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IMO MEPC 75 審議速報 
 

2020年 11月 16日～11月 20日に開催された、第 75回海洋環境保護委員会（MEPC 75）の審議概

要をお知らせします。なお、今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、テレビ会議にて

開催されました。 
本速報は、本会の出席者からの非公式な情報及び会議期間中に作成された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。 

1) EEDI フェーズ 3 規制の見直し 

前回の MEPC 74 で承認された、EEDI フェー

ズ 3規制を強化するためのMARPOL条約 附属

書 VI の改正が採択されました（5.1 項参照）。 

2) EEDI フェーズ 4 規制の検討 

MEPC 74 では、EEDI フェーズ 4 規制導入の

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。 
今回の会合には、通信部会から、エネルギー

効率改善のための新技術及び代替燃料に関する

情報収集・分析、EEDI 規制と IMO GHG 削減戦

略の関係性の検討などを進めていることを含む

中間報告書が提出されました。通信部会は作業

を継続し、次回 MEPC 76 で最終報告を行う予定

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

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。 
EEDI 規制と最低推進出力規制の両方を満足する

ために、MEPC 74 では、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

認める出力制限・非常用出力のコンセプトについて審

議を行いました。審議の結果、さらなる検討が必要で

あることから、出力制限・非常用出力のコンセプトにつ

いて継続して検討を行うこと、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

めることが合意されました。 
今回の会合では、時間の制約上、十分な審議時間

を取れなかったことから、コレスポンデンスグループを

設置して、次回の MEPC 76 に向けて審議を継続する

ことが合意されました。 

1.3 GHG 排出削減のための短期対策 

MEPC 72 で採択された IMO GHG 削減戦略では、

2030 年までの短期削減目標と 2050 年までの中長期

削減目標が規定されています。短期削減目標を達成

するための短期対策のうち、新造船に対する対策は

1.1項の EEDI 規制の強化で対応する一方、就航船に

対する対策の検討が MEPC における喫緊の課題と
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なっていました。 
今回の会合では、本年 10 月に開催された第 7 回

GHG 中間会合にて合意された 1) 技術アプローチと

2) 運航アプローチによる短期対策について審議を行

い、これらを制度化するための MARPOL 条約 附属

書 VI の改正案が承認されました。 

1) 技術アプローチ (EEXI 規制) 

 EEDIと同様の燃費性能指標を就航船に対して適

用し、個船ごとの燃費性能指標である Energy 
Efficiency Existing Ship Index（EEXI）値を算出

する。 
 EEDI 規制で使用している船種毎の燃費平均値

（リファレンスライン）を使用し、船の大きさによっ

て規定される削減率を乗じて EEXI 規制値を算出

する。 
 EEXI 値が EEXI 規制値を満足できない場合、エ

ンジンの出力制限を行う等の対策が必要となる。 

2) 運航アプローチ (燃費実績の格付け制度) 
 IMO は、DCS のデータを基に、船種毎のリファレ

ンスラインを作成し、そこから燃費実績（CII, 
Carbon Intensity Indicator）との乖離量をもとに、

A-E の 5 段階格付けのための閾値を作成する。 
 各船舶は、DCS のためのデータとともに、1 年間

の燃費実績の計算手順、及び旗国への報告手順

を SEEMP に記載する。 
 旗国は、報告された1年間の燃費実績を基に、各

船舶について、A-E の 5 段階格付けを行う。 
 E、又は 3 年連続で D の低評価となった船舶は、

燃費改善のための措置を行う。 
 AまたはBの高評価を受けた船舶に対して、旗国

や港湾当局などは、インセンティブを与えることを

推奨する。 

これらの改正案は、2021 年 6 月に開催される

MEPC 76 にて採択に向けた審議が行われ、最短で

2023 年に発効する見込みです。また EEXI 及び燃費

実績の格付け制度に関する詳細な要件を規定するガ

イドライン案を策定するために、MEPC 76の前に中間

会合を開催することも合意されました。 

1.4 GHG 排出削減のための中長期対策 

IMO GHG 削減戦略の中長期削減目標を達成する

ためには、海運の抜本的な脱炭素化を促進するため

の中長期対策が必要になります。 
今回の会合では、IMO GHG 削減戦略の中長期削

減目標を見直すべきとの提案がなされましたが、短期

対策の実施及びその効果のモニターを優先させるべ

きとして、合意されませんでした。 
これとは別に、中長期対策案として、低・脱炭素技

術の研究開発を促進するために、国際的な研究開発

委員会（IMRB, International Maritime Research and 
Development Board）、及び研究開発基金（IMRF, 
International Maritime Research Fund）を創設する提

案がありました。また、市場メカニズムによる経済的イ

ンセンティブ手法の提案もありました。 
審議の結果、これらの中長期対策案について、継続

して検討を行うことになりました。 

1.5 IMO GHG Study 

MEPC 74 において、国際海運からの GHG 排出量

などを推定する「第 4 次 IMO GHG スタディ 2020 」を
作成することが合意され、作業が進められてきまし

た。 
今回の会合では、次の内容を含む報告書案が提出

され、承認されました。 
 2018年時点の国際航海船からのCO2排出量(船
舶ベース)は、約 9.19億トンであり、対 2012年比

では 8.4%増、対 2008 年比ではほぼ変わらない

水準にある。   
 CO2排出量の予測として、1.3 項で述べた排出削

減対策を講じない場合は、2008年のCO2排出量

に比べて 2050 年には 90%から 130%の間で推

移する。 

2.  バラスト水管理条約関連 

2.1 バラスト水処理装置搭載時の性能確認 

MEPC 74 では、バラスト水処理装置搭載時の試運

転にて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。 
今回の会合では、同改正が採択されました。 この

条約改正に伴い、発効日である2022年6月1日以降

に船舶に搭載されるバラスト水処理装置は、試運転時

にバラスト水の分析を行う必要があります。なお、発効

日前であっても、旗国の判断で早期適用することが認

められています。 
また、バラスト水処理装置搭載時の試運転に関する

ガイダンス（BWM.2/Circ.70）の改正も併せて承認され

ました。改正されたガイダンスでは、主に次の項目が

規定されています。 
 バラスト水処理装置の搭載工事が適切に行われ

たことを確認するため、同装置の試運転時にバラ

スト水の分析を行う。 
 試運転では、生物濃度に関わらず造船所周辺の

水を使用する。 
 バラスト水の分析は船上で実施可能な簡易分析

手法で実施し、D-2 基準に規定される L サイズ

（50um以上）とSサイズ（10um以上50um未満）

の生物に対する分析を行う。分析結果を得るため
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に長時間を要する病原性バクテリアに対する分

析は不要。 

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。 
MEPC 74 では、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方針が合意されました。また、

既存船に既に塗布されている船底塗料にシブトリンが

含まれている場合、当該塗料を除去する必要性につ

いて、更に検討を行うことになりました。 
今回の会合では、シブトリンを禁止物質に加えるた

めの AFS 条約改正案が承認されました。また、既存

船に既に塗布されている船底塗料について、直近に

塗布した最外層の塗料にシブトリンが含まれている場

合、次の取り扱いとすることが条約改正案に規定され

ました。 
 総トン数 400GT 以上の外航船は、塗料を除去す

るか、溶出防止塗料を上塗りする。 
 総トン数 400GT 未満の外航船は、沿岸国が認め

れば、対応不要。 
 内航船は、対応不要。 

なお、既存船に塗布されている最外層の塗料にシブト

リンが含まれていない場合、特段の対応は不要となる

見込みです。 

4. その他 

4.1 北極海における重質燃料油の規制 

今後、海運が活発化することが見込まれる北極海

域では、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、これまでの会合で北極海における

重質燃料油の保持・使用に対する規制について検討

を行ってきました。 
今回の会合では、北極海において重質燃料油を船

上で使用すること、及び重質燃料油を使用する目的で

船上に保持することを禁止する MARPOL 条約 附属

書 I の改正案が承認されました。本改正案は次回の

MEPC 76 で採択される予定です。なお、貨物として重

質油を輸送することは認められます。 

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 EEDI フェーズ 3 規制の強化 

EEDI フェーズ 3 規制を強化するための MARPOL
条約 附属書 VI の改正が採択されました。なお、現行

EEDIフェーズ3規制は、2025年以降に建造契約が交

わされる新造船に対し、基準となるリファレンスライン

から 30%削減するものですが、今回の改正は、船種

によって開始年の前倒しや削減率の強化を次の通り

行うものです。 

- コンテナ船は適用開始を 2025 年から 2022 年に

前倒し、船のサイズによって次の削減率とする。 
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。 

発効日：2022 年 4 月 1 日 

5.2 超大型ばら積み貨物船の EEDI リファレンス

ライン 

参考とする船舶のデータがなく、必要以上に厳しい

規制値となっていた 279,000DWT 以上の超大型ばら

積み貨物船について、規制値の基準となる EEDI リフ
ァレンスラインを修正する MARPOL 条約 附属書 VI
の改正が採択されました。 

発効日：2022 年 4 月 1 日 

5.3 船上で使用する燃料油のサンプリング分析 

既存船を含む全船を対象に、使用中の燃料油サン

プルの採取位置の指定を義務付ける MARPOL 条約 
附属書 VI の改正が採択されました。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 附属書 VI 付録 VI の
改正も採択されました。 

発効日：2022 年 4 月 1 日 

5.4 バラスト水処理装置搭載時の性能確認 

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

理条約の改正が採択されました。（2.1 項参照） 

発効日：2022 年 6 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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