
 
 

 
 

 

 

IMO MEPC 73 審議速報 
 

2018 年 10 月 22 日～10 月 26 日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、第 73 回海

洋環境保護委員会（MEPC 73）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）、エネルギー効率管理

計画（SEEMP）による規制、及び燃料消費実績報告

制度（DCS）が導入されています。また、今年 4 月に開

催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出

削減策の候補を盛り込んだ IMO GHG 削減戦略が採

択されました。 

1.1  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 の中間期において、

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。MEPC 71 では、フェーズ 3 の早期実

施やフェーズ 4 導入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ました。通

信部会は MEPC 73 に暫定報告書を、MEPC 74 に

終報告書を提出することになっています。 
今回の会合で通信部会からの暫定報告書を審議し

た結果、以下について合意されました。 
 
1) フェーズ 3 規制 

- ばら積み貨物船、タンカー、自動車運搬船、

ro-ro 貨物船及び ro-ro 旅客船は、現行規定通

り 2025 年の適用開始を維持し、削減率も

30%を維持する。 
- コンテナ船は、適用開始を 2025 年から 2022

年に前倒し、大型コンテナ船の削減率を 30%
から 40%に強化する。小型コンテナ船の削減

率については、今回の会合での合意は見送ら

れ、引き続き通信部会で検討する。 
- 一般貨物船は、適用開始を 2025 年から 2022

年に前倒しし、削減率は 30%を維持する。 
- 上記以外の船種（ガス運搬船、LNG 運搬船、

冷凍運搬船、兼用船、クルーズ旅客船）の削

減率は、30%を維持する。適用開始日につい

ては、データ不足等の理由により、今回の会

合での合意は見送られ、引き続き通信部会で

検討する。 

上記について引き続き協議を継続し、次回

MEPC 74 で MARPOL 条約 附属書VI の改正案

を承認する予定です。 
 
2) 耐氷構造船に対する規制: 

-  MARPOL 条約 附属書 VI を改正し、Polar 
Code の A 類に該当する（いわゆる 1A Super
を超える）耐氷構造船の EEDI 規制からの適

用を除外する。 
- EEDI 計算ガイドラインを改正し、耐氷構造船

の補正係数を修正する。 
- 1A Super 及び 1A 適用の耐氷構造船の規制

値を 5%緩和するために、引き続き通信部会

にて検討を行う。 

1.2 EEDI 規制と 低推進出力規制 

EEDI 規制への適合が要求される船舶の荒天下にお

ける操船性を維持するため、MEPC 65 において暫定の

低推進出力ガイドラインが策定されました。さらに

MEPC 71 では、ガイドラインが改正されるまでの措置と

して、暫定ガイドラインの適用期間をフェーズ 2 まで延長

することが合意されています。 
一方、この 低推進出力規制により一定の出力を確保
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する必要がある反面、フェーズ 3 規制が強化されること

から、フェーズ 3 への対応がさらに困難になることが懸念

されていました。 
今回の会合では、EEDI 規制と 低推進出力規制の両

方を満足するために、通常航海時には機関の出力を制

限し、非常時（荒天時）には出力制限を解除することを認

める EEDI 計算ガイドラインの改正が提案されました。審

議の結果、不正防止や出力の制限手法などについて更

に検討が必要とされ、継続して審議することが合意され

ました。 

1.3 EEDI 検査証書ガイドラインの改正 

EEDI の算出にあたっては、海上速力試験の結果を踏

まえた平水中速力の計算が必要となります。海上公試時

の外乱（風、波浪、潮流、浅水、排水量、水温）の影響を

排除した速力を求めるための解析・計算方法について、

現 行 の EEDI 検 査 証 書 ガ イ ド ラ イ ン で は 、 「 ISO 

15016:2015」と「2014 年版 ITTC ガイドライン」のいずれ

かの基準に従うことが規定されています。 

2017 年に ITTC ガイドラインが改正されたため、EEDI

検査証書ガイドラインで引用されている当該規定につい

て審議を行った結果、改正された「2017 年版 ITTC ガイド

ライン」を引用することが合意され、EEDI 検査証書ガイド

ラインの一部改正が採択されました。 

1.4 燃料消費実績報告制度（DCS） 

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 の改正が今年 3 月に発効し、

国際航海に従事する 5,000GT 以上の船舶に対して

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・報告手順書を SEEMP パート 2 に記載し、

旗国主管庁若しくは船級の承認を受ける必要がありま

す。 
今回の会合では、DCS 規則の実施において一部取

扱いが不明瞭であった事項について、以下の内容の

統一解釈が MEPC サーキュラーとして承認されまし

た。 
 2019 年 1 月 1 日以降に引渡しされる新造船は、

完工時にSEEMPパート2及びConfirmation of 
Compliance （COC）の保持が要求される 

 LNG 運搬船から排出されるボイルオフガスを

船舶の推進又は運航のために使用する場合、そ

の消費量もデータ収集・報告の対象となる 
 合算前データは、会社にて利用可能であれば、

本船上に保管する必要はない 

1.5 IMO GHG 排出削減戦略 

2015 年に採択されたパリ協定では、世界の平均気

温上昇を産業革命以前から 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、MEPC 72 では、2030 年までの短期削減目

標と2050年までの中期削減目標、及び各目標達成の

ための削減方策の候補を盛り込んだ IMO GHG 削減

戦略が採択されています。 
今回の会合では、10 月 15 日～19 日に開催された

中間会合に引き続き、IMO GHG 削減目標を達成する

ための作業工程表が合意されました。 
 各国は MEPC 74 に短期的削減策の具体的な提

案を行う。 
 MEPC 74 に先立ち中間会合を開催し、作業工程

表の全項目について議論を進める。 
 短期的削減策について、EEDI など既存の規制で

行うもの（Group A）、DCS などのデータの分析が

必要となる速度の 適化などの新規の規制

（Group B）、燃費改善に関する調査研究や代替

燃料の使用などの新規枠組み（Group C）に分類

して検討を行う。 
 各国は、MEPC74 および MEPC 75 に対して、中

長期の削減方策について提案を行う。 

2. 大気汚染関連 

2.1 燃料油の硫黄分濃度規制 

一般海域で使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値

は、2020 年 1 月 1 日から 0.5%に強化されます。 
今回の会合では、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が採択されました。 また、

0.5%規制に対して準備が必要な項目をまとめた「船

舶実施計画」の作成を推奨する非強制の MEPC サー

キュラーを発行することが合意されました。 

2.2 低硫黄燃料油の経験蓄積期間 

0.5%規制の導入により、これまでに実績の無い性

状の燃料油が広く出回ることが予想されており、予期

できない問題が発生することが懸念されています。 
今回の会合では、0.5%規制の実施状況や、新規燃

料油の使用により発生した安全、環境上の課題を情

報収集し、課題の解消を図るための経験蓄積期間を

設けることが提案されました。提案国からは、この経

験蓄積期間は、0.5%規制の円滑な実施を目指したも

ので、規制の先送りを意図したものではないことが表

明されましたが、十分な支持は得られませんでした。

審議の結果、0.5%規制の円滑な実施のために各国間

で情報共有を強化する枠組みを構築するために、次

回の会合に具体的な提案を行うよう、関係国に要請し

ました。 
 



 
 

2.3 排ガス再循環装置（EGR）の排水に関する

ガイドライン 

NOx 三次規制への適合のため、エンジンからの排

気ガスを再度燃焼室に送り込むことで燃焼温度を下げ、

NOx の生成を低減する排ガス再循環装置（exhaust 
gas recirculation, EGR）が開発されています。EGR
では燃焼室に送り込む排気ガスを洗浄するためにス

クラバが設置されており、洗浄に使用した水の船外排

出が必要となる場合があります。 
この洗浄水の扱いについては、排出基準が規定さ

れていなかったことから、汚染防止・対応小委員会

（PPR 小委員会）にて、洗浄水の排出基準の他、必要

となる図書や検査手順を規定した EGR からの排水に

関するガイドライン案を作成しました。 
今回の会合では、2019 年 6 月以降に EGR を搭載

する船舶にガイドラインを適用すること、Polar Code
に規定する極海域での排水は認められないことを盛り

込んで、当該ガイドラインを採択しました。 

3.  バラスト水管理条約関連 

3.1 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、条約検査の検査項目を明記した HSSC 検査ガ

イ ド ラ イ ン に BWM 条約暫定検査ガ イ ドラ イ ン

（BWM.2/Circ.7）を取り入れる改正が採択されました

(A.1120(30))。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 (BWMS) の

性能確認のためにバラスト水のサンプリング分析を含

めた搭載時の試験を行うことが規定されています。 
この規定について MEPC 72 では、根拠となる条約

要件が存在せず、サンプリング分析の試験手順が確

立されていない旨の指摘があり、サンプリング分析手

順を策定する方針が合意されました。 
今回の会合で審議を行った結果、バラスト水処理装

置の搭載時におけるサンプリング分析の手順をまとめ

た指針を BWM.2 サーキュラーとして発行することが

合意されました。 

3.2 恒久的バラスト水の管理 

バラスト水管理条約では、排出することの無い封密

タンクに保持する恒久的バラスト水は条約の適用外と

されています。この規定に関し、運行中はフランジ等を

用いて絶縁し、修繕時のみバラスト水の入れ替えを行

うバラストタンクの扱いについて、適用を明確化すべき

との提案がありました。 
審議の結果、汚染防止・対応小委員会（PPR 小委

員会）にて本件を明確化する統一解釈を検討すること

が合意されました。 
 

3.3 システム設計制限 (SDL) 

2020 年 10 月 28 日以降に搭載されるバラスト水処

理装置は、MEPC 72 にて採択された BWMS コード 
(MEPC.300(72))に適合する必要があります。この承

認基準では、バラスト水処理装置が正常に機能する

水質や運転条件などのシステム設計制限（system 
design limitations, SDL）を明確に指定し、SDL の範

囲内で運転する手段を講じる事が規定されています。 
今回の会合では、SDL の指定や運転状態を監視す

るための手順を示す指針を BWM.2 サーキュラーとし

て発行することが合意されました。 

3.4 緊急対応方法 （C/M） 

MEPC 71 では、本条約に定める排出基準を満足す

ることができない不適合事態が発生した場合に、船舶

及び港湾当局が講じる緊急対応方法（contingency 
measures, C/M) を決定するためのガイダンスが承認

されました (BWM.2/Circ.62） 。 
今回の会合では、バラスト水管理計画書（BWMP）

に C/M に関する手順を記載することを明記した、バラ

スト水管理及びバラスト水管理計画作成のためのガイ

ドライン (G4) の改正が採択されました。 

4. その他 

4.1. 電子記録簿 

MARPOL 条約 附属書 I に規定される油記録簿等、

MARPOL 条約では船舶にて使用、または発生する汚

染物質を管理するために、各種の記録簿を備えること

を要求しています。昨今、管理維持の利便性より記録

簿の電子化が進んでいることから、電子記録簿の利

用基準を定める必要があり、PPR 小委員会にて電子

記録簿に関するガイドライン案を作成しました。 
今回の会合では、PPR 5 から報告されたガイドライ

ン案、当該ガイドラインを強制化するための MARPOL
条約、及びNOxテクニカルコードの改正案が承認され

ました。これらは来年春に開催される MEPC 74 にて

採択される予定です。条約の改正後、電子記録簿は

ガイドラインに従って承認を受ける必要があります。 

4.2. 海洋プラスチックゴミ 

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。 
今回の会合では、今後、検討を行うべき項目を記載

した作業計画を作成しました。同作業計画では、海洋

プラスチックゴミに関する調査（IMO Study） を実施す



 
 

る等の計画が記載されています。また IMO Study の

調査対象・調査方法等を検討するためのコレスポンデ

ンス・グループを設置することも合意されました。 

5. 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。 
 

5.1 高硫黄燃料油の使用目的での保持禁止 

2020 年1 月1 日から一般海域で使用する燃料油の

硫黄分濃度の規制値が 0.5%に強化されることにあわ

せ、非適合油を使用する目的で保持することを禁止す

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が採択されました。 

発効日：2020 年 3 月 1 日 
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