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IMO MSC 101 審議速報 

 
 

2019年 6月 5日～14日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、IMO第 101回海上

安全委員会（MSC 101）の審議概要をお知らせします。 
なお、本速報は、本会出席者からの非公式な情報及び議場で配付された 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. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 

今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の

通りです。 

(1) SOLAS 証書の Forms C, E 及び P の改正 

旅客船及び貨物船に対する安全証書(Form P, 
C)及び貨物船に対する安全設備証書(Form E)
の様式の中の「航海設備の詳細 8.1 舵角、プロ

ペラ回転数、推力、ピッチ及び操作モード表示器」

に関し、搭載されていない設備の表記を統一す

るための改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(2) FSS コードの改正 

イナートガス装置の設計に対する要件に関し、

“forward of” の表記が誤解を招く恐れがあるた

め、“downstream of”の表記に修正する FSS コ

ード 15 章の改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(3) IGF コードの改正 

燃料タンクの配置の代替、液化ガス燃料タンクの

充填制限値、燃料管、ピストン形内燃機関及び防

火に関する改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(4) LSA コードの改正 

下記 2 件の LSA コードの改正。 

1. 2 つの独立した推進装置を持つ救命艇にお

いてオール等の艤装品が省略できる旨の同

コード 4.4.8.1 の改正。 

2. 貨物船に搭載される生存艇として使用しな

い救助艇において、艤装品等を満載した状

態で重量が 700kg を超えない場合には、所

定の条件下で蓄積機械力に代えて一人の

人力による吊り上げ及び振出しによる進水

を認める同コード 6.1.1.3 の改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(5) IBC コードの改正 

有害液体物質の運送要件見直し等のための IBC
コード 15~19 章及び 21 章等の改正。 

【適用】 2021 年 1 月 1 日発効 

(6) IMSBC コードの改正 

新規貨物の追加を含む、IMSBC コードの第 5 回

改正。 

【適用】 2021 年 1 月 1 日発効 

(7) 2011 ESP コードの改正 

IACS の統一規則(UR) Z10 シリーズとの整合

や強制適用される要件の表記変更等のための 
2011 ESP コードの改正。 

【適用】 2021 年 1 月 1 日発効 
 
2. 承認された条約及び関連コードの主要な改正 

今回の会合で承認された主要な義務要件は以下の

通りです。これらは、2020 年 5 月に開催される MSC 
102 にて採択される見込みです。 

External Affairs Department 
Vol. 2019-03  (19 Jun. 2019) 



2/5 

(1) 係船設備に関する SOLAS 条約 II-1/3-8 の改正  

下記 3.(9)の安全な係船設備の設計及び装置の

選定に関する新ガイドライン、係船索を含む係船

設備の点検及び保守に関する新ガイドラインが

承認されたため、これを適用する旨を規定する

SOLAS 条約 II-1/3-8 の改正。 

(2) 水密性に関する要件整合のための SOLAS 条約

II-1/B-1 ~ B-4 部の改正 

SOLAS 条約 II-1/B-1 ~ B-4 部において、水密性

に関する要件を整合するための改正。 

(3) IGF コードの改正 

下記 3 件の IGF コードの改正。 

1. 6.7.1.1 において、タンクコファダムを圧力逃

し装置の要求範囲から削除。 

2. 燃料調整室に対し固定式消火装置を要求す

るための、11.8 の新規追加。 

3. アルミニウム合金材以外の溶接母材の引張

試験に関する 16.3.3.5.1 の修正。 

(4) IGC コードの改正 

上記 2.(3)3 に記載の IGF コード改正に合わせ、

アルミニウム合金材以外の溶接母材の引張試験

に関する IGC コード 6.5.3.5.1 の修正。 
 
3. 統一解釈等の承認 

今回の会合において承認された統一解釈、ガイドラ

イン及びガイダンス等のうち、主要なものは以下のとお

りです。以下で参照されている IACS 統一解釈(UI)に
ついては、IACS ホームページ 

（http://www.iacs.org.uk/）にて公開されております。 

(1) ro-ro 及び車両区域の通風筒の開口を考慮する

要件に関する統一解釈 (MSC.1/Circ.1535, 
MSC.1/Circ.1537, MSC.1/Circ.1539)の改正 

LL条約, 2008 ISコード及びSOLAS条約で要求

される各種計算において、閉囲された ro-ro 及び

車両区域の通風筒の開口を考慮する要件を追加

す る た め の 解 釈 (MSC.1/Circ.1535, 
MSC.1/Circ.1537, MSC.1/Circ.1539)の改正。 

(2) 2008 IS コードの統一解釈 

2008 ISコードB部 3.4.2.3において、タンカーの

熱帯満載喫水線計算のための仮想積み付け条

件を明確にするための解釈。 

(3) 旅客船の液位監視装置に関する統一解釈 

旅客船の浸水警報装置の代替としてタンクに液

位監視装置を備える場合も、浸水警報装置と同

様に SOLAS 条約 II-2 章 21.4.13 にある安全な

帰港(Safe Return to Port, SRtP)の要件に適合

しなければならない旨の解釈。 

(4) SOLAS 条約 II-2 章の統一解釈 

以下3点のSOLAS条約 II-2章関連の統一解釈 

1. EGCS 等に供される尿素又は水酸化ナトリ

ウム溶液タンクが独立した区画に設置され

る場合の防熱保全性を明確にするための

9.2 の解釈。 

2. 9.7.5 において、調理室の排気ダクトに固定

式ガス消火装置を用いる場合の要件を明確

にする解釈。 

3. 消防員用の持ち運び式双方向無線電話装

置の耐圧防爆型や本質安全防爆型の詳細

を定めた 10.10.4 の解釈。 

(5) SOLAS 条約 III 章の統一解釈 

以下 2 点の SOLAS 条約 III 章関連の統一解釈 

1. 5 年ごとに実施する救命艇、救助艇やその

進水装置の開放検査や効力試験に検査員

の立ち合いが必要であることを明確にする

ための 20.11 の解釈。(関連 UI SC144) 

2. II-1/3-9で要求される灯火及び投げ索を備え

る救命浮環を、III/22.1.1及び III/32.1.1で要

求される救命浮環の最小数に含むことがで

きない旨を明確にする解釈。 

(6) IGC コードの統一解釈 

SSE小委員会で作成された、以下 2点の IGCコ

ード関連の統一解釈 

1. 11.3.6 で要求される、貨物エリアにおける水

噴霧消火装置の管、弁、ノズルその他の取

り付け物に対する耐熱要件の適用について、

対象となる貨物エリアを明確化するための

解釈。 

2. 11.4.8 で要求されるドライケミカル粉末消火

装置の放出試験において、十分な量のドラ

イケミカル粉末について明確にするための

解釈。 

CCC小委員会で作成された、以下4点の IGCコ
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ード関連の統一解釈 

1. 船体構造を保護するヒーティング設備の冗

長性の要件について、原則、加熱装置等の

二重化が必要であることを明確化した

4.19.1.6 の解釈。(関連 UI GC23) 

2. 耐圧部の健全性等に寄与しない緊急遮断弁

の材料は、耐熱要件の対象に含まないこと

を明確化した 5.13.1.1.4 の解釈。(関連 UI 
GC24) 

3. 船首部、船尾部に設置される追加の救命い

かだであっても、貨物エリアに面している場

合は水噴霧装置により保護することを明確

化した 11.3.1 の解釈。(関連 UI GC22) 

4. 水噴霧ポンプの容量決定において保護が要

求されるタンク群について、「船の横方向の

2 つの組み合わせ」を明確化する 11.3.3 の

解釈。(関連 UI GC22) 

(7) SOLAS 条約 II-1/28, II-1/29 and II-1/30 の統一

解釈 

アジマススラスタ等の最新の複合的な推進・操舵

システムを考慮した、推進・操舵関連の II-1/28, 
29 及び 30 の解釈。(関連 UI SC242) 

(8) IGF コードの統一解釈 

以下 4 点の IGF コード関連の統一解釈 

1. 燃料タンク等の接続部からの漏洩に対して

鋼材を保護するためのドリップトレイ設置の

要否を明確にするための 6.3.10 の解釈。

(関連 UI GF2) 

2. 二元燃料機関及びガス機関の吸気弁につ

いてリスク評価を実施すれば 12.5 に例示さ

れた危険場所の代替として分類できる旨の

12.4 及び 12.5 の解釈。 

3. 燃料貯蔵ホールドスペースに対する危険場

所の分類を明確化する12.5.2.1の解釈。(関
連 UI GF14) 

4. 通風システムの可視可聴警報装置について、

必要な要件を明確化する 15.10.1 の解釈。

(関連 UI GF15) 

(9) 係船設備に関する 2件の新規ガイドライン及び 1
件のガイダンス(MSC.1/Circ.1175)の改正 

係船設備に関し以下 3 件が承認された。 

1. 安全な係船設備の設計及び装置の選定に

関する新規ガイドライン 

2. 係船索を含む係船設備の点検及び保守に

関する新規ガイドライン 

3. 曳航設備及び係留設備のガイダンス

(MSC.1/Circ.1175)の改正。 

(10) SOLAS 条約 II-1 章及び III 章の代替設計・

配置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1212)の
改正 

SOLAS 条約 III 章の目標、機能要件、期待性能

を追加するための、SOLAS 条約 II-1 章及び III
章の代替設計・配置に関するガイドライン

(MSC.1/Circ.1212)の改正。 

(11) 救命艇のシステムの操作及び保守マニュア

ル作成のガイドライン(MSC.1/Circ.1205)の改正 

脱出経路の標識及び防火設備の位置の表示に

関する総会決議 A.1116(30)を参照するための、

救命艇のシステムの操作及び保守マニュアル作

成のガイドライン(MSC.1/Circ.1205)の改正。 

(12) 総会決議 A.658(16)の改正 

LSA コード 1.2.2.7 で参照されている総会決議

A.658(16)において、カーボンアーク式だけでなく

キセノンアーク式の再起反射材の促進耐候試験

機も認め、また関連の ISO 標準を示すための決

議改正。 

(13) 改正 IGC コード 19 章の貨物運送に関する

MSC サーキュラー 

1986年 7月 1日以降で 2016年 7月 1日より前

に建造された船舶が、改正 IGC コード

(MSC.370(93)) 19 章の貨物リスト上の貨物を運

送できるようにするために IGC 証書の付録を例

示するための MSC サーキュラー。 

(14) MSC.1/Circ.1395/Rev.3 における固定式ガ

ス消火装置の免除対象貨物の更新 

上記1.(6)の IMSBCコード改正に関連し、固定式

ガス消火装置の免除対象貨物を更新するための

MSC.1/Circ.1395/Rev.3 の改正。 

(15) 極海域を航行する船舶の航行及び通信機器

に関するガイダンス 

Module A(極海域の環境条件を考慮した一般事

項)及び Module B(特定の通信機器に対する事

項)の 2 部で構成された、極海域を航行する船舶
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の航行及び通信機器に関するガイダンス。 

(16) 極海域を航行する船舶の救命設備に関する

暫定ガイドライン 

食料供給量等が規定された、極海域を航行する

船舶の救命設備に関する暫定ガイドライン。 

(17) 新造及び既存の ro-ro旅客船の ro-ro区域及

び特殊分類区域における火災事故抑止のため

の暫定ガイドライン 

下記の 5 項目で構成された、新造及び既存の

ro-ro旅客船の ro-ro区域及び特殊分類区域にお

ける火災事故を最小化するための暫定ガイドラ

イン。 

1. PREVENTION/IGNITION 

2. DETECTION AND DECISION 

3. EXTINGUISHMENT 

4. CONTAINMENT 

5. INTEGRITY OF LIFE-SAVING 
APPLIANCES AND EVACUATION 

 
4. 自動運航船に対する規則の検討 

船舶の自動化に関する研究が進んでいる中で、自

動運航船に適用するべき条約要件についてMSCで検

討を行っています。 

今回の審議では、前回会合で決定した自動運航船

に関わる IMO の諸規制の論点整理（Regulatory 

Scoping Exercise, 以下 RSE）の実施方法に従い、各

条約や章ごとに実施されている RSE の第一段階（検

討すべき要件の洗い出し）の作業の進捗状況が報告さ

れました。RSE の作業結果については、最終的に

2020年5月に開催されるMSC 102で検討される予定

です。 

また、自動運航船を開発する際のトライアルに関す

る暫定ガイドラインが承認されました。本ガイドラインに

は、自動運航船関連のシステムやインフラの試験的な

運用の際に考慮するべき基本方針が記述されており

ます。 
 
5. 燃料油の使用における安全性強化の検討 

2020 年 1 月 1 日から適用が開始となる燃料油硫黄

分 0.50%規制をきっかけとして、MARPOL だけではな

くSOLASにも要件を設けるべく、燃料油の安全上の問

題に関する検討を行っております。 

MSC 101 における審議の結果、暫定的な対策とし

て、引火点 60 度未満の燃料油が船舶に供給された事

例などを、旗国政府が IMO に報告することを要請する

MSC 決議が採択されました。 

また、2021年に開催されるMSC 104での最終化を

目標に、燃料油の使用における船舶の安全性強化の

手法を開発していくための実行計画が合意されました。

今後は本実行計画に従い、関連の強制要件作成の要

否等について検討していくことになります。 

 

 
*** 
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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。 

 

 

 

 
 
 
1. Disclaimer  

ClassNK does not provide any warranty or assurance in respect of this document. 
ClassNK assumes no responsibility and shall not be liable for any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information in 
this document.  
 

2. Copyright 
Unless otherwise stated, the copyright and all other intellectual property rights of the contents in this document are vested in and shall remain vested 
in ClassNK.  

本件に関してご不明な点は、国際部までお問い合わせください。 

一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 別館 国際部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3（郵便番号 102-0094） 
Tel.: 03-5226-2038 
Fax: 03-5226-2734 
E-mail: xad@classnk.or.jp 
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