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IMO MEPC 70 審議速報 
 

2016年 10月 24日～10月 28日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、第 70回海

洋環境保護委員会（MEPC 70）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. バラスト水管理条約関連 

船舶によるバラスト水の移送に起因する海洋生態

系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が

2004 年に採択されました。同条約では、船舶に対して

沖合でのバラスト水交換を実施するか、排出基準を満

足する処理装置を使用することが要求されています。 
同条約は、フィンランドの批准により本年9月8日に

発効要件を満たしたため、2017 年 9 月 8 日に発効い

たします。 

1.1 条約の批准国 

MEPC 69（2016 年 4 月）以降、セントルシア、ペル

ー、フィンランド及びパナマが批准したため、同条約の

批准国数は 53ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は

53.28%になりました（2016 年 10 月末現在）。 

1.2 バラスト水処理装置の搭載時期見直し 

2013 年に開催された第 28 回 IMO 総会において、

バラスト水処理装置の現存船に対する搭載義務期限

を、条約発効後に行われる最初の IOPP 更新検査ま

で延長することを認める総会決議 A.1088(28)が採択

されました。前回の MEPC 69 でこの内容を反映した

バラスト水管理条約 B-3 規則の改正案が承認され、

条約発効後の2018年春に開催されるMEPC 72で採

択される予定です。 
今回の会合で、インドとリベリアは、修繕ドックの容

量不足等を鑑み、現存船への搭載義務期限を前述の

改正案よりも更に延長することを提案しました。審議の

結果、前述の改正案通りの搭載義務期限を維持すべ

きとの意見と、IOPP 更新検査以降の適切な時期まで

更なる延長が必要との意見に分かれました。このため、

前回会合の結論である前述の改正案の内容を維持す

る一方、インドとリベリアの提案を基に関係国が提示し

た代替案も含めて、次回 MEPC 71 で更なる審議を行

うことが合意されました。議長声明として、次回会合前

に検討を行い、双方が合意できる妥協案が示されるこ

とを期待することが告げられました。 

1.3 バラスト水処理装置承認のための G8 ガイド
ラインの改正 

現行の G8 ガイドラインに従って型式承認されたバ

ラスト水処理装置について、使用環境によっては処理

水の中に基準値以上の生物濃度が検出される懸念が

指摘されてきました。このため、2014 年に行われた

MEPC 66 より、試験条件強化のために G8 ガイドライ

ンの見直しが行われてきました。 
今回の会合で審議の結果、同ガイドラインの改正が

承認されました。今回承認された「改正 G8 ガイドライ

ン」の主な変更点は以下の通りです。 
 同一型式の装置の中で最大処理容量の装置を

使用した船上試験の実施 
 処理装置の運転条件に影響のある設計仕様制

限の明確化 
 陸上・船上試験期間中における処理装置の仕

様変更の禁止 
 海水・汽水・淡水のすべての塩分濃度での陸

上試験。試験水の塩分濃度区分の変更 

1.4 改正 G8 ガイドラインの適用日 

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、改正G8ガイドラインに従って型式承

認を取得した装置とする必要があります。 
現行の G8 ガイドラインに従って型式承認を取得し
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たバラスト水処理装置の船舶への搭載は、2020年10
月 27日まで認められます。なお、2020年 10月 27日

以前に搭載されたバラスト水処理装置を継続して使用

する限り、改正 G8 ガイドラインに従って型式承認され

た装置への換装が要求されることはありません。 

1.5 バラスト水処理装置の承認 

バラスト水処理装置は、G8 ガイドラインに従って主

管庁による型式承認を取得する必要があります。また、

同装置に有害水生生物や病原菌を殺傷・減菌するた

めの「活性物質」が使用される場合は、主管庁による

型式承認に先立ち、IMO による活性物質単体の承認

（基本承認）、及び処理装置としての総合的な承認（最

終承認）が必要となります。 
今回の会合では、活性物質を用いたバラスト水処理

装置について、1 件の基本承認及び 1 件の最終承認

が与えられました。 
現行 G8 ガイドラインに従って主管庁による型式承

認を取得し、実際に船舶に搭載可能な装置の数は、

活性物質を用いない装置も含め、69件であることが報

告されました。承認された装置のリストは、IMO のウェ

ブサイトで公開されています。 
(http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastW
aterManagement/Pages/BWMTechnologies.aspx) 
1.6 不適合事態に対する緊急対策 

MEPC 68において、同条約の実施に向けた懸念事

項に対処できるよう工程表（ロードマップ）が作成され

ました。同ロードマップには、排出基準に適合できない

事態に対処するための緊急措置に関する手順を規定

したガイドラインを作成することが含まれていました。 
今回の会合では、同ガイドライン作成のための概略

案が策定されました。同ガイドラインは次回 MEPC 71
で最終化される予定です。 
 

2. 温室効果ガス（GHG）関連  

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。 

2.1 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、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。2014 年に行われた MEPC 67 に

おいて、日本をコーディネータとする通信部会が設置

され、今回の会合でその最終報告が提出されました。 
審議の結果、ro-ro 貨物船と ro-ro 旅客船以外の船

種については、フェーズ 2 の削減率等を維持すること

が合意されました。また、フェーズ 3 の早期実施やフェ

ーズ 4 導入の可能性を検討するために、フェーズ 3 に

対するレビューを可能な限り早い時期に開始すること

も合意されました。一方、フェーズ 2 を達成することが

難しいと指摘されている ro-ro貨物船と ro-ro旅客船に

ついては、更なる検討と具体的な提案を行うよう関心

国に要請し、次回会合で審議を行うことが合意されま

した。 
なお、次回の EEDI レビューのための EEDI データ

ベースに関して、三項目（革新技術の概要、主要目、

参照船速 Vref と主機出力 PME）を新たに追加すること

が合意されました。 

2.2 最低推進出力ガイドライン 

EEDI 規制を満足するために搭載するエンジンの出

力を必要以上に小さくすることを防止するため、最低

推進出力ガイドラインが策定されました。同ガイドライ

ンでは、レベル1及びレベル2の評価手法が規定され

ており、2015 年に開催された MEPC 68 において、レ

ベル 1 の要件を強化する最低推進出力ガイドラインの

一部改正が採択されました。レベル2の評価手法につ

いては、欧州と日本で実施されている研究開発プロジ

ェクトの成果が報告される 2016 年後半以降に、当該

要件を見直すことが合意されています。 
今回の会合では、日本と関係国より、SHOPERA

（欧州）と JASNAOE（日本）で実施された研究開発プ

ロジェクトの成果に基づいて開発された改正ガイドライ

ン案の概要が紹介されました。次回 MEPC 71 で改正

ガイドライン案に対する審議が行われる予定です。 

2.3 EEDI 計算ガイドラインの改正 

2014 年に開催された MEPC 67 において、二元燃

料機関を搭載した船舶の EEDI を計算するために、

EEDI 計算ガイドラインが改正されました。一方、同ガ

イドラインでは、ガス燃料を主燃料とする船舶の EEDI
計算方法が規定されているものの、ガス燃料を主燃料

としない船舶に対する規定がないことから、中国より

EEDI 計算方法の改正が提案されました。 
審議の結果、ガス燃料を主燃料としない船舶にお

いても、ガス燃料使用による効果を EEDI に反映する

ことが合意されました。 
また、木材チップ運搬船は、EEDI 規制上、ばら積

貨物船に分類されますが、比重が小さな木材チップを

http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/BWMTechnologies.aspx
http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Pages/BWMTechnologies.aspx
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運ぶため、EEDI値が一般的なばら積貨物船に比べて

不利な値となります。このため、日本より EEDI の計算

式に修正係数を導入することを提案しました。 
審議の結果、日本の提案通り、EEDI の計算式に

載貨重量と貨物倉容積の比率に基づく修正係数を導

入することが合意されました。 

2.4 燃料消費実績報告制度 

2013年5月に行われたMEPC 65において、国際

海運からの更なる GHG 排出削減策として、現存船を

含めた船舶に対し、燃料消費量等データの収集、報

告及び認証を課す燃料消費実績報告制度（Data 
Collection System）を検討することが合意されました。

同制度について、2014 年 4 月に行われた MEPC 66
から本格的な審議が開始されました。 
前回の MEPC 69では、実貨物量データの代わりに

載貨重量トン数（DWT）を使用し、船舶からの報告デ

ータを年間燃料消費量、年間航海距離及び年間稼働

時間とすることが合意されました。この結果、燃料消費

実績報告制度を義務要件とする MARPOL 条約 附属

書 VI の改正案が承認されました。 
今回の会合では、以下の項目について審議が行わ

れました。 
 MARPOL 条約 附属書 VI 改正案 
 船舶エネルギー効率管理計画書（SEEMP）に

データ収集方法を追加する SEEMP ガイドライ

ンの改正案 
 データ検証ガイドライン案 
 データ管理ガイドライン案 
審議の結果、MARPOL 条約 附属書 VI の改正、及

び SEEMP ガイドラインの改正が採択されました。デ

ータ検証ガイドライン案及びデータ管理ガイドライン案

は、日本をコーディネータとする通信部会を設置して、

引き続き検討することが合意されました。 

2.5 船舶からの GHG 排出削減目標の設定 

MEPC 69 において、国際海運からの GHG 排出削

減目標の設定、若しくは同目標の設定に向けた検討

スケジュールを策定することが提案され、MEPC 70に

おいて引き続き検討することとなりました。 
今回の会合では、燃料消費実績報告制度の施工に

関する 3 ステップアプローチ（データ収集、データ分析、

意思決定）に基づき、国際海運からの GHG 削減に関

する IMO 戦略策定に向けた作業計画（ロードマップ）

が承認されました。ロードマップの主な内容は以下の

通りです。 
 
 

MEPC 72 
2018 年春 

GHG 排出削減のための IMO 戦略計

画を採択 
2019 年 
1 月 

燃料消費実績報告制度による燃料消

費量データの収集開始（フェーズ 1） 
MEPC 76 
2020 年秋 

燃料消費量データの分析開始 
（フェーズ 2） 

MEPC 78 
2022 年春 

GHG 排出削減のための意思決定 
（フェーズ 3） 

MEPC 80 
2023 年春 

GHG 排出削減のための IMO 戦略計

画の見直し 
 

次回 MEPC 71 の前週に中間会合を開催して、

GHG 排出削減目標と IMO 戦略計画の指針、排出シ

ナリオ、排出削減時期等の検討を行うことが合意され

ました。 
 

3． 大気汚染関連 
3.1 燃料油の硫黄分規制 

MARPOL 条約 附属書 VI 第 14.8 規則において、

一般海域で使用する燃料油の硫黄分濃度を 0.5%に

強化する前に、低硫黄燃料油が十分に供給可能であ

ることをレビューすることが規定されています。同レビ

ューの結果により、規制強化の開始時期を 2020 年、

若しくは 2025 年に決定することが規定されています。 
MEPC 68 でレビューを実施する運営委員会が設置

され、今回の会合では同委員会における検討結果の

報告が行われました。 
審議の結果、一般海域で使用する燃料油の硫黄分

濃度を、2020 年から 0.5%に強化することが合意され

ました。また、適切な規制実施を促進するために必要

な追加措置の策定を 2017 年 1 月開催の汚染防止・

対応小委員会（PPR4）で検討することになりました。 

3.2 NOx 排出規制海域の追加 

MARPOL 条約 附属書 VI 第 13 規則では、船舶に

搭載されているディーゼル機関からの窒素酸化物

（NOx）の排出量を規制しています。第 13.6 規則では、

NOx 三次規制が適用される排出規制海域として、北

米沿岸、及び米国カリブ海域が指定されています。 
今回の会合で、バルト海及び北海沿岸国は、これら

の海域を排出規制海域として新たに指定する提案を

行いました。 
審議の結果、バルト海及び北海を新たに NOx 排出

規制海域に指定することが承認されました。次回

MEPC 71において、MARPOL条約 第 13.6規則の

改正案を採択した後、2021 年 1 月 1 日以降に起工し
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当該海域を航行する船舶にNOx三次規制が適用され

る予定です。また、二元燃料機関を搭載する船舶が

NOx 排出規制海域内において改造・保守・修繕を行う

場合等に、NOx 三次規制からの一時的な適用除外を

認める規定も併せて承認されました。 

3.3 燃料油供給証明書の書式改正 

MARPOL 条約 附属書 VI 第 18規則では、船舶に

燃料を搭載する際、燃料油の供給者により発行された

燃料油供給証明書（Bunker Delivery Note）を備え付

けることが要求されています。 
今回の会合で、排ガス洗浄装置（スクラバ）を使用

する船舶に対応するための同証明書の書式改正が承

認されました。次回の MEPC 71 で採択される予定で

す。 

3.4 NOx テクニカルコードの統一解釈 

選択触媒還元脱硝装置（ Selective Catalytic 
Reduction, SCR）と共に搭載されるエンジンに対する

NOx認証を統一的に行うために、NOxテクニカルコー

ドの統一解釈が承認されました。 

3.5 燃料油サンプリングに関するガイドライン 

寄港国検査、若しくは旗国検査において、船上に搭

載された燃料油の硫黄分濃度を確認するための燃料

油サンプリングを行う場合があります。このサンプリン

グを行う場合の指針として、燃料油サンプリングに関

するガイドラインが承認されました。 

4. 採択された強制要件 

今回の会合で採択された強制要件は以下の通りで

す。 

4.1 IOPP 証書の追補 Form B の改正 

クリーンバラストタンク（CBT）の要件が適用されるタ

ンカーのフェーズアウトに伴い、IOPP 証書の追補

From B の記載項目を変更するための証書書式の改

正が採択されました。 

発効日：2018 年 3 月 1 日 

4.2 固体ばら積貨物に対する HME 宣言の義務化 

MARPOL条約 附属書V 第4規則では、海洋環境

に有害な物質（Harmful to Marine Environment, HME）
の海洋への排出が禁止されています。穀類を除く固体

ばら積貨物について、HME含有の有無を分析し、荷送

人がその分析結果を宣言することを義務化する

MARPOL条約 附属書Vの改正が採択されました。 

発効日：2018 年 3 月 1 日 

4.3 燃料消費実績報告制度の義務化 

燃料消費実績報告制度を義務化するための

MARPOL 条約 附属書 VI の改正が採択されました

（2.4 項参照）。 

発効日：2018 年 3 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。 
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