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シップリサイクル条約への対応 
コンサルティングサービスのご紹介  
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 IMOにおいて，シップリサイクル条約が採択 
  （2009年5月15日，香港） 
 正式名称: “Hong Kong International Convention for the 

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009”
「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための
香港国際条約（仮称）」 

シップリサイクル条約の採択 
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以下発効要件達成から24か月後に発効 

発効要件 発効の見込み 

① 15か国以上が締結 EU加盟国(28か国，20％)の締結 

② 締結国の商船船腹量の合計
が40％以上（船主国条項） 

上記に加え，パナマ(21％)，中国
(4％+香港7％)の締結 

③ 締結国の直近10年における

最大年間解撤船腹量の合計
が締結国の商船船腹量の3％
以上（解撤国条項) 

上記に加え，インドの締結 

批准加入国：ノルウェー(2013/06), コンゴ（2014/05）, フランス（2014/07） 

署名国：   イタリア, オランダ, セントクリストファー・ネーヴィス, トルコ 

シップリサイクル条約の発効要件 
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関係者 課題 

機器メーカー様 材料宣誓書（MD）及び供給者適合宣言
（SDoC）の作成 

造船所様 新船インベントリの作成 

船主様 現存船インベントリの作成 
就航中のインベントリの維持更新 

船舶リサイクル
施設様 

船舶リサイクル施設計画（SRFP）の作成 
船舶リサイクル計画（SRP）の作成 

条約対応のために何が必要か？ 

関係者の課題 
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インベントリの定義 
有害物質一覧表（インベントリ，IHM）は，「船上に存在する有害
物質，廃棄物，貯蔵物の量及び所在」を記載したリスト 

インベントリの目的 
船上に存在する有害物質の情報を明らかにすることで， 
 リサイクル施設における労働者の安全衛生の確保 
 環境汚染の防止 
 有害物質の代替物の開発，資源の有効利用の促進 

適用船舶 
国際総トン500GT以上の商用船 
＊適用除外「寿命の間，国内航海のみに従事する船舶」 

 

インベントリ 
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インベントリの構成 

記載すべき物質，物品 

インベントリ 

第I部 
船舶の構造及び機器に 

含まれる有害物質 

第II部 
運航中に発生 
する廃棄物 

第III部 
貯蔵物 

 

表
A 

禁止または制限される物質 
[アスベスト，PCB，オゾン層破壊
物質，有機スズ化合物の4物質] 

記載 － － 

表
B 

特定化学物質 
[カドミウム，鉛，六価クロム，水銀
等9物質] 

記載 

現存船は“可能な限り” 
－ － 

表
C 

潜在的に有害な品目 
[油類，廃棄物等] － 記載 記載 

表
D 

通常の民生品 
[家庭用電化製品等] － － 記載 

作成時期 
建造時 

現存船は発行後5年以内 
リサイクル前までに 
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第Ｉ部: 構造及び機器 
（インベントリ作成ガイドラインに示されている様式） 

7 

機器等の名称 船上の位置 物質名称 使用箇所 概算量 

インベントリの様式 
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製品の名称 船上の位置 概算量 

製品の名称 船上の位置 概算量 

第ＩＩ部: 廃棄物，第ＩＩＩ部: 貯蔵物 

インベントリの様式 
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基本的にシップリサイクル条約に沿った内容 

 規則の対象：        (1)船舶 (2)船舶リサイクル施設 
(3)リサイクル時の手続き・準備  

 適用船舶：     EU籍の国際総トン500GT以上の商用船       

 船舶の要件：        (1)有害物質の新規搭載禁止 
(2)インベントリ（IHM） (3)定期的検査 

 船舶リサイクル
施設の要件：        

(1)リサイクル施設の承認・検査 
(2)EUリストへの登録 

※ REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and 
Directive 2009/16/EC 

シップリサイクルに関するEU規則※ 



2015/11/25 01 

10 

 発効日： 2013年12月30日（＝適用日ではない） 

 適用日： 2015年12月31日以降で，EUリスト掲載施設の解撤
能力が250万LDTを超えた日から6か月後，もしくは，2018年
12月31日のいずれか早い日 

この期間で，EUリスト掲載施設の解撤能力が
250万LDTを超えた日から6か月後に適用 

2013年 
12月30日

発効 

2015年12月31日 
最短での適用日 

2018年12月31日 
最長での適用日 

EU規則の適用スケジュール 
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 新船は適用日以降 

 現存船及び非EU籍船は2020年12月31日から適用 
2020年12月31日 

EU籍現存船 
非EU籍船 
IHM適用 

IHMは，EU籍船だけではなく，欧州に寄港する非EU
籍船にも適用（PSCの対象） 

EU籍新船 IHM適用（全体適用日に同じ） 

2013年 
12月30日

発効 
2015年12月31日 
最短での適用日 

2018年12月31日 
最長での適用日 

EU規則によるIHM適用スケジュール 
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就航船(条約上“現存船”)への代替措置： 
“専門家”による図面/本船調査により作成 

新船方式 

現存船方式 

就航中は新船と同様の方法で 
インベントリを更新し，維持管理 

本船上に存在する製品の有害物質情報（MD及びSDoC）
を造船所が供給者より収集して作成 

インベントリの様式 
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新船インベントリは，造船所が，材料宣誓書（MD）及び供給者適
合宣言（SDoC）を供給者（メーカー等）から集めて作成 

IBM 

クラウドシステム 

  大量の紙資料の受け渡し・保管 
 MD内容を転記する際の間違い 
 有害物質含有量の計算負担 

課題 

インベントリ作成/管理支援システム 

（PrimeShip GREEN/SRM）の開発 

登録組織数：約2,300社 

新船インベントリ作成・維持管理システムの開発(NK) 
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 PrimeShip-GREEN/SRM 

インターネット上のデータベース 

船主 
船級協会 

メーカー 

船舶要目 MD 

・ インベントリの確認 
・ 機器入替時に 
   メーカーよりMD/SDoCを 
   回収，インベントリを更新 

・ MD及びSDoCの入力 

・ 承認 

造船所 

・ 船舶要目の登録 
・ 調達品リストに基づき， 
   MD及びSDoC提出を 
   メーカーに依頼 
・ ロケーションの設定 
・ インベントリ作成 

SDoC 
インベントリ 

本船 
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現存船インベントリ作成業務の提供 

 現存船インベントリは，インベントリ作成専門家が図面チェッ
ク，訪船調査等を経て作成 

 40隻の現存船インベントリ作成調査（トライアル）により専門
家を育成し， ㈱ClassNKコンサルティングサービス（NKCS）
に専門家として登録済 

NKCS提供サービス 
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船 主  様 

依 頼 ㈱ClassNKｺﾝｻ
ﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 
（登録専門家） 

 
船の調査 

インベントリ作成 

インベントリ 

鑑定書 

ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ承認 

訪船調査 

現存船インベントリ作成スキーム 

船主様へのサービス 
船主様は，NKCSへご注文頂くだけで， NKCSが専門家をアレンジし， NK承
認済みのIHMと鑑定書をご提供致します。 

高品質なサービスを適正なコストで 
NKCSは登録専門家によるIHM作成について高品質なサービスを適正なコス
トでご提供致します。そして，船主様のスムースな条約への適合をお手伝い
致します。 

日本海事協会 
 

インベントリ内容
の審査 

インベントリと本
船の一致を確認 

NKCS提供サービス 
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＜ステップ１＞ 必要な情報の収集 
 船舶の完成図書，マニュアル，一般配置図，同型船情報 など 

＜ステップ２＞ 分析と調査範囲の確定 
 表A物質は必須，表B物質は推奨 

＜ステップ３＞ 目視・サンプリングチェック計画の作成 
 ①目視ﾁｪｯｸ，②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｪｯｸ，③潜在的含有箇所 に分類 

目視・サンプリングチェック計画の審査 

＜ステップ４＞ 船上目視・サンプリングチェックの実施 
 検査不能箇所は潜在的含有箇所に分類 

＜ステップ５＞ インベントリ第I部等の作成 
 ①有害物質を含む，②潜在的に有害物質を含むに分類 

インベントリ第I部の承認 
（机上及び訪船調査に基づく検査の上，鑑定書の発行） 

専門家に
よる業務 

NK業務 

専門家に
よる業務 

NK業務 

現存船インベントリ作成スキーム 
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NKCS提供サービス 
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 図面調査 その１ 

船舶仕様書（船体部，機関部，電気部等）， 
一般配置図，機関室配置図，配管系等図， 
居住区域図，防火構造図，火災制御図， 
搭載機器等の予備品リスト，予備品発注リスト等  
↓ 
有害物質の有無・量・所在場所を判別/算出 

現存船のインベントリ作成手順 ステップ1, 2 
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＜ステップ１＞ 必要な情報の収集 
 船舶の完成図書，マニュアル，一般配置図，同型船情報 など 

＜ステップ２＞ 分析と調査範囲の確定 

 表A物質は必須，表B物質は推奨 

＜ステップ３＞ 目視・サンプリングチェック計画の作成 
 ①目視ﾁｪｯｸ，②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｪｯｸ，③潜在的含有箇所 に分類 

目視・サンプリングチェック計画の審査 

＜ステップ４＞ 船上目視・サンプリングチェックの実施 
 検査不能箇所は潜在的含有箇所に分類 

＜ステップ５＞ インベントリ第I部等の作成 
 ①有害物質を含む，②潜在的に有害物質を含むに分類 

インベントリ第I部の承認 
（机上及び訪船調査に基づく検査の上，鑑定書の発行） 
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 図面調査 その２ 
図面他文書の調査/評価に基づき，船上調査の指示
書となる「目視・サンプリングチェック計画」を作成 
・ 有害物質の有無・量を図面から特定できる場合 
→目視検査 
・有害物質の有無・量を図面から特定不能の場合 
→サンプル採取，または「潜在的に有害物質を 
  含む(PCHM)※」に分類 
※PCHM: Potentially Containing Hazardous Material 
 

現存船のインベントリ作成手順 ステップ3 
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＜ステップ１＞ 必要な情報の収集 
 船舶の完成図書，マニュアル，一般配置図，同型船情報 など 

＜ステップ２＞ 分析と調査範囲の確定 

 表A物質は必須，表B物質は推奨 

＜ステップ３＞ 目視・サンプリングチェック計画の作成 
 ①目視ﾁｪｯｸ，②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｪｯｸ，③潜在的含有箇所 に分類 

目視・サンプリングチェック計画の審査 

＜ステップ４＞ 船上目視・サンプリングチェックの実施 
 検査不能箇所は潜在的含有箇所に分類 

＜ステップ５＞ インベントリ第I部等の作成 
 ①有害物質を含む，②潜在的に有害物質を含むに分類 

インベントリ第I部の承認 
（机上及び訪船調査に基づく検査の上，鑑定書の発行） 
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文書評価の結果 
N: 有害物質無し 
Y: 有害物質有 
Unknown:有害物質の有無不明 
PCHM: 潜在的に有害物質含有 船上での確認方法 

V: 目視検査 
S: サンプル採取 

目視・サンプリングチェック計画の例 

確認結果を記録 

現存船のインベントリ作成手順 ステップ3 
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現存船のインベントリ作成手順 ステップ4 

 本船調査（目視・サンプリング） 

機関室内の機器を目視検査 

船上の「部品リスト」を調査 

保温材をサンプリング 

NKの立会検査 
専門家からのヒアリング 
有害物質の状況等の調査 
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＜ステップ１＞ 必要な情報の収集 
 船舶の完成図書，マニュアル，一般配置図，同型船情報 など 

＜ステップ２＞ 分析と調査範囲の確定 

 表A物質は必須，表B物質は推奨 

＜ステップ４＞ 船上目視・サンプリングチェックの実施 
 検査不能箇所は潜在的含有箇所に分類 

＜ステップ５＞ インベントリ第I部等の作成 
 ①有害物質を含む，②潜在的に有害物質を含むに分類 

インベントリ第I部の承認 
（机上及び訪船調査に基づく検査の上，鑑定書の発行） 

＜ステップ３＞ 目視・サンプリングチェック計画の作成 
 ①目視ﾁｪｯｸ，②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｪｯｸ，③潜在的含有箇所 に分類 

目視・サンプリングチェック計画の審査 
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 インベントリ（有害物質一覧表）の作成 

船上調査の結果を基に，インベントリ第１部を作成 

現存船のインベントリ作成手順 ステップ5 
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＜ステップ１＞ 必要な情報の収集 
 船舶の完成図書，マニュアル，一般配置図，同型船情報 など 

＜ステップ２＞ 分析と調査範囲の確定 

 表A物質は必須，表B物質は推奨 

＜ステップ４＞ 船上目視・サンプリングチェックの実施 
 検査不能箇所は潜在的含有箇所に分類 

＜ステップ５＞ インベントリ第I部等の作成 
 ①有害物質を含む，②潜在的に有害物質を含むに分類 

インベントリ第I部の承認 
（机上及び訪船調査に基づく検査の上，鑑定書の発行） 

＜ステップ３＞ 目視・サンプリングチェック計画の作成 
 ①目視ﾁｪｯｸ，②ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｪｯｸ，③潜在的含有箇所 に分類 

目視・サンプリングチェック計画の審査 
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現存船 新造船 

シップリサイクル条約鑑定書発行実績 

NKによる鑑定書発行実績 

 2014年新造船の内、20%が引渡時に鑑定書取得 

 お申込み受領済、300件以上 

23 23 
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インベントリ作成の所要期間及び費用 

所要期間 
①訪船調査前に1～2カ月以上（図面調査、ＶＳＣＰ作成等） 
②訪船調査に2～3日程度 
③訪船調査後に1～2カ月程度（調査結果の分析、ＩＨＭ作成） 
⇔図面調査着手からインベントリ作成まで少なくとも3～4カ月 
（考慮事項） 
専門家との事前打合せ、各種図面の準備、訪船調査の実施スケジュール・
実施場所（出来ればドック時。運航スケジュールとの調整。） 

図面調査、ＶＳＣＰ作成等 訪船調査 調査結果の分析、ＩＨＭ作成 

3～4ヶ月 

24 
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インベントリ作成の所要期間及び費用 

費用 
①インベントリ作成費用：おおよそ200万円から400万円程度+旅

費（ＮＫＣＳの場合） 
船舶の種類、大きさ、建造時期、訪船調査場所等により異なる。 
NKCSで個別に見積り。 

②ＮＫ鑑定費用は、新船方式と同じ。 
 

建造 運航 リサイクル 
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