
 
 

 
 

 

 

IMO MEPC 72 審議速報 
 

2018 年 4 月 9 日～4 月 13 日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、第 72 回海洋

環境保護委員会（MEPC 72）の審議概要をお知らせします。 

本速報は、本会の出席者からの非公式な情報及び議場で配布された Working Paper をもとに、速報

性を重視して作成しておりますことをご了承願います。

 
 
1. 温室効果ガス（GHG） 

国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出の抑制

対策は IMO で検討が進められており、現在までにエ

ネルギー効率設計指標（EEDI）及びエネルギー効率

管理計画（SEEMP）による規制が導入されています。

また、2016 年 10 月に開催された MEPC 70 では、燃

料消費実績報告制度（DCS）を導入するための

MARPOL 条約 附属書 VI の改正が採択されました。 

1.1 船舶からの GHG 排出削減目標の設定 

2015 年に採択されたパリ協定では、世界の気温上

昇を産業化以前から 2 度以内に抑えるという GHG の

排出削減目標が世界的に共有されました。これを受け、

国際海運においても GHG 排出削減目標の設定が課

題となっています。 
MEPC 70 では、国際海運からの GHG 排出削減の

ための作業計画（ロードマップ）が作成され、MEPC 
72 までに IMO 戦略計画を策定することが合意されま

した。 
前回の MEPC 71 及び中間会合から引き続き IMO

戦略計画に記載する内容について審議を行った結果、

今回の会合で下記の内容を盛り込んだ IMO 戦略計画

が採択されました。なお、採択された戦略計画を実施

する為のフォローアッププログラムを検討する中間会

合を、次回 MEPC73 に先立ち今年 9 月に開催するこ

とが合意されています。 
 

 
 
 
 
 
 

 

ビジョン 
今世紀中のできる限り早い時期に国際

海運からの GHG ゼロ排出を目指す 

効率目標 
2008 年比で、2030 年までに燃費効率を

少なくとも 40％改善し、2050 年までに

70%改善するために努力する 

排出目標 
2008 年比で、2050 年までに海運業界か

らの GHG 排出量を半減し、GHG ゼロ排

出とするために努力する 

GHG 
削減手段 

・ 船舶の燃費効率の向上促進 

・ 運航形態見直しによる運航効率の 

 改善促進 

・ 経済的メカニズムの導入 

・ 低炭素代替燃料の導入促進 等 

1.2  EEDI 規制に関する技術開発状況レビュー 

MARPOL 条約 附属書 VI 第 21.6 規則では、フェー

ズ 1 の開始時点及びフェーズ 2 の中間点において、

EEDI の改善に寄与する技術の開発動向をレビューし、

要すればフェーズの開始時期、関連船種のリファレン

スライン算定パラメータ及び削減率を見直すことが規

定されています。前回の MEPC 71 では、フェーズ 3
の早期実施やフェーズ 4 の必要性を検討するために、

日本をコーディネータとする通信部会が設置され、通

信部会は MEPC 72 に進捗報告書を、MEPC 73 に暫

定報告書を、MEPC 74 に 終報告書を提出すること

が合意されています。 
今回の会合では、通信部会から進捗状況が報告さ

れ、1A-Super を超える Ice Class 船の適用除外や大

型のバルカーやタンカーの規制緩和について、通信

部会で検討することが合意されました。次回の MEPC 
73 では、フェーズ 3 の削減率等の検討結果（暫定）が

報告される予定となっています。 
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1.3 燃料消費実績報告制度(DCS) 

燃料消費実績報告制度を導入するための MARPOL
条約 附属書 VI の改正が今年 3 月に発効し、2019 年 1
月より燃料消費量等に関するデータ収集が義務付けら

れます。また、データ収集に先立ち、本年中にデータ収

集・報告手順書（DCP: Data Collection Plan）を

SEEMP パート 2 として作成し、旗国主管庁若しくは船

級の確認を受ける必要があります。 
今回の会合では、MARPOL 条約 附属書 VI 第

5.4.5 規則に基づき SEEMP パート 2 の審査の証明と

して発行される確認書のサンプル書式を定める

MEPC サーキュラーが承認されました。 
また、現時点で SEEMP パート 2 の提出が極めて低

い状況にあることに鑑み、本年末に提出が集中すると

円滑なデータ収集の開始に支障をきたす懸念が共有

され、本 MEPC サーキュラーに、本年 9 月 1 日までに

SEEMP パート 2 の早期提出を要請する内容が加えら

れました。 

2. 大気汚染関連 - 燃料油の硫黄分濃度規制 

MEPC 70 において、一般海域で使用する燃料油の

硫黄分濃度の規制値を、2020 年 1 月 1 日から 0.5%
に強化することが合意されました。 

今回の会合では、排ガス洗浄装置（スクラバ）搭載

船を除いた船舶において、硫黄分濃度 0.5%を上回る

燃料油を使用する目的で船上に搭載することを禁止

する MARPOL 条約 附属書 VI 第 14 規則、及び

IAPP 証書の追補様式の改正案が承認されました。次

回の MEPC 73 で採択が行われます。 

3.  バラスト水管理条約関連 

船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪

影響を防止するためのバラスト水管理条約は、2017
年 9 月 8 日に発効しました。同条約では、船舶に対し

て沖合におけるバラスト水交換（D-1 規則）を実施する

か、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装

置の使用（D-2 規則）が要求されます。 

3.1 バラスト水処理装置の承認基準 

バラスト水処理装置の承認基準を強化するための

改正G8ガイドラインが、MEPC 70で採択されました。 
今回の会合では、改正 G8 ガイドラインを BWMS コ

ードとして採択すると共に、バラスト水処理装置の承

認過程に関するガイダンス (BWM.2/Circ.28 及び

BWM.2/Circ.43)、及びスケーリングに関するガイダン

ス(BWM.2/Circ.33)の改正が承認されました。 
2020 年 10 月 28 日以降に船舶に搭載されるバラス

ト水処理装置は、BWMS コードに基づいた承認が必

要となります。 

3.2 バラスト水処理装置の性能確認 

昨年開催された IMO 第 30 回総会（Assembly 30）

にて、バラスト水管理条約で要求される検査項目を規

定する HSSC 検査ガイドラインの改正が採択されまし

た。この改正では、バラスト水管理条約の初回検査に

おいて、バラスト水処理装置の性能確認の為に、バラ

スト水のサンプリング分析を行うことが規定されていま

す。 
今回の会合では、この規定について、根拠となる条

約要件が存在せず、確認方法も不明確である旨の指

摘がありました。 
審議の結果、バラスト水処理装置を搭載した際には

性能確認の為にバラスト水のサンプリング分析を行う

べきとの意見が大勢を占め、関係国に対し確認手順を

規定するガイダンスの作成を要請することになりまし

た。 

3.3 条約導入期の経験蓄積期間(EBP) 

MEPC 68 では、条約発効後の導入期に、条約運用

に関する課題を情報収集し、課題の解消を図るため

の経験蓄積期間を設けることが合意されました。 
今回の会合では、同期間中の作業手順や作業時期

を示す BWM サーキュラーが承認されました。計画で

は、条約発効から 5 年後に条約要件の見直しが行わ

れます。 
2017 年  ： 同条約の発効 
2020 年  ： 情報収集の完了 
2022 年前半 ： 情報分析の完了 
2022 年後半 ： 条約改正の要否検討 

4. シップリサイクル条約 

船舶の安全かつ環境上適正な解撤を目的として、シ

ップリサイクル条約が 2009 年に採択されました。同条

約では、船舶に対して有害物質一覧表（インベントリ）

を作成・保持すること、及び条約に適合している解撤

ヤードにおける船舶の解撤等が要求されています。同

条約は、15 カ国以上の批准、批准国の船腹量合計が

世界船腹量の 40%以上、かつ批准国の直近 10 年に

おける 大の年間解体船腹量の合計が批准国の合

計船腹量の 3%以上となった後、24 ヶ月後に発効する

こととなっています。 
今回の会合では、日本より同条約の締結に向けた

準備状況を説明した上で、各国に同条約の早期締結

を呼びかけると共に、主要解撤国であるインドと共同

で実施している同国のリサイクル設備近代化プロジェ

クトの状況が報告されました。また、MEPC 72 の会期

中にトルコが同条約を近日中に批准する旨表明しまし

た。これにより同条約の批准国はベルギー、コンゴ、

デンマーク、フランス、ノルウェー、パナマ、そしてトル



 
 

コの 7 ヶ国となります。 

5. 今後の検討課題 

5.1. 船体付着生物管理ガイドライン 

2011 年に開催された MEPC 62 では、船舶に付着

した生物による海洋生態系への悪影響を防止する目

的で、非強制である船体付着生物の管理ガイドライン

(resolution MEPC.207(62))を策定しました。 
今回の会合では、同ガイドラインを有効に活用する

ために、改正を視野に入れたレビューを実施すべきと

の提案がありました。 
審議の結果、PPR小委員会にて同ガイドラインの実

施状況や実効性について検討することが合意されまし

た。 

5.2. 海洋プラスチック廃棄物 

近年問題となっているプラスチックごみの海洋投棄

については、2013 年に発効した MARPOL 条約 附属

書 V の改正により、全ての船舶からのプラスチックご

みの排出が禁止されています。しかしながら、国連の

調査によれば、未だ船舶に由来するプラスチックごみ

の排出が継続していることが報告されています。 
今会合で審議の結果、船舶から排出される海洋プラ

スチックごみの影響評価、及び MARPOL 条約の強化

について、PPR 小委員会で検討を行うことが合意され

ました。 

5.3. 北極海における重質油の輸送規制 

MAPROL 条約 附属書 I 第 43 規則では南極海域

における重質油のばら積み貨物及び燃料油としての

輸送を禁止しています。これまでの会合において、南

極海と同様に油流出事故による生態系や環境への悪

影響が懸念されており、今後海運が活発化することが

見込まれる北極海域について検討を行うことが合意さ

れています。 
今回の会合では、重質燃料油の定義、北極海域に

おける重質油の使用と運搬に係るリスク低減策に関

するガイドラインの策定、重質油保持禁止に伴う影響

評価などを含むPPR小委員会の作業計画が承認され

ました。また、影響評価の具体的な方法について、関

心国に対し次回MEPC 73に提案するよう要請されま

した。 

6. 採択された強制要件 

今回の会合で採択された主な強制要件は以下の通

りです。 

6.1 BWMS コードの採り入れ 

BWMS コードの採択に伴い、バラスト水管理条約

A-1 規則、及び D-3 規則の改正が採択されました（3.1
項参照）。 

発効日：2019 年 10 月 13 日 

6.2 EEDI リファレンスラインの緩和 

EEDI のフェーズ 2 を達成することが難しいと指摘さ

れていた、ro-ro 貨物船と ro-ro 旅客船について、リファ

レンスラインを 20%引き上げて EEDI の要件を緩和す

るための MARPOL 条約 附属書 VI の改正が採択さ

れました。新リファレンスラインはフェーズ 2 以降の

ro-ro 船に適用されます。 

発効日：2019 年 9 月 1 日

*** 

日本海事協会 国際部は、国際動向等に関する情報を、皆様に迅速にお伝えしていきます。 

 

 

 

 
 
 
 
1. Disclaimer  

ClassNK does not provide any warranty or assurance in respect of this document. 
ClassNK assumes no responsibility and shall not be liable for any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information in 
this document.  

2. Copyright 
Unless otherwise stated, the copyright and all other intellectual property rights of the contents in this document are vested in and shall remain vested 
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