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Loss Prevention Circular No. 06-14  

 

低硫黄燃料による運航に備える 

 

 
 

こちらは、英文記事「Loss Prevention CircularNo. 06-14: Preparing for low sulphur operation」（2014 年 12 月 19 日付）の

和訳です。 

 
2015 年 1 月 1 日以降、排出規制水域（ECA）で運航する船舶は、承認済み排ガス洗浄システムを設置し

ない限り、硫黄分が 0.10%を超過する燃料を使用することはできません。 

 
今回の規制の変更は、MARPOL 条約附属書 VI を通じて実施される、厳格化の進む大気排出制限の一環で

あり、海運業界に対して相当前から告知されていたものです。とは言うものの、ECA の定める硫黄分上

限が 2015 年 1 月 1 日より 1.00%から 0.10%へと引き下げられることに伴って、技術的課題、運航上の課

題、財政上の課題など、海運業界に大きな影響を及ぼすものと思われます。 

 

大半の船舶は、ECA 進入前に適合低硫黄燃料に切り替えることによって新しい硫黄分排出制限に短期間

で適合できるものと予想されますが、適合燃料の入手は難しいのではないかとの懸念も表明されている

ことから、事前に準備しておく必要があるものと思われます。低硫黄燃料のうち、硫黄分 0.10%以下の

Marine Gas Oil [MGO]と Marine Diesel Oil [MDO]が最も入手しやすいものになることが見込まれますが、港

によっては、他の等級や新等級の最大硫黄分 0.10%の舶用燃料が現実的かつ経済的な選択肢となる可能性

もあります。サプライヤーによってはこうした燃料のことを「ハイブリッド超低硫黄燃料油（ULSFO）」

と表記しているところもありますが、本稿では「ハイブリッド燃料」と呼びます。一方、運航者が直面

する困難は、こうした新等級の燃料に関する仕様書が ISO から発行されていないことです。 

 

重質燃料油（HFO）は、低硫黄留出燃料とは大きく性質が異なり、運航上の問題を引き起こす可能性があ

ることはよく知られています。例えば、両方の燃料を切り替えて使用すると、機械設備が危険にさらさ

れ、最悪の場合には電力の喪失を伴って船舶・船員の安全が危うくなる可能性があります。また、より

高価格の低硫黄燃料の購入に伴い、財務上の影響もでてくるでしょう。 

 

規制遵守に備える 

 

2015 年 1 月 1 日以降に ECA 内での運航の準備を行う際には、各船舶の運航パターン、機械類の構造、

代替手段などを踏まえて、遵守戦略を立てる必要があります。高硫黄燃料から低硫黄燃料への切替えに

よる遵守対応を計画している場合には、効果的な遵守戦略の一部として以下の重要な要素を包含する必

要があります。 

• 低硫黄燃料で船舶を運航することに伴う問題点とリスクの概要をまとめた評価・リスク分析表を

作成すること。 

http://www.gard.no/ikbViewer/web/updates/content/20785475/no.-06-14:-preparing-for-low-sulphur-operation
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• 低硫黄燃料で運航する場合には、設備やシステムの変更の必要性の有無を含め、その都度、エン

ジンメーカーやボイラーメーカーに相談し助言を求めること。 

• 船上での変更が必要な場合には、船級協会または旗国の関与を求めること。 

• エンジンメーカーやボイラーメーカーと相談の上、燃料切替え手順書を作成すること。ECA 境界

線を通過する前に燃料切替え作業を終えられるように十分な時間を見込んでおくこと。検査と保

守スケジュールに関する要件を含めること。 

• 船員の初期訓練と定期訓練を実施すること。ログブックの適切な記録、およびサンプルの採取と

保管の重要性について継続的な周知を行うこと。 

• 燃料サプライヤーと相談の上、船舶の機械設備に適合する性質の低硫黄燃料を選択し、ECA 進入

に十分余裕をもって補油を受けられるよう、燃料購入戦略を見直すこと。 

• 用船契約書の文言に、新しい硫黄分規制に関する責任の配分についての記載があることを確認す

ること。 

 

2015 年 1 月 1 日発効の新しい要求事項に関するいくつかの問い合わせが Gard に寄せられています。下

記のセクションは、よくある質問に対する回答と背景知識を提供し、効果的な ECA 遵守戦略の立案のた

めの手引きとして役立てていただくことを企図したものです。 

 

1. 規制の背景 

 

1.1 船舶による汚染防止のための国際条約 (MARPOL) 

 

現在の世界の硫黄分上限（3.50%、ECA では 1.00%）は MARPOL 条約附属書 VI 第 14 規則によって定めら

れています。ECA のエリア内での運航については 2015 年 1 月以降、硫黄分上限が 0.10%へとさらに引き

下げられます。ECA のエリア外での運航については、上限値 3.50%が 2020 年（もしくは 2025 年。

2018 年に適合燃料の入手性を再検討した上で決定されます）に 0.50%へと引き下げられます。下記の表

は、規制の範囲の概観を示したものです。 

 

  
  
2015 年 1 月 1 日時点での対象 ECA は、バルト海エリア（MARPOL 条約附属書 I に規定）、北海エリア

（MARPOL 条約附属書 V に規定）、北米エリア・米国カリブ海エリア（MARPOL 条約附属書 VI 付録 VII に

規定）です。 

 

MARPOL 条約には、条約未批准国で船舶を登録しても、そのことによって有利な状況が生まれないよう

にするための「非差別適用（no more favourable treatment）」条項が盛り込まれています。したがって、

硫黄分に関する要求事項は、批准国の管轄下の水域を運航する批准国籍船とその他の国籍船（条約の批
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准状況にかかわらず）のいずれにも適用されます。IMO のウェブページ「Status of Conventions（条約の

現状）」にて最新の批准国を閲覧することができます。  

 

1.2 欧州 

 

EC 法令と MARPOL 条約附属書 VI との低硫黄燃料の使用に関する要求事項を一致させるため、舶用燃料

の硫黄分を扱う EU 指令(1999/32/EC)が 2012 年に修正されました(2012/33/EC)。したがって、2015

年 1 月 1 日以降 ECA 内で硫黄分上限 0.10%の燃料を使用するという要求事項は、MARPOL 条約附属書 VI

と同一です。 

 

さらに、EU 指令では、EU の港（ECA のエリア外の港を含む）に停泊中の船舶は、硫黄分 0.10%以下の燃

料を使用することが義務付けられています。EU 非加盟国のトルコでも自国の港において同様の要求事項

を実施しています。さらなる情報につきましては、Gard Alert「Fines for burning non-compliant fuel in EU 

ports（EU 域内港湾での不適合燃料使用に対する罰金について）」および「Turkey – New requirements 

for fuel oil sulphur content（トルコ – 燃料油硫黄分に関する新要求事項）」をご覧ください。 

 

1.3 米国カリフォルニア州 

 

北米 ECA の一部であるカリフォルニア州水域で運航する船舶は、2014 年 1 月 1 日より硫黄分が 0.10%

以下の留出燃料（MGO または MDO）のみを使用することが求められています。Gard Alert「California low 

sulphur fuel changes 1 January 2014（カリフォルニア州、2014 年 1 月 1 日に低硫黄燃料に移行）」もご

参照ください。カリフォルニア州の外航船（OGV）燃料規制には、要求される硫黄分排出レベルを達成

するための代替的な排出抑制技術（スクラバー）の使用に関する条項が含まれていないことも注目に値

します。 

 

したがって、2015 年 1 月 1 日以降にカリフォルニア州水域で運航する船舶は、カリフォルニア州 OGV

燃料規制と MARPOL の ECA 要求事項の両方を遵守しなければなりません。カリフォルニア州大気資源局

（CARB）の Marine Notice 2014-1 に、代替的な排出抑制技術や非低硫黄留出燃料を使用して北米 ECA の

MARPOL 規制を遵守している場合に、同時に、カリフォルニア州 OGV 燃料規制にも遵守するためのガイ

ドラインが示されています。 

 

2. ECA 遵守の選択肢 

 

船舶の硫黄分排出に関する要求事項を遵守する方法には、低硫黄燃料を使用するもの、重質燃料油（HFO）

と排ガス洗浄用のスクラバーを併用するもの、液化天然ガス（LNG）を燃料として使用するものの 3 つが

あります。船主がどの方法を選択するかは、ECA 内に滞在する時間、船舶の機械構成、燃料消費、船齢

などのさまざまな要因に左右されます。一方で、大半の船主は、燃料を硫黄分 0.10%以下の MGO やハイ

ブリッド燃料に切り替えることで新しい硫黄分上限を満たそうとするものと思われます。 

 

RO-RO 船、クルーズ船、客船など、運航時間の大半を ECA 内で滞在する船舶については、たとえ投資額

がはるかに高額になろうとも、軽減技術/スクラバーなどの低硫黄燃料の代替的手段を選択することが望

ましいかもしれません。世界の硫黄分上限が 2020 年に 0.50%へと引き下げられるときに燃料価格（特に、

MGO の価格）がどのように推移しているかは読めないため、上記に列挙した以外の船舶にとってもこう

した代替的手段がより魅力的になるものになるでしょう。 

 

3. 高硫黄燃料と低硫黄燃料の切替え 

 

3.1 低硫黄燃料が運航に及ぼす影響 

 

船舶の機械系統の多くは低硫黄燃料を使用することを前提に設計されていないため、燃料切替え時と運

転時の両方で問題が生じる可能性があります。HFO と MGO の切替えに際して発生する問題は、主に MGO
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の低硫黄、低粘度という特性が HFO 向けに設計された機械系統に影響を及ぼすことから生じるものです。

考慮すべき要因には以下のものがあります。 

 

• MGO で機械系統を稼動させる際に粘度が低すぎると、部品の潤滑不足を招き、燃料ポンプの焼付

きや燃料漏れリスクの増大を引き起こします。 

• 燃料の硫黄分減少は酸性に影響を及ぼします。そのため、潤滑油のアルカリ価（BN）や注油率（2

サイクルエンジンの場合）を調節する必要があります。BN と燃料の硫黄分が不釣り合いなままエ

ンジンを長期間稼動させると、スカッフィングや過剰な腐食摩耗のリスクが増大する可能性があ

ります。必ずエンジンメーカーの推奨事項に従ってください。 

• 2 種類の燃料の運転温度が大幅に違う場合には、燃料供給系統における急速な温度変化が熱衝撃や

部品の膨張差を引き起こす可能性があります。また、取扱いに注意しなければ、元々低い MGO の

粘度がさらに低下する可能性もあります。 

• 2 種類の燃料を混合使用すると、混合不適合のリスクを招き、フィルターの詰まりや、場合によっ

てはエンジン停止に至ることもあります。 

• ECA 内に長期間滞在する場合には、空の燃料貯蔵容量の不足が問題となる可能性があります。 

 

Gard の過去の記事「Marpol Annex VI - Solving the low sulphur issue（MARPOL 附属書 VI - 低硫黄問題の解

決）」および Loss Prevention Circular No.06-06「Marpol Annex VI – Challenges in operating on low sulphur 

fuel（MARPOL 附属書 VI – 低硫黄燃料による運航へのチャレンジ）」についても参考になるものと思われ

ます（ただし、当該記事発行時の ECA の燃料油硫黄分上限は 1.50%であったことにご留意ください）。 

 

3.2 新しい低硫黄ハイブリッド燃料を選択する際に考慮すべき点 

 

港によっては、最大硫黄分 0.10%の新等級の舶用燃料が現実的かつ経済的な選択肢となる可能性もありま

す。サプライヤーによってはこうした燃料のことを「ハイブリッド超低硫黄燃料油（ULSFO）」と表記し

ているところもありますが、本稿では「ハイブリッド燃料」と呼びます。 

 

新しい低硫黄ハイブリッド燃料のいくつかについて喧伝されている主な利点の一つは、MGO よりも高粘

度、高潤滑性であることから切替えプロセスが容易になるということです。しかし、ハイブリッド燃料

は、硫黄分を要求水準にまで引き下げるための追加プロセスによって、低温流動特性が好ましくない方

向に転じる可能性があります。流動点、曇り点、ろ過目詰まり点（CFPP）が高く、ハイブリッド燃料に

よっては加熱が必要となる場合もあります。 

 

ハイブリッド燃料を選択する際の重要な要素は、こうした商品に対しては、承認仕様書の作成が進行中

ではあるものの、ISO 8217 の仕様書が未だ公表されておらず、すぐには準備が整う見込みがない点です。

硫黄分 0.10%の新しいハイブリッド燃料のための正式な ISO 8217 仕様書が公表されるまでは、船主と運

航者は、必ず以下の対応を実施するようにしてください。 

 

• 燃料を注文・使用する前に、当該燃料の種類とエンジン型についてエンジンメーカーに助言を求

め、異議なしとの見解（No Objection Letter）を取得すること。 

• 特定の種類の燃料を使用することについて、船舶の船級協会または旗国に異議がないことを確認

すること。 

• 現行の ISO 8217:2010 または 2012 の仕様書および MARPOL 条約附属書 VI の関連燃料等級に適合

する低硫黄ハイブリッド燃料を注文すること。使用に先立って、品質と適合性を判断するために

燃料油の分析検査を行うこと。 

 

ハイブリッド燃料を給油・使用する際には、船舶の燃料系統がハイブリッド燃料を安全に処理できるよ

うにするため、仕様書や分析表を注意深く判断することも重要です。指定の燃料分析所に助言を求める

とともに、以下の事柄に特に注意を払ってください。 
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• 燃料がアルミシリコン(Al+Si)を含有している可能性もあるため、適切な清浄システム、すなわち 1

日分の燃料消費量を処理できる十分な能力を有する清浄機システムを配置しておくこと。 

• 燃料の低温流動特性（流動点、曇り点、CFPP）が船舶の運航エリアの気象や気候に適したもので

あること、および船舶が十分な燃料加熱能力を有することを確認すること。 

• ハイブリッド燃料によっては高濃度のワックスを含有している可能性があるので、すべてのタン

ク、配管、清浄機システムの機器の上流側に加熱装置を設置する必要があります。 

• 混合安定性の問題が生じる可能性があるため、ハイブリッド燃料と通常の HFO は可能な限りタン

ク内で混合させないこと。貯蔵タンク、セットリングタンク、サービスタンクは、混合安定性の

問題を回避するため、ハイブリッド燃料の給油前にしっかりと掃除しておくこと。 

• 2 種類の燃料（HFO とハイブリッド燃料）に対し、別々の配管、ポンプ、清浄機システムを設置す

ることを推奨いたします。 

• こうした新しいハイブリッド燃料の貯蔵安定性は未だ証明されていないため、定期的にタンクか

ら採取したサンプルで、均質性、水分、微生物増殖、沈殿物、使用適合性全般について検査する

必要があります。 

• こうした新しいハイブリッド燃料は、数種の異なったカッター材を使用しているため、化学廃棄

物汚染が問題となる可能性があります。 

 

Veritas Petroleum Services (VPS)の 2014 年 12 月 8 日付けのサーキュラー「Getting ready for hybrid fuels

（ハイブリッド燃料への準備）」もご参照ください。同サーキュラーは VPS から転載の許可をいただい

たものです。 

 

3.3 燃料切替えの手順書 

 

燃料切替えの実施方法を示した手順書を整備し、ログブックにその実施実績を記録しておくことに関す

る要求事項に変更はありません（MARPOL 条約附属書 VI 第 14.6 規則）。Gard の Loss Prevention Circular 

No.15-09「Low sulphur fuel changeover（低硫黄燃料への切り替え）」もご参照ください。 

 

しかし、現行の燃料切替え手順書を点検し、新タイプの低硫黄燃料を使用する場合の手順書を盛り込む

必要があります。HFO と低硫黄燃料の切替えに関する考慮事項は船舶ごとに異なります。以下の事項が

重要であると思われます。 

 

• 低硫黄燃料の使用や、設備・システムの変更の必要性の有無について各船舶のエンジンメーカー

やボイラーメーカーに相談し、助言を求めること。新しい低硫黄ハイブリッド燃料を使用する際

には、当該燃料の種類とエンジン型についてメーカーから異議なしとの見解（No Objection Letter）

を取得すること。 

• ECA 境界線を通過する前のどのタイミングで燃料切替えを行うかを決定しておくこと。運航上の

大きな課題の一つとなるでしょう。 

• 船上での変更が必要な場合には、船級協会または旗国の関与を求めること。また、主要船級協会

が発行している実務的な燃料切替えガイドラインを参考にすることを推奨いたします。DNV-GL は

最近、「Sulphur Limits 2015 – Guidelines to ensure compliance（硫黄分上限 2015 年 - 確実な遵守

のためのガイドライン）」を発行しました。また、2010 年に発行された、ABC の Fuel Switching 

Advisory Note（燃料切替え注意書き）では、MGO への切替えが船舶の運航、安全、設計に与える

影響に関するガイダンスを提供しています。他の船級協会や燃料検査会社も同様のガイドライン

を発行している可能性があります。 

• HFO と低硫黄燃料との混合安定性のチェックと、システムの検査・保守の適切な手順を燃料切替え

手順書に含めること。MGO を使用する際に温度、粘度、潤滑性に差があると焼付きや漏れを引き

起こす可能性があります。保守の実施間隔の短縮化が必要となる場合があります。 

• 手順書の運用を開始する際には、船員に適切な訓練と指示を与えるようにしてください。安全な

場所で、燃料切替えの練習を実施するようにしてください。 

• 規則を遵守していることを証明できるように、ログブックを適切に記録することの重要性を周知

するようにしてください。ECA に進入/退出する船舶は、ECA 進入前の燃料切替え完了時と ECA
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退出後の燃料切替え開始時に、タンク内の低硫黄燃料の量、日付、時刻、船舶位置をログブック

に記録しなければなりません。 

 

適合燃料を使用していても、切替えの時宜を失したり、実施方法が不適切であったり、記録を怠った場

合には、ECA の規則違反となります。 

 

4. バンカー供給 

 

バンカー供給に関する要求事項に特段の変更はありません（MARPOL 条約附属書 VI 第 18 規則）。旗国

およびポートステートコントロール（PSC）当局が規制遵守状況を監視できるように、バンカーデリバリ

ーノート（BDN）および供給された燃料油の代表サンプルを取得し、船上に保持しなければなりません。

以下の事項はいずれも重要ですので、忘れないようにしてください。 

 

• 購入者は注文するバンカーの品質を指定する責任があり、ECA 向けの燃料が必要な場合には、契

約仕様に単に ISO 8217 と MARPOL 条約附属書 VI 適合燃料を記載するだけでなく、「…with 
maximum sulphur content of 0.10 per cent m/m（最大硫黄分 0.10% m/m）」と明確に記述する必要

があります。 

• 切替えを問題なく行うには、既存燃料と低硫黄燃料の正確な硫黄分を把握しておくことが必要で

す。したがって、硫黄分に関して、BDN に単に「less than 3.50 per cent（3.5%未満）」や「less 
than 0.10 per cent（0.10%未満）」とだけ記すようなことは許容されません。切替え時間が把握で

きなくなってしまいます。 

• 引火点の高い燃料を低硫黄留出燃料と一緒に保管すると問題となる可能性があります。IMO は、引

火点が 60 度未満の燃料油の使用全般を禁止しているため（SOLAS 条約第 II-2 章 4.2 規則）、低硫

黄燃料の給油作業の際には BDN の引火点の欄に特に注意してください。 

• 新等級の低硫黄舶用燃料の供給に関しては、上記の第 3.2 項を参照してください。 

• 供給される低硫黄燃料の硫黄分がほぼ上限値に近い場合、他の高硫黄燃料がごく微量混ざってし

まうだけで規則不適合になる可能性があります。燃料の積込み時、貯蔵時、移送時と、燃料供給

系統における他の燃料との混合を回避するためには、細心の注意と事前計画が必要です。 

 

PSC オフィサーは、MARPOL サンプルを要求して、適合燃料が供給されていることを確認するだけでは

なく、エンジンの給油配管や戻し配管からサンプルを採取して、適合燃料が実際に使用されていること

を確認しようとするかもしれません。 

 

Gard の Loss Prevention Circular 05-11「Bunker Sampling（バンカーのサンプル採取）」では、サンプル

の採取と取扱いについて説明しています。また、記事「Bunker Contracts（燃料油に関する契約）」では、

バンカーの供給契約に関する責任や問題点に関する有益な情報を提供しています。 

 

5. 遵守に対する船主と運航者の責任 

 

MARPOL 条約附属書 VI を遵守することは船主の責任です。しかし、通常は、さまざまな形式の用船契約

条項に従って定期用船者がバンカー購入の義務を負います。通常、バンカー条項には ISO 8217 仕様書と

MARPOL 条約附属書 VI の要求事項に適合する具体的な燃料等級が記載されています。しかし、不遵守の

場合の責任は船主に向けられることが多いため、用船者が適合燃料を供給できなかった場合に備えて、

適切に補償される体制を確保しておくことが極めて重要です。 

 

BIMCO は、船主と運航者の権利と責任を釣り合ったものにすることを意図した用船契約条項を 2005 年に

発表しました。Gard でも記事「New BIMCO bunker fuel sulphur content clause（BIMCO の新しいバンカー

燃料硫黄分条項）」の中でその詳細を取り上げました。同条約を要約すると、用船者は、船舶が排出規

制ゾーンの硫黄分上限を常に遵守できる性状と等級の燃料を供給しなければなりません。一方、用船者

がかかる燃料供給を実行した場合には、船主が、MARPOL 条約附属書 VI 第 14、18 規則に対する遵守
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（すなわち、許容硫黄分の燃料を使用できるようにし、それを使用すること）について責任を引き受け

ることなります。 

 

より厳格化された硫黄分排出制限が 2015 年に施行されることに伴って多くの問題が生じる中、ISO 

8217:2010 または 2012 の推奨仕様を採用することがこれまで以上に重要です。用船者の観点からは、

船舶を再用船に出している場合には燃料の規格の連続性を確保することも重要です。また、用船契約の

中に燃料の品質を正確に記載し、以下の場合に生じる、新しい硫黄分規制に関する責任の配分の問題に

対処する必要があります。 

 

• ECA 適合燃料を保管する船舶のタンク容量の制約により、より頻繁にバンカーを供給する必要が

生じたり、中断や遅延が生じたりする場合。 

• 高硫黄燃料に使用していたタンクの掃除に追加的な費用と時間がかかる場合。 

• 用船者が適合燃料を供給できずに、船舶が PSC による罰則の対象となる場合。 

• 長期用船の船舶が ECA に寄港する運航パターンに変更される場合。 

 

 

Gard の記事「Marpol Annex VI – New risks and challenges for owners and charterers（MARPOL 条約附属書

VI - 船主と用船者への新たなリスクと要求）」において、MARPOL 条約附属書 VI の遵守に関するいくつ

かの課題と、遵守しなかった場合に起こり得る結果について考察しています。 

 

6. ECA 各国による施行 

 

現在のところ、高硫黄燃料から低硫黄燃料に切り替えずに ECA に進入する船舶を防ぐ方法に関して、各

当局の間で統一された基準はありません。違反した場合の制裁措置に関しても同様です。こうしたこと

から、この新しい要求事項について、「不公平な施行」実態が生じることへの懸念を表明する声も上が

っています。 

 

最近のメディア報道によると、新要求事項を無視する意向の船主や運航者も存在するようです。そうし

た者らは、実際に取り押さえられる可能性が低い上に、罰金が科せられるリスクを考慮しても燃料費の

大幅な節約になると考えているようです。こうした姿勢に Gard は賛同いたしません。Gard は BIMCO に

よる以下の声明を支持します。「一つの ECA において全船舶に規則を遵守させることができないという
状況を各当局が見過ごすとすれば、それは極めて不公平である。規則どおりに運航する運航者が苦労を
する一方で、規則を遵守しない者が、規則の実施実態が不十分であることによって利益を得てしまう」。 
 

ECA 各国は、さまざまな監視と実施の手段を講じています。いくつかの当局は、遵守を確実にするため

に通常の取り組みをさらに強化させ、BDN、ログブックの記入事項やサンプルを引き続きチェックすると

宣言しています（米国など）。他には、空中監視や遠隔探査機といった、排出硫黄分を測定する新しい

技術を開発・使用することを計画している国もあります（デンマークなど）。そのため、BIMCO や ICS

など多くの組織が、ECA を使用する船舶が引き続き公平な条件で運航できるよう、適用される硫黄分上

限の断固たる実施を ECA の各国政府に対して呼びかけています。 

 

7. 燃料油が入手できない場合 

 

バンカーサプライヤーが世界中の主要バンカー港において低硫黄燃料の将来の需要を満たせるのか否か、

あるいは船主と運航者が最善の努力をしても ECA 進入前に必ずしも適合燃料を購入できないのではない

かなど、不確実な要素があることについては、規制者の間でも認識されています。船主と運航者は、こ

うした状況に起因する違反によって罰則等が科されることがないように、以下を実行することが極めて

重要です。 

 

• 適合燃料を入手するために講じた全活動の証拠を確保しておくこと。附属書 VI 第 18.2.2 規則によ

れば、船舶は、規則を遵守するために、計画航路を逸脱したり、航海を不当に遅延させたりする
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必要はありません。しかし、最善の努力の範囲には、航海開始前や ECA 進入前の航路上で代替的

な燃料油調達先を調査することが含まれるものと解釈されるのが一般的です。 

• 旗国、または ECA 内の目的港もしくは ECA 通過後の目的港におけるポートステートコントロール

（PSC）に通知を行い、自らの申し立てを裏付ける詳細な証拠を提供すること。 

 

ECA 進入前に適合燃料が購入できなかったことを立証する方法について、その詳細なガイダンスが以下

で提供されています。 

 

• パリ MOU による「Guidelines on Application of MARPOL Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area 

(ECA)（排出規制水域（ECA）における MARPOL 条約附属書 VI 第 18 規則の適用に関するガイドラ

イン）」 

• 米国環境保護庁の「Interim guidance on the non-availability of compliant fuel oil for the North 

American Emission Control Area（北米排出規制水域における適合燃料の入手不能に関する暫定ガイ

ドライン）」。米国では、電子ポータルサイトを通じて、燃料の入手不能通知を電子的に提出す

ることができます。電子ポータルサイトへのアクセス方法については、EPA のウェブサイトをご

覧ください。 

 

8. よくある不遵守と起こり得る結果 

 

より厳格化された硫黄分排出に関する要求事項が、各 ECA やカリフォルニア州などの特定の地理的領域

において、すでに一定期間施行されています。こうした先行事例によると、当局は、記録管理違反や

ECA やカリフォルニア州水域の相当に内側で燃料切替えが行われた場合を中心に、通告を発しているよ

うです。 

 

最近、カリフォルニア州において、船舶燃料系統の MGO の硫黄分を測定したところ、カリフォルニア水

域の上限値 0.10%をわずかに上回っている事実が判明したケースがありました。その原因は、MGO の給

油作業前にタンクが十分に洗浄されていなかったことにある可能性が高いことが分かっています。BDN

には適合燃料が明記されていたものの、タンク内に残留していた高硫黄燃料によって、それを使用する

時には MGO の硫黄分の上限を超えてしまっていたのです。 

 

適切な船員の訓練や意識の欠如が ECA 違反の根本原因となっていることもよくあります。Gard Alert

「USCG detains vessel for failure to use low sulphur fuel oil in the North American ECA（USCG、北米 ECA で

低硫黄燃料油の不使用船舶を拘束）」では、適合燃料を用意しておきながら、船長と機関長が最新の

ECA 規則を把握していなかったがために ECA を運航中にその適合燃料を使用しなかったケースが取り上

げられています。 

 

世界的に導入が進む、より厳格化された大気排出制限措置について十分に理解し、規則を遵守できるよ

うに準備しておく必要があります。2015 年 1 月 1 日以降、こうした規則・要求事項が、どのような厳密

さや一貫性をもって施行されることになるのか分かっていませんが、遵守しなかった場合、深刻な結果

をもたらす可能性があります。適合燃料を用意していない上に、それを入手するための最善の努力を尽

くしたことが証明できない場合、当局は、当該船舶に対して、計画航路から離脱して、そこで燃料の抜

き取りと交換を行うことを要求するかもしれません。そうなった場合は、航行遅延と追加費用が発生す

ることになります。また、罰金が科せられる可能性もあります。MARPOL 条約附属書 VI に関する過去の

例を参考にするならば、業界の対応が後れれば罰則はより大きなものになるでしょう。 

 

Gard 約款 47.1.c に基づき、汚染による罰金は、船舶からの汚染物資の「偶発的な流排出」によって罰金

が発生した場合のみ保険対象となります。そのため、要求事項が定める上限値を超える燃焼排ガスを理

由に罰金が科された場合、それは「偶発的」とはみなされないことをご認識ください。Gard の記事

「Marpol Annex VI – New risks and challenges for owners and charterers（MARPOL 条約附属書 VI - 船主と

用船者への新たなリスクと要求）」では、Gard の P&I 保険と応訴保険の MARPOL 条約附属書 VI に関連す

るリスクへの対応状況について詳しく説明しています。 



本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払ってい

ますが、Gard は本情報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

  

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文

から和文に翻訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべて

の点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との

内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡くだ

さい。 
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運航費用の節約と競争力の維持のために新要求事項を無視するという選択肢は、環境の観点からも、賢

明な船主と運航者にとっては、現実的なものではありません。 

 

 


