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IMO MSC 102 審議速報 

 
 

2020 年 11 月 4 日～11 日に開催された、IMO 第 102 回海上安全委員会（MSC 102）の審議概要を

お知らせします。昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、本会合はロンドンの国際海事機関

（IMO）本部ではなくリモートで開催されました。 
なお、本速報は、本会出席者からの非公式な情報及び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) 係船設備に関する SOLAS 条約の改正 

MSC 101 において、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。これらを適用する旨を規定

する SOLAS 条約 II-1/3-8 の改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(2) 水密性に関する要件整合のための SOLAS 条約

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。SOLAS 
II-1 章 12 規則改正の早期適用については下記

3.(5)参照。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(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

し装置の要求対象区画から削除 
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 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(4) IGC コードの改正 

上記1.(3)に記載の IGFコードの改正に合わせた、

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 の改正。 

【適用】 2024 年 1 月 1 日発効 

(5) IMDG コードの改正 

国連による 2 年周期での「危険物輸送に関する

勧告」の改正に伴う、第 40 回 IMDG コード改

正。 

【適用】 2022年 6月 1日発効（ただし、主管庁

判断により 2021 年 1 月 1 日からの早期適

用が可能） 
 
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、2021 年 5 月に開催される MSC 
103 にて採択される見込みです。 

(1) SOLAS 条約 III 章, LSA コード及び決議 
MSC.81(70)の改正 

自由降下式救命艇に対して要求される静穏な水

面での5ノット進水試験の要件を削除するための、

SOLAS 条約 III/33, LSA コード及び救命設備の

試験に関する勧告（決議 MSC.81(70)）の改正。 

(2) 2011 ESP コードの改正 

二重船側油タンカーの初回更新検査における板

厚計測要件を見直すための、2011 ESPコードの
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改正。 

(3) 貨物船の水密戸に関する LL 条約, IBC コード, 
IGC コードの改正 

貨物船の水密戸に関する LL 条約 27(13)(a), 及
び関連する IBC コード, IGC コードの改正。 

(4) FSS コード 9 章の改正 

貨物船及び旅客船のキャビンバルコニーに対し

個別識別可能な火災探知機を備える場合の故障

分離要件に関する FSS コード 9 章の改正。 
 
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)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) IGC コードの統一解釈 

一例として IGC コードの 4.20.1.2 について T 継

手が type A または type B独立タンクにも認めら

れる旨や、本項が type C 双胴円筒形独立タンク

にも適用される旨を始め、IGC コードの統一的な

運用を促すための多岐にわたる同コード要件の

解釈。(UI GC20, GC21, GC22, GC25, GC26, 
GC27, GC28, GC29) 
尚、同コード 5.4.4 及び 5.13.2.4 を参照する、ガ

ス燃料管装置の外ダクトに関する解釈は貨物運

送小委員会（CCC 小委員会）で再検討することと

なった。 

(2) IMDG コードの統一解釈 

"life-saving appliances"の文言の対象を明確に

するための IMDG コード 7.1.4.4.2 の解釈。 

(3) SOLAS 条約 II-2 章の統一解釈 

SOLAS 条 約 II-2/9.2.2.3.2.2(9) に お い て
"Isolated pantries containing no cooking 
appliances in accommodation spaces"の定義

を明確にするための解釈。 

(4) 第二世代非損傷時復原性基準の暫定ガイドライ

ン 

「デッドシップ状態」「過大加速度」「復原力喪失」

「パラメトリック横揺れ」及び「ブローチング」の 5
つの現象について波浪中を航行する状態を想定

して評価するための、第二世代非損傷時復原性

基準を規定した暫定ガイドライン。 

 

(5) SOLAS II-1章12規則改正の早期適用のサーキ

ュラー 

上記 1.(2)に関連し、衝突隔壁に取り付けられる

隔壁弁の要件を規定した SOLAS II-1 章 12.6.1
及び 12.6.2 改正の早期適用を促すためのサー

キュラー。 

(6) CSS コードの改正 

天候依存型の積み付け条件を規定するための

CSS コード改正。また、関連するガイドライン

(MSC.1/Circ.1353/Rev.1 及び決議 A.581(14))
及び 2011 TDC コードも併せて改正。 
 

4. 貨物倉に対する水面探知器の設置 

2015 年の ro-ro 貨物船 El Faro 号の沈没事故を受

けて、ばら積貨物船を除く、複数の貨物倉を有する貨

物船に水面探知器の設置を義務付ける SOLAS 条約

改正案が提案されました。船舶設計・建造小委員会

（SDC小委員会）における審議が完了し、SOLAS条約

改正案が MSC に上程されました。 

MSC 102では、ばら積貨物船とタンカー以外の船舶

で、複数の貨物倉を有する船舶の乾舷甲板より下方の

乾貨物倉に対し、水面探知器の設置を義務付ける

SOLAS条約改正案が承認されました。2024年以降に

建造される船舶に対して適用される予定となっていま

す。 

 
5. 揚貨設備の検査要件 

現行条約上では揚貨設備に対する検査の規定がな

く、旗国政府もしくは寄港国政府の要件に基づいて検

査を行っているのが現状です。揚貨設備に対する検

査・保守要件を策定するための作業が船舶設備小委

員会（SSE 小委員会）で行われてきました。2020 年 3
月に開催された SSE 7 において、揚貨設備の定義や

適用範囲を定め、アンカーウィンチ関連及び揚貨設備

関連の 2 件の新ガイドラインを適用する旨を規定する

ための SOLAS 条約 II-1 章改正案が最終化されまし

た。 

MSC 102では、SOLAS条約改正案が承認されまし

た。2024 年以降、制限荷重 1,000kg 以上の揚貨設備

に対して適用されます。SSE 8 において関連のガイド

ライン案が最終化されれば、今後の MSC においてガ

イドライン案の承認と併せて本 SOLAS 条約改正が採
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択される見込みです。 
 

 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
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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