounting for 90% of global 

trade and contributing to approximately 3% of global 

greenhouse gas (“GHG”) emissions. With the 

International Maritime Organization (“IMO”) 

targeting 50% reduction in GHG emission by 2050, 

as compared to 2008 emission level, green and 

blue ammonia (“Ammonia”) have been considered 

by the maritime industry as one of potential 

alternative marine fuels to decarbonize the maritime 

trades due to reasons being a) ammonia is an 

existing industrial commodity, has been stored and 

transferred globally; b) various potentialAmmonia  

production sites under development globally; c) 

scalable for other potential downstream uses, e.g. 

power generation and hydrogen-carrier.

Production

While there are various global Ammonia production

projects under planning, none has yet achieved FID

at the time of reporting.

The largest capacities of green and blue ammonia 

production facilities under planning are reported to 

be up to 2 gigatons annum (“GTPA”) in Australia  

and 5 GTPA in Russia respectively.

Indicative price of Ammonia was obtained from 

preliminary discussion with potential suppliers as 

part of the Study. While cost of green ammonia is 

likely to be CAPEX driven, a significant part of 

blue ammonia cost is likely to be pegged to grey 

ammonia pricing. Further, life cycle assessment 

analysis (“LCA”) of selectedAmmonia supplier  

has been conducted and preliminary findings 

show that the Well-to-Wake GHG emission of 

selected projects is expected to be lower than that 

of LNG and LSFO by up to 99%.

Subject to location of Ammonia source and size of 

carrier to transport from source to Singapore, we 

could estimate transport cost.

Storage

To date, there is only one existing ammonia 

storage tank in Singapore (Jurong Island) meant 

for specialty chemical and other specific 

downstream applications. Various storage 

terminal operators with operations in Jurong 

Island have been engaged. Undeveloped lands in 

Singapore may be potential sites for Ammonia 

storage, but subject to various factors, e.g.

Qualitative Risk Assessment, land allocation, etc. 

Subject to Ammonia carrier capacities and 

operation storage buffer requirements, various 

storage configurations were considered.

Onboard safety

The parties have studied ideal size of Ammonia 

bunker vessel (“ABV”) for Singapore bunker 

operation. Preliminary requirements of the ABV 

has been discussed as part of the Study and 

hazard identification (“HAZID”) workshop has 

been conducted, with the objective to achieve 

Approval-in-Principle for the ABV.

In terms of safety standards and regulations on 

Ammonia bunkering, beside timely engaging with 

Maritime and Port Authority of Singapore (“MPA”), 

Global Centre for Maritime Decarbonization 

(“GCMD”) has embarked on a study to address 

technical, procedural and regulatory guidelines for 

ammonia transfer and bunkering, which is 

expected to be complemented with pilot trial. The 

parties are hopeful that such initiatives by the 

local authorities expedite the enabling of 

Ammonia bunker supply chain.

Key findings and takeaways

- Well-to-Wake GHG emission of selected Ammonia

production projects is expected to be lower than

that of LNG and LSFO by up to 99%.

- Various storage terminal operators with operations

in Jurong Island have been engaged.


