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付属文書 9 

 
決議 MEPC.213(63) 

 
採択日: 2012 年 3 月 2 日 

 
2012 年船舶エネルギー効率管理計画（SEEMP） 

の策定に関するガイドライン  
（日本語仮訳） 

 
 
 海洋環境保護委員会は、 
 
 海洋汚染の防止及び規制のための国際条約により与えられた海洋環境保護委員会（委員

会）の機能に係る国際海事機関条約第 38 条(a)を想起し、 
 
 さらに第 62 回委員会において、「1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関

する 1978 年の議定書によって修正された同条約を改正する 1997 年の議定書」の附属書改正

（MARPOL 条約附属書 VI の船舶のエネルギー効率に関する規則を含む）を決議

MEPC.213(63)により採択したことも想起し、 
 
 第 62 回委員会において採択された船舶のエネルギー効率に関する規則について新たに第 4
章として追加する MARPOL 条約附属書 VIの改正が、2012 年 7月 1日に承認されたことによ

り 2013 年 1 月 1 日に発効する見通しであることに銘記し、 
 
 さらに、改正後の MARPOL 条約附属書 VI の第 22 規則が、各船舶に対して国際海事機関

によって策定されたガイドラインを考慮して、個船毎に船舶エネルギー効率管理計画を船上

に保持することを義務付けることにも銘記し、 
 
 MARPOL 条約附属書 VI の改正に当たり、上記規則の円滑かつ統一的な実施のために関連

するガイドラインの採択及び業界に十分な準備期間を与えることが必要であることを認識し、 
 
 第 63 回委員会における、2012 年船舶エネルギー効率管理計画（SEEMP）の策定に関する

ガイドラインの草案を考慮して、 
 
1. 本決議の付属文書に記載された 2012 年船舶エネルギー効率管理計画（SEEMP）の

策定に関する作成ガイドラインを採択し、 
 
2. 主管庁に対して、改正後の MARPOL 条約附属書 VI の第 22 規則に記載された条項

に効力を与え、これを実施する国内法の策定および制定に際して添付されたガイドラインを

考慮に入れることを要請し、  
 
3. MARPOL 条約附属書 VI 締結国及びその他メンバー国政府に対して、船舶エネルギ

ー効率管理計画（SEEMP）に関する添付のガイドラインを、船長、船員、船主、船舶運航者

及びその他関係者に周知することを要請し、 
 
4. 本ガイドラインを、得られた経験に照らして継続的に見直すことに同意し、 
 
5. MEPC.1/Circ.683 によって回覧されたガイダンスを本日をもって無効とする。 
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1 序論 
 
1.1 本ガイドラインは、「1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する

1978 年の議定書」（MARPOL73/78 条約）（以下「条約」という）附属書 VI の第 22 規則で

要求される船舶エネルギー効率管理計画（以下「SEEMP」という）の作成を支援するために

策定された。 
 
1.2 SEEMP は、ある期間にわたって船舶及び船隊の効率性能をモニタリングするため

に実行可能な 1 つのアプローチを示すとともに、船舶性能の最適化を図るために考慮すべき

いくつかの選択肢を提供するものである。 
 
1.3 本ガイドラインは、主に船長、船舶運航者及び船主が SEEMP を作成するために使

用すべきものである。 
 
1.4 SEEMPのサンプル書式を付録に示す。 
 
2 定義 
 
2.1 本ガイドラインにおいては、条約の附属書 VIの定義が適用される。 
 
2.2 「会社」とは、船主または船主から船舶の運航の責任を引受けたその他の機関もし

くは個人（船舶管理者、裸用船者など）をいう。 
 
2.3 「安全管理システム」とは、国際安全管理コード第 1.1 項の定義により、会社の職

員が会社の安全及び環境保護に関する方針に従って効果的に実行できるように構築され、文

書化されたシステムをいう。 
 
3 一般 
 
3.1 グローバルな視点から見れば、多くの船舶運航者が運航効率の改善を実現すれば、

全世界の炭素排出量の削減のために多大な貢献をもたらすことになる。 
 
3.2 SEEMP の目的は、会社または船舶（もしくは両方）による運航時のエネルギー効

率の改善を可能にする仕組みを確立することである。同じ海運業者は二つと存在しないとい

う事実や、船舶は様々な条件で運航されるという事実に鑑み、個船毎の SEEMP は、船舶を

所有、運航または管理する会社のエネルギー管理方針と関連付けることが望ましい。 
 
3.3 多くの会社は ISO14001 に従った環境マネジメントシステム（EMS）を導入してお

り、その EMS には、管理/フィードバックする機能に加え、個船毎の最良の手法を選定する

手順や、関係するパラメーターを測定するための目標設定に関する手順が含まれている。従

って、運航中における環境効率のモニタリングは、より広範囲な会社全体のマネジメントシ

ステムに含まれる一つの重要な要素として扱うべきである。 
 
3.4 また、多くの会社は安全管理システムを既に策定し、それを実施し、維持している。

そのような場合、SEEMP は船舶の安全管理システムの一部を構成するものとして差し支え

ない。 
 
3.5 本書は、個々の会社及び船舶の特性やニーズに合わせて計画すべき SEEMP の策定

に関するガイダンスを提供する。SEEMP は、会社による船舶の継続的な環境性能の管理を
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支援するための管理ツールとすることを目的としているため、個々の会社では、船上におけ

る管理の負担を必要最小限にとどめて計画を実行できるような手順を策定することが望まし

い。 
 
3.6 SEEMP については、会社が個船毎に計画を策定すべきである。SEEMP は、「計
画」「実施」「モニタリング」「自己評価・改善」という 4 つの段階を通じて船舶のエネル

ギー効率の改善を追求するものである。これらの要素は、船舶のエネルギーの管理を向上さ

せるための継続的なサイクルにおいて極めて重要な役割を果たす。SEEMP の要素の中には、

サイクルが繰り返されるごとに必然的に変更されるものもあれば、変更されないものもある。 
 
3.7 いかなる場合であっても、安全上考慮しなければならない事項を最優先にすべきで

ある。船舶が従事する貿易の内容によって、検討される効率改善措置の実現可能性が左右さ

れることがある。例えば、作業船（パイプ敷設船、地震調査船、OSV、浚渫船など）は、通

常の貨物船とは異なるエネルギー効率改善方法を選択することができる。航海期間の長さも

貿易に応じて安全上考慮しなければならない事項と同様に、重要なパラメーターの一つとな

る場合がある。 
 
4 SEEMP の枠組及び構造 
 
4.1 計画 
 
4.1.1 計画段階は、船舶のエネルギー使用の現状と期待される船舶のエネルギー効率の改

善を最初に判定するという点において、SEEMP の最も重要な段階である。従って、最も適

切で、効果的かつ実現可能性が高い計画を策定できるように、計画段階に十分な時間を割く

ことが望ましい。 
 
船舶別の措置 
 
4.1.2 効率改善のために採用することのできる選択肢（例えば、速度の最適化、ウェザー

ルーティング、船体メンテナンス）が数多く存在するという事実や、船舶の効率改善のため

の措置の最良のパッケージは船種、貨物、航路及びその他の要因によって大きく異なるとい

う事実を考慮して、船舶のエネルギー効率を改善させるための個別の措置を最初に特定すべ

きである。これらの措置は、当該船舶のために取るべき対策の概要が把握できるように、実

施すべき措置のパッケージとしてリストにすべきである。 
 
4.1.3 従って、この過程では船舶のエネルギー使用の現状を判定して把握することが重要

である。次に、既に実施された省エネ措置を特定し、エネルギー効率の改善という点でそれ

らの措置がどの程度効果があったのかを判定する。また、船舶のエネルギー効率を更に改善

させるために採用できる措置を特定する。但し、必ずしも全ての措置が全ての船舶に適用で

きるとは限らないということや、同じ船舶であっても運航条件が異なれば全ての措置を適用

できるとは限らないということ、また、措置の中には相互排他的なものもあるということに

注意しなければならない。理想としては、最初に実施した措置がエネルギー（及びコスト）

削減を達成し、その後の SEEMP によって特定されたより難易度または費用の高い効率改善

措置に再投資されるのが望ましい。 
 
4.1.4 計画段階におけるこの作業を容易にするために、第 5 章「船舶の低燃費運航を実現

するためのベストプラクティスに関するガイダンス」を利用することができる。また、計画

の過程では、船上における管理負担を最小限にするために特別な配慮がなされるべきである。 
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会社別の措置 
4.1.5 船舶の運航中におけるエネルギー効率の改善は、個々の船舶の管理だけに依存する

とは限らない。むしろ、修繕造船所、船主、船舶運航者、用船者、荷主、港湾及び交通管理

機関を含む様々な関係者によって左右される可能性がある。例えば、5.5 項で説明するよう

に「ジャストインタイム」を行うためには、船舶運航者、港湾、交通管理機関の 3 者間にお

ける早い段階での適切なコミュニケーションが必要となる。これらの関係者間における調整

が良好であればあるほど、より大きな改善を期待することができる。ほとんどの場合、この

ような調整または総合的な管理をより適切に行うことができるのは船舶ではなく会社である。

このため、会社もその船隊を管理するためのエネルギー管理計画を策定し（準備していない

場合）、関係者間で必要な調整を行うことが望ましい。 
 
人材開発 
 
4.1.6 採用された改善措置を効果的に安定して実施するためには、陸上及び船上の人員の

認識を高め、これらの人員に対して必要な研修を実施することが重要である。このような人

材開発を行うことが推奨されるとともに、このような活動は実施段階の最も重要な要素であ

るばかりでなく、計画段階においても重要な要素とみなすべきである。 
 
目標の設定 
 
4.1.7 計画段階の最後の要素は目標の設定である。ここで強調すべきことは、目標の設定

は自発的なものであるということ、目標やその結果を公表する必要はないということ、また、

会社も船舶も外部機関による検査を受けることはないということである。目標設定の目的は、

関係者が意識するきっかけとしての役割を果たすこと、適正に実施するために適切なインセ

ンティブを創出すること、また、エネルギー効率改善に対する責任感を高めることである。

目標はどのような形態であっても構わない。例えば、年間燃料消費量やエネルギー効率運航

指標（EEOI）の具体的な目標値などが挙げられる。目標はどのようなものであれ、測定可

能で容易に理解できるものとすべきである。 
 
4.2 実施 
 
実施システムの確立 
 
4.2.1 実施すべき措置が会社及び船舶によって特定された後は、特定及び選択された措置

を実施するためのシステムを確立するために、エネルギー管理のための手順を策定し、役割

を決め、その役割を資格を有する者に割り当てることが重要である。従って、SEEMP には

個々の措置をどのように実施するかといった内容や、誰が責任者となるかを記載すべきであ

る。また、選択された措置の実施期間（開始日及び終了日）を記載すべきである。このよう

なシステムの構築は「計画」の一部とみなすこともできるため、計画段階で完了させても差

し支えない。 
 
実施および記録管理 
 
4.2.2 計画された措置は予め決められた実施システムに従って実行すべきである。個々の

措置の実施に関する記録は後の自己評価の段階で役立つので、これらの記録を管理するのが

望ましい。特定された措置の幾つかを何らかの理由により実施できない場合には、その理由

を内部で利用するために記録しておくべきである。 
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4.3 モニタリング 
 
モニタリングツール 
 
4.3.1 船舶のエネルギー効率は定量的にモニタリングすべきである。これは確立された方

法であって国際標準を用いて行うべきである。IMO によって開発された EEOI は、運航中の

船舶や船隊のエネルギー効率の定量的な指標を得るために国際的に確立されたツールの一つ

であり、モニタリングに使用することができる。従って、EEOI を主要なモニタリングツー

ルとみなすことができるが、EEOI以外についても定量的な測定に適している場合がある。 
 
4.3.2 EEOI を 使 用 す る 場 合 は 、 IMO に よ っ て 策 定 さ れ た ガ イ ド ラ イ ン

（MEPC.1/Circ.684）に従って、個々の船舶及び貿易の内容により必要に応じて調整の上、

EEOIを算出すべきである。 
 
4.3.3 船舶または会社にとって便利で有益な場合、EEOI に加えて、他の測定ツールを使

用することができる。他のモニタリングツールを使用する場合、そのツールのコンセプト及

びモニタリングの方法を計画段階において決定して差し支えない。 
 
モニタリングシステムの確立 
 
4.3.4 どのような測定ツールを使用する場合であっても、継続的で一貫性のあるデータ収

集がモニタリングの基本であるということに注意すべきである。有意義で一貫したモニタリ

ングを実施できるようにするために、データ収集の手順や責任者の割り当てを含むモニタリ

ングシステムを構築すべきである。このシステムの構築は、「計画」の一部とみなすことが

できるため、計画段階で完了させるべきである。 
 
4.3.5 船員の不必要な管理負担を避けるため、モニタリングは、オフィシャルログブック

やエンジニアリング・ログブック、油記録簿などの従来から要求されている記録から得られ

るデータを利用して、陸上の人員が行うべきであるということに注意すべきである。また、

必要に応じてその他のデータも入手することができる。 
 
捜索及び救助 
 
4.3.6 船舶が捜索活動及び救助活動を行うために計画された航路から外れた場合、その活

動中に得られたデータは船舶エネルギー効率のモニタリングには使用せず、別途記録するの

が望ましい。  
 
4.4 自己評価及び改善 
 
4.4.1 「自己評価・改善」はマネジメントサイクルの最終段階である。この段階では次の

第 1 段階、すなわち次の改善サイクルの計画段階のために意味のあるフィードバックを提示

すべきである。 
 
4.4.2 自己評価の目的は、計画された措置やその実施の効果を評価すること、どのような

種類の措置が効果的に機能する/しないのか、また、それらはどういう点で効果的に機能す

る/しないのか、そしてそれはなぜかといったような船舶の運航の全体的な特性に関する理

解を深めること、当該船舶の効率改善の傾向を理解すること及び次のサイクルのためにより

良い SEEMP を策定することである。 
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4.4.3 この過程のために、船舶のエネルギー管理の自己評価手順を策定すべきである。ま

た、自己評価はモニタリングを通じて収集されたデータを用いて定期的に実施すべきである。

さらに、管理計画の次の段階をより良いものにするために評価期間中に十分な時間を割いて

性能の因果関係を特定することが望ましい。 
 
5 船舶の低燃費運航を実現するためのベストプラクティスに関するガイダンス 
 
5.1 輸送系統全体の効率の追求は、船主/船舶運航者の責任の範囲内だけで行うことはで

きない。個々の航海の効率に関与すると思われる関係者は非常に多い。明らかな関係者とし

ては、船舶の特性に関しては設計者、造船所、エンジン製造者が挙げられ、個々の航海に関

しては用船者、港湾、船舶の運航を管理する機関などが挙げられる。関与する全ての関係者

が、個別または共同で効率改善のための措置を自身の業務に取り入れることを検討すべきで

ある。 
 
低燃費運航 
 
航海計画の改善 
 
5.2 最適航路と効率改善は、航海を慎重に計画し、実施することによって実現すること

ができる。綿密な航海計画の立案には時間を要するが、計画のための様々なソフトウェアツ

ールを利用することができる。 
 
5.3 「航海計画のためのガイドライン」に関する IMO 決議 A.893(21)（1999 年 11 月 25
日）には、船舶の乗組員及び航海計画者にとって重要なガイダンスが示されている。 
 
ウェザールーティング 
 
5.4 ウェザールーティングは、特定の航路において効率改善が得られる可能性が高い。

現在では、あらゆる船種及び数多くの貿易地域を対象として、ウェザールーティングが商業

的に提供されている。ウェザールーティングは非常に大きな省エネを実現し得るが、特定の

航海ではかえって燃料消費量が増えてしまうこともある。 
 
ジャストインタイム 
 
5.5 次の港との早期で良好なコミュニケーションは、港湾側の作業手順がこの取り組み

を支援する場合、停泊地が利用可能であるかどうかを十分に通知して、最適速度の利用を促

すためにも行うべきである。 
 
5.6 港湾作業の最適化は、港湾内の様々な荷役準備にかかわる手順の変更を必要とする

場合がある。港湾局は効率を最大限に高めるとともに遅延が最小となるよう努めるべきであ

る。 
 
速度の最適化 
 
5.7 速度の最適化は大きな省エネ効果をもたらす。但し、最適速度とはトンマイル当た

りの燃料使用量がその航海の最低レベルとなる速度のことであり、最低速度のことではない。

実際、最適速度より遅い速度で航海すれば、最適速度での航海よりも多くの燃料を消費する。

これについては、エンジン製造者から提供される出力/燃料消費曲線及び当該船舶のプロペ



MEPC 63/23 
Annex 9, page 8 
 
ラ曲線を参照すること。低速運航は、振動並びに燃焼室及び排気系の煤堆積量の増大などの

悪影響をもたらすことがあるため、これらの影響を考慮に入れるべきである。 
 
5.8 速度の最適化の手順の一環として、到着時刻に荷積み用/荷揚げ用の停泊地などが利

用できるように調整が必要となることを考慮しなければならない可能性がある。また、速度

の最適化を検討する際には、特定の航路に従事する船舶の隻数を考慮に入れなければならな

い場合がある。 
 
5.9 港または河口を出る際にエンジンの負荷を一定の限度内に維持しながら徐々に速度

を上げると、燃料消費量が削減できることがある。 
 
5.10 多くの用船契約では、船舶の運航者ではなく用船者によって船舶の速度が決定され

ている。用船契約の条件に合意する際には、エネルギー効率を最大にするために最適速度で

運航することを促進するよう努めるべきである。 
 
軸動力の最適化 
 
5.11 軸の回転数を一定にして運航すると、エンジンの出力によって常に速度調節を行う

よりも効率が良くなる場合がある（5.7 項参照）。自動エンジン管理システムを用いた速度

の制御は、人間の操作に頼るよりも有益な効果が得られる場合がある。 
 
操船の最適化  
 
最適トリム 
 
5.12 ほとんどの船舶は、指定された量の貨物を一定の速度及び一定の燃料消費量で運ぶ

ように設計されている。これはトリム条件の指定を意味する。トリムは船舶に貨物が積載さ

れているか否かにかかわらず、水による船舶の抵抗にかなり大きな影響を与えるため、トリ

ムの最適化は燃料削減に十分効果がある。任意の喫水に対し、抵抗が最小となるトリム条件

が存在する。船舶によっては、航海全体を通じて継続的に燃料効率の良い最適トリム条件を

算定することが可能である。設計または安全上の要因により、トリムの最適化を十分に活用

できないこともある。 
 
最適バラスト  
 
5.13 バラストは、最適なトリム及び操舵条件並びに適切な積荷計画によって得られる最

適なバラスト状態を満足する要件を考慮して調整すべきである。 
 
5.14  最適なバラスト状態を決定する際には、当該船舶の「バラスト水管理計画」に示さ

れた制限、条件及びバラスト管理に関する取り決めを遵守しなければならない。 
 
5.15 バラスト状態は操舵条件及びオートパイロットの設定に大きく影響するため、必ず

しもバラスト水の量を減らすことによって最高の効率が得られるとは限らないということを

認識しておく必要がある。 
 
最適プロペラ及びプロペラ流入に関する検討 
 
5.16 プロペラは通常、船舶の一生のうち、設計及び建造段階において選定されるが、プ

ロペラ設計の進歩により新しい設計のプロペラに換装することによって、更なる燃料の削減
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が可能となっている。プロペラの換装は確かに検討材料にはなるが、プロペラは推進システ

ムの一つの構成要素にすぎないため、プロペラのみを変更しても効率に全く影響しないこと

もあり、かえって燃料消費量が増えることもある。 
 
5.17 フィンやノズルなどの装置を用いてプロペラへの水の流入を改善することにより、

推進効率が改善し、燃料消費量が削減できることがある。 
 
舵及び針路の制御システム（オートパイロット）の最適使用 
 
5.18 自動の針路及び操舵制御システムに関する技術は、大きな進歩を遂げている。これ

らのシステムは船橋チームをより有効に活用するために開発されたものであるが、最近のオ

ートパイロットはそれよりもはるかに多くのことを達成することができる。統合された航行

及び命令システムは、航路を外れた航行距離を減らすことだけでかなりの燃料削減を達成す

ることができる。このシステムの原理は単純である。修正の頻度及び規模を小さくすること

により航路の制御を改善することで、舵の抵抗による損失が最小となる。より効率的なオー

トパイロットを既存の船舶に換装することも検討することができる。 
 
5.19 港湾及びパイロット乗船場所に接近する際には、舵が与えられた命令に素早く反応

しなければならないため、オートパイロットがいつでも効率的に使用できるとは限らない。

また、航海の一定の段階においては、オートパイロット機能をオフにしたり、慎重に調節す

ることが必要となる。すなわち、荒天時や港湾に接近するときなどである。 
 
5.20 改良された舵板（例えば“ツイストフロー”舵）への換装も検討することができる。 
 
船体メンテナンス 
 
5.21  入渠間隔は、運航者の継続的な船舶性能の評価と結びつけるべきである。船体抵抗

は、可能であればクリーニングの間隔と組み合わせ、新技術の塗装システムを使用すること

によって最適化することができる。船体の水中検査を定期的に行うことが望ましい。 
 
5.22  プロペラのクリーニングや研磨又は適切な塗装を施すことにより、燃料効率が大幅

に改善することがある。寄港国は、船舶が水中の船体をクリーニングすることにより効率を

維持する必要があることを認識し、それを促進すべきである。 
 
5.23 繰り返しのショットブラスト及び複数回の入渠における補修によって発生する船体

の凸凹の増大を防ぐために、水中の塗装システムを適当な時期に完全に除去し、取替えるこ

とを検討してもよい。 
 
5.24 一般に、船体が平滑なほど燃料効率は良くなる。 
 
推進システム 
 
5.25 舶用のディーゼルエンジンは熱効率が非常に高い（～50%）。この優れた性能を超

えるのは、平均の熱効率が 60%である燃料電池技術だけである。これは、熱及び機械損失を

系統的に最小化したことによる。特に、新しいタイプの電子制御エンジンは、効率の改善が

得られる可能性がある。しかしながら、これらの恩恵を最大限に引き出すためには、関係す

るスタッフに対して特別な研修を実施することを検討する必要があるかもしれない。 
 
推進システムのメンテナンス 
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5.26  会社の保守計画により、製造者の指示に従ったメンテナンスを実施することも効率

の維持につながる。エンジン状態を監視することは、高い効率を維持するための有効なツー

ルになり得る。 
 
5.27 エンジン効率を改善させるための追加措置として、次に示すような方法が挙げられ

る。 
 

燃料添加剤の使用 
シリンダ潤滑油の消費量の調整 
バルブの改善 
トルクの分析 
自動エンジン監視システム 

 
廃熱回収 
 
5.28 廃熱回収は、一部の船舶については現在市販されている技術である。廃熱回収シス

テムは、排ガスからの熱損失を発電または軸モータによる推進加勢に利用する。 
 
5.29 廃熱回収システムを既存の船舶に換装できないこともある。しかしながら当該シス

テムは、新造船には有力な選択肢となり得る。造船所は新技術を設計に取り入れることを推

奨すべきである。 
 
船隊管理の向上 
 
5.30 船隊規模の有効な活用は船隊計画の改善によって実現できることが多い。例えば、

船隊計画を改善することにより、長期間のバラスト航海を回避または削減できることがある。

従って、用船者による効率化促進の機会が存在する。これはジャストインタイムの到着の概

念と密接に関係している。 
 
5.31 効率、信頼性及びメンテナンスを重視してデータを社内で共有することは、会社に

おける船舶間でのベストプラクティスの促進に用いることができるため、積極的に奨励され

るべきである。 
 
荷役作業の改善 
 
5.32 ほとんどの場合、荷役は港湾の管理下にある。従って、船舶及び港湾の要求に合わ

せた最適な手法を検討すべきである。 
 
エネルギー管理 
 
5.33 船上の電力供給を見直すことによって、予期せぬ効率改善の効果が表れることがあ

る。ただし、電力供給（例えば照明装置）を停止したときに新たな危険性が生じないように

注意すべきである。断熱は明らかにエネルギーを節約するための手段の一つである。陸電に

関する後述のコメントも参照すること。 
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5.34 最適な場所に冷凍コンテナを収容することによって、コンプレッサユニットからの

熱伝達を減らせることがある。この場合、貨物タンクの加熱、換気等を適宜組み合わせても

よい。また、エネルギー消費量の少ない水冷式の冷凍設備の使用も検討することができる。 
 
燃料の種類 
 
5.35 新たな代替燃料の使用が CO2 削減のための手法として検討されることもあるが、当

該手法の適用については、その利用可能性によって決まることが多い。 
 
その他の措置 
 
5.36 燃料消費量の計算、排出の“足跡”の設定、航行の最適化、並びに改善目標の設定

及び進捗の追跡管理のためのコンピュータソフトウェアの開発を検討することができる。 
 
5.37 風力、太陽電池技術などの再生可能エネルギー技術は、近年、飛躍的に向上してき

ており、これらの技術を船上で利用することについて検討すべきである。 
 
5.38 港湾によっては、一部の船舶に陸上の電力を供給することができるが、これは通常、

港湾地域の大気環境の改善を目的としたものである。陸上の電源が炭素効率の高いものであ

れば正味の効率で改善が得られるかもしれない。陸上の電力が利用可能な場合は、船舶は陸

上の電力を利用することを検討するとよい。 
 
5.39 風力を利用した推進についても検討する価値があるかもしれない。 
 
5.40 所要の出力を供給するのに必要な燃料をできる限り少なくするために、品質改良さ

れた燃料を調達するための取り組みも考えられる。 
 
改善措置の両立性 
 
5.41 本書は既存の船隊を対象としたエネルギー効率改善のための様々な可能性を示して

いる。利用できる選択肢は数多く存在するが、これらは必ずしも追加的に機能するというわ

けではなく、航行区域及び貿易に依存することも頻繁にあり、これらの選択肢を最も効果的

に活用するためには様々な関係者の同意や支援が必要となるであろう。 
 
船舶の船齢と耐用年数 
 
5.42 本書で示している全ての措置は、石油価格の高騰により高い費用効果が得られる可

能性がある。これまで高価で手の届かなかった措置または商業的に魅力のないとされていた

措置が現在では実現可能となり、検討に値するようになっていることもある。これは明らか

に、船舶の残存耐用年数と燃料のコストによって大きく影響される。 
 
貿易地域及び航行区域 
 
5.43 本ガイダンスに掲げる措置の多くの実行可能性は、船舶の貿易地域及び航行区域に

よって左右される。前提ではないが、船舶の貿易地域は用船条件の変更により変わることが

ある。例えば、風力を利用して発生される動力源は短距離の輸送には適さない。なぜなら、

このような船舶は一般的に交通の輻輳する区域または制限された水路を航行するからである。

また、世界中でその海域毎に特有の条件があり、特定の航路及び貿易のために設計された船

舶が、それ以外の船舶と同じ措置またはそれらの措置を組み合わせたものを採用した場合で
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あっても同じ効果が得られないことがあるといった側面もある。また、一部の措置は航行区

域によってその効果が増減する可能性が高い。 
 
5.44 船舶が従事する貿易の内容も、検討される改善措置の実現可能性を左右することが

ある。例えば、作業船（パイプ敷設船、地震調査船、OSV、浚渫船など）は、通常の貨物船

とは異なるエネルギー効率改善手法を選択することができる。航海期間の長さも貿易別に安

全上考慮しなければならない事項と同様に、重要なパラメーターとなる。したがって、最も

効率的な措置の組み合わせは、それぞれの海運会社内においても船舶毎に特有なものになる

であろう。 
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付録 
 

船舶効率エネルギー管理計画（SEEMP）のサンプル書式 
 
船名:  GT(総トン数):  
船種:  Capacity:  
 

作成日:  
 作成者:  

 

実施期間: 自: 
至: 実施者:  

 
次回評価予定日:    
 
1 措置 
 
エネルギー効率改善措置 実施（開始日を含む） 責任者 

ウェザールーティング 

<例> 
[サービス提供者名]社のウェ

ザールーティングシステム

を使用するための契約を同

社との間で締結。2012年 7
月 1 日からトライアルにて

使用を開始。 

<例> 
船長が、[サービス提供者名]社に

よって提供された情報に基づいて

最適航路を選定する責任を負う。 
 

速度の最適化 

設計速度（85% MCR）は

19.0 kt であるが、2012年 7
月 1 日をもって、最大速度

を 17.0 kt に設定。 

船長が、船舶速度維持の責任を負

う。ログブックの内容を毎日確認

すべきである。 

   
   
   
 
 
2 モニタリング 
 

モニタリングツールの種類 
 
3 目標 
 

測定可能な目標 
 
4 評価 
 

評価の手順 
 
（報告書の付属文書 10～34 は、MEPC 63/23/Add.1 の文書に含まれている。） 
 
___________ 
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