
 
 

 
 
 

 

IMO MEPC 74 審議速報 
 

2019年 5月 13日～5月 17日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、第 74回海洋

環境保護委員会（MEPC 74）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 にて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、2018 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 規則では、EEDI
の改善に寄与する技術の開発動向を定期的にレビュ

ーし、要すればフェーズの開始時期、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。 
今回の会合では、前回 MEPC 73 の合意事項と通

信部会からの報告書を基に審議が行われました。 

1) EEDI フェーズ 3 規制の見直し 
下記の合意事項を反映した MARPOL条約 附属

書VIの改正案が承認されました。2020年春に開

催される MEPC 75 で採択される予定です。 
- コンテナ船は適用開始を 2025年から2022年

に前倒し、船のサイズ毎による削減率とする。 
DWT 削減率 

10,000 以上  15,000未満 15～30% (DWTに応じて線形補間) 
15,000 以上  40,000未満 30% 
40,000 以上  80,000未満 35% 
80,000 以上 120,000 未満 40% 

120,000 以上 200,000未満 45% 
200,000 以上 50% 

- 一般貨物船、LNG 運搬船、クルーズ旅客船は

適用開始を 2025年から 2022年に前倒し、削

減率は 30%を維持する。 
- ガス運搬船（LPG 運搬船）は、15,000DWT 未

満の小型船は 2025 年の適用開始を維持する

ものの、15,000DWT 以上の大型船は適用開

始を 2025 年から 2022 年に前倒しする。削減

率はサイズに拘らず 30%を維持する。 
- その他の船種は、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。 

2) 大型ばら積み貨物船のリファレンスライン 
大型ばら積み貨物船に対する規制値が極端に厳

しくなることが認識され、279,000DWT 以上の大

型ばら積み貨物船に対するリファレンスラインを

修正する MARPOL 条約 附属書 VI の改正案が

承認されました。同改正案は、次回の MEPC 75
で採択される予定です。 

3) 耐氷構造船に対する規制 
1A Super 及び 1A 適用の耐氷構造船に対し、そ

の構造等を考慮した補正係数を EEDI 計算式に

追加する EEDI 計算ガイ ドライン （決議

MEPC .308(73)）の改正が採択されました。 

4) EEDI フェーズ 4 規制の検討 
EEDI フェーズ 4規制導入の検討を継続するため

に、通信部会を継続することが合意され、2020年

春のMEPC 75に中間報告、2020年秋のMEPC 
76 に最終報告が行われる予定です。 

1.2 EEDI 規制と最低推進出力規制 

荒天下における操船性を維持するため、MEPC 65 
において暫定の最低推進出力ガイドラインが策定され
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ました。さらに MEPC 71 では、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、この最低推進出力規制により一定の出力

を確保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す。 
MEPC 73 では、EEDI 規制と最低推進出力規制の

両方を満足するために、通常航海時には機関出力を

制限し、非常時（荒天時）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案が提案され、

MEPC 74 にて継続審議を行うことになりました。 
今回の会合では、この出力制限を EEDI 認証に導

入するために、関連するガイドラインの整備、及び IEE
証書書式の改正が提案されました。審議の結果、出力

制限のコンセプトに対する理解は得られたものの、更

なる検討が必要なことから、継続して審議を行うことが

合意されました。さらに、並行して最低推進出力ガイド

ラインを最終化するための検討作業を進めることも合

意されました。 

1.3 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

ための削減策の候補を盛り込んだ IMO GHG 削減戦

略が採択されました。 
今回の会合では、5 月 7 日～10 日に開催された中

間会合に引き続き、既存船に対する短期的削減策の

検討を行い、2023 年までの合意を目標として今後も

検討を継続することになりました。短期的削減策として

提案されている主な対策は以下の通りです。 

 既存船の燃費性能の算定（Energy Efficiency 
Existing Ship Index、EEXI） 

 運航時の平均燃費実績による規制 
 運航時の平均速度による規制 
 SEEMP を定期検査化し、自主的な燃費改善目

標設定を義務化 

また、GHG 排出量の削減を促進するための港湾開

発を奨励するMEPC決議を採択した他、GHG排出削

減策の検討を加速させるために、2019 年 11 月及び

2020年3月に中間会合を開催することも合意されまし

た。 

2. 大気汚染関連 

2.1 船上で使用する燃料油のサンプリング分析 

SOx 排出規制海域（ECA）における 2015年からの

硫黄分規制強化、及び 2020 年からの一般海域の同

規制強化に向けて、寄港国検査（PSC）等において船

上で燃料油サンプリングを実施する場合があるため、

MEPC 70 では、燃料油の船上サンプリングに関する

ガイドラインを作成しました（MEPC.1/Circ.864）。 
今回の会合では、既存船を含む全船を対象に、使

用中の燃料油のサンプル採取位置の指定を義務付け

る MARPOL 条約 附属書 VI 第 14 規則の改正案が

承認されました。また、使用している燃料油中の硫黄

分を確認するための燃料油サンプル検証手順を規定

する同条約 付録 VI の改正案も承認されました。これ

らは、次回の MEPC 75 で採択される予定です。 

2.2 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

が、2020 年 1 月 1 日から 0.5%に強化されます。 
今回の会合では、0.5%規制に対する統一的実施の

ためのガイドラインが採択されました。このガイドライ

ンでは、適合燃料油の入手、及び使用に関して次の項

目が記載されています。 

 留意すべき燃料油の性状 
 定期的検査、及び寄港国検査（PSC）での確認項

目 
 適合燃料油を調達できない場合に、旗国及び寄

港国主管庁に提出する FONAR （ Fuel Oil 
Non-Availability Report）の作成要領 

2.3 適合燃料油を調達できない場合の措置 

船舶が手段を尽くしても適合燃料油を入手できない

場 合 、 2.2 項 に 記 載 の FONAR （ Fuel Oil 
Non-Availability Report）を作成し、旗国及び寄港国

主管庁に提出することになります。この状況において

やむを得ず非適合油を補油した場合、次の寄港地で

検討すべき措置等を纏めたガイダンスが採択されまし

た。 
このガイダンスでは、非適合油を補油して航行した

船舶の次港の寄港国主管庁に対し、環境、安全、運航

上の影響を考慮した上で、残留非適合燃料油を陸揚

げする、もしくはそのまま船上に保持することを検討す

ることが要請されています。また、旗国、寄港国主管

庁及び船舶に対し、協力して最も適切な対応策を取る

ことが要請されています。 

2.4 排ガス浄化装置（EGCS）からの排水 

MARPOL 条約 附属書 VI の第 4 規則では、適合

燃料油の使用に代わる同等措置として、排ガス浄化

装置（EGCS）の搭載が認められています。 
船外から取り入れた海水を洗浄水として用いるオー

プンループ式の EGCS では、洗浄に用いた海水を船



 
 

外排出する事になりますが、EGCS ガイドライン（決議

MEPC.259.(68)）に規定される排出基準を満たすこと

で洗浄水の船外排出が可能となります。その一方、

EGCS からの排水による海洋環境への悪影響を懸念

する港湾では、オープンループ式 EGCS の使用を制

限する動きが出てきています。 
今回の会合では、EGCS からの排水による海洋環

境への影響調査を行うための新規作業計画が承認さ

れました。2020年2月に開催される汚染防止・対応小

委員会（PPR 小委員会）から審議が開始されます。 

2.5 排ガス浄化装置（EGCS）故障時の取扱い 

排ガス浄化装置（EGCS）の普及が進むことが予測

されており、装置が故障した場合のガイダンス作成が

急務となっていました。 
今回の会合では、EGCSのモニタリング機器に不具

合が生じた場合に取るべき行動等を纏めたガイダンス

が採択されました。このガイダンスでは、排ガス量の

一時的な増加等によってモニタリング機器が排出規制

値の超過を記録することは起こりえる事象であること

を認識したうえで、システムの誤作動が 1 時間以内に

復旧できない場合は故障と判断し、可能であれば適合

燃料油への切り替えを行い、旗国及び寄港国主管庁

に報告するよう規定されています。 

3.  バラスト水管理条約関連 

3.1 バラスト水処理装置搭載時の性能確認 

前回 MEPC 73 までの審議において、バラスト水処

理装置の搭載時に試運転を行うと共に、バラスト水の

分析を行ってバラスト水中の生物量を把握することに

より、装置の正常な作動を確認する方針が合意されて

おりました。一方で、試運転及びバラスト水の分析を

実施する根拠となる条約要件が存在しておらず、取扱

いが不明確となっていました。 
今回の会合では、バラスト水処理装置の搭載時に

試運転及びバラスト水の分析を行うことを義務付ける

ためのバラスト水管理条約の改正案が承認されました。

本改正案は次回のMEPC 75で採択される予定です。 

4. その他 

4.1 電子記録簿の利用 

MARPOL 条約では、同条約 附属書 I に規定され

る油記録簿等、船舶にて使用・発生する汚染物質等を

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、記録簿の電子化が進んでおり、電子

記録簿の利用基準の検討が進められていました。 
今回の会合では、電子記録簿を利用できる旨の

MAPPOL 条約及び NOx テクニカルコードの改正、並

びに電子記録簿の利用に関するガイドラインが採択さ

れました。条約改正が発効する 2020 年 10 月 1 日以

降、紙媒体による記録簿の代わりに電子記録簿を使

用する場合、電子記録簿は同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 海洋プラスチックごみ 

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。この

問題に対し、船舶から排出される海洋プラスチックご

みの発生原因や発生状況を把握するために海洋プラ

スチックゴミに関する調査を実施することが合意されて

います。 
今回の会合では、調査対象・調査方法等を作成する

と共に、漁具の偶発流出時の報告要件、廃棄物記録

簿の備え付け義務要件の見直し、コンテナ流出時の

報告義務化等について、関連の小委員会で審議を行

うことが合意されました。 

4.3 AFS 条約の改正 

2008 年に発効した船舶の有害な防汚方法の規制

に関する国際条約（AFS 条約）では、船底塗料として

有機スズ化合物を使用することが禁止されています。

近年、新たに有害性が確認されたシブトリンを禁止物

質に加えるよう欧州諸国からの提案がありました。 
今回の会合では、シブトリンを禁止物質に加える同

条約の改正案を審議した結果、既存船の船底塗料とし

て既に塗布されているシブトリン除去の必要性につい

て、更に検討を行うことになりました。2020年2月に開

催される汚染防止・対応小委員会（PPR 小委員会）で

審議が行われます。 

4.4 汚水処理装置に関するガイドライン 

MARPOL 条約 附属書 IV では、船舶に汚水処理

装置を搭載することが規定されており、汚水処理装置

は排水基準及び性能試験等に関するガイドライン（決

議 MEPC.227(64)）に従って承認を受けたものを使用

する必要があります。しかしながら、適切な処理がさ

れずに船舶から汚水が排出されているとの調査報告

を鑑み、要件を強化すべき、との提案がありました。 
今回の会合では、汚水処理装置に対する技術要件、

及び検査要件を見直すための新規作業計画が合意さ

れました。2020年2月に開催される汚染防止・対応小

委員会（PPR 小委員会）から審議が開始されます。 

 
 



 
 

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 耐氷構造船に対する EEDI 規制適用 

Polar Code の A 類に該当する（いわゆる IA Super
を超える）耐氷構造船を EEDI 規制からの適用を除外

するMARPOL条約 附属書VIの改正が採択されまし

た。 

発効日：2020 年 10 月 1 日 

5.2 MARPOL 条約 附属書 II 及び IBC Code 

残留性浮遊物質の排出/洗浄に関する規定が、

MARPOL 条約 附属書 II に追加されました。 
また、硫化水素検知器の設置要求のほか，最低要

件一覧の改正を含む、IBC Code、及び BCH Code の

改正が採択されました。 

発効日：2021 年 1 月 1 日 

5.3 電子記録簿 

電子記録簿の利用に関するガイドラインを明記する

ための MARPOL条約、及び NOxテクニカルコードの

改正が採択されました。（4.1 項参照） 

発効日：2020 年 10 月 1 日 

5.4 SCR 認証要件 

SCR等のNOx低減装置を備える機関に対するNOx
認証において、陸上試験に基づく事前試験（スキーム

A）と、搭載後に機関と SCR を組み合わせた状態で

NOx 計測を行う実機試験（スキーム B）を同等の認証

方法として規定するNOxテクニカルコードの改正が採

択されました。これに加え、同改正を運用するための

SCR 認証ガイドラインの改正も併せて採択されまし

た。 

発効日：2020 年 10 月 1 日
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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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