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BIMCOの定期傭船契約用 EEXI移行条項の解説 

こちらは、英文記事「Under the lens - BIMCO’s EEXI transition clause for time charterparties」（2022 年 3

月 16 日付）の和訳です。 

 

 
 

国際海事機関（IMO）による既存船の燃費性能指標（EEXI）規制の施行が迫りつつあります。

傭船契約は規制移行期に柔軟に対応できるような内容になっているか。新しく締結予定の定期

傭船契約を EEXI規制に適合させるにはどうすればよいか。今回はこうした疑問を細かく見てい

きます。 

 

IMO は、炭素集約度を 2030 年までに 2008 年比で最低 40%低減する目標を掲げ、さらに 2050 年ま

でに約 70%低減することを目指しています。そして、こうした温室効果ガス（GHG）削減のための

気候目標達成を促すべく、エネルギー効率設計指標（EEDI）や、窒素酸化物（NOx）規制、硫黄酸

化物（SOx）規制を導入するなど、さまざまな対策をすでに講じています。昨年には、船舶の効率改

善のための新たな規制も採択しました。その 1 つが、効率の劣る老齢船を主な対象とした、既存船の

燃費性能指標（EEXI）規制です。2023 年以降も運航を続けるための切符と呼ばれることも多々あり

ます。 

 

規制移行期に傭船契約上の問題が発生しないよう、ボルチック国際海運協議会（BIMCO）は先頃、

定期傭船契約用の EEXI 移行条項を発表しました。施行を控えた今の時期に役立つありがたい条項で

す。BIMCO による GHG 削減関連の条項はこれが初めてで、今後も、排出量取引制度（ETS）や燃
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https://www.gard.no/web/updates/content/33263710/under-the-lens-bimcos-eexi-transition-clause-for-time-charterparties-
https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/2021_eexi_transition_clause
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費実績（CII）格付け制度に関する条項を発表していく予定です。本稿では EEXI 移行条項にスポット

を当て、この条項を契約当事者の方針により適した内容にカスタマイズする方法をご紹介します。 

 

はじめに：IMOによる脱炭素化のための技術対策である EEXIとは 

 

EEXI は、エネルギー効率設計指標（EEDI）の枠組みを既存船にも拡大し、新造船と同等の設計効率

を求める、船舶の燃費性能対策です。各船舶の EEXI は船舶の設計という固定要素を基に評価され、

気象・海象などその時々で変わる運航要素の影響を受けません。運航要素も含めた評価については、

燃費実績（CII）格付けという別の指標があります。EEXI とは、簡単に言うと、CO2排出量を輸送量

で割り、トンマイル当たりの CO2排出量をグラムで表したものです。式を簡略化すると以下のよう

になります。 

 

出典：Bureau Veritas 

 

EEXI の規制値を達成するには 

 

EEDI と同様、EEXI も達成のための具体的な規定があるわけではなく、改善後の性能が規制値を達成

していればよいので、どのような方法で規制に適合させるかは船主や管理会社、運航者に委ねられて

います。上記の式から明らかなのは、EEXI が以下の 3つの要素の関数であるということです。 

(a) 搭載エンジン出力（式の分子部分）。EEXI を決める最も重要なパラメーターの 1 つ。 

それから、分母部分の 

(b) 船速 

(c) 載貨重量 

です。 

 

EEXI 規制値を達成するために分子や分母の値をどう変えるかは船主が自由に決めて構いません。燃

費改善の方法として実用的なのは、大まかに分けると以下の 3つのいずれかになります。 

 

1. 出力の最適化：エンジン出力制限（EPL）、シャフト出力制限（SHaPoLi）、エンジン減定

格などによってエンジンの出力を落とし、その結果、船速が制限される。 

2. 省エネ装置や燃費向上技術の導入：低摩擦塗料、空気潤滑システム、風力補助推進、廃熱回

収システムなどの画期的な省エネ技術を取り入れることで、船体の抵抗減少やプロペラの推

力向上を実現する（参照：IMO サーキュラーMEPC.1/Circ.896）。 

3. 低炭素・ゼロ炭素燃料対応エンジンへの改造：エンジンを LNG やアンモニア燃料に対応で

きるよう改造する。 

 

EEXI 規制値を満たすために、船体の設計や搭載機関の変更が必要になる場合もあります。適合のた

めの対策を決める際は、以下のような要素を考慮することが必要です。 

https://marine-offshore.bureauveritas.com/insight/eexi-and-cii-dual-regulations-reducing-ships-carbon-impact
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• 設備搭載にかかる時間 

• 設備搭載にかかる費用 

• 設備投資の回収期間 

• 船齢と残りの予想耐用年数 

• 船速の低下 

• 船舶の市場価値 

• また、改善内容が傭船者やターミナルのベッティングポリシーを確実に満たすようにするこ

とも必要。 

 

出力制限 

 

DNV や Lloyd’s Register など各船級協会が明らかにしていますが、大半の船舶はエンジン出力制限

（EPL）やシャフト出力制限（SHaPoLi）を選ぶ傾向にあります。このような改善方法であれば、作

業範囲が最小限で済み、費用を抑えられ、早く実行できるからです。ただし、船速が落ちる可能性が

あります。船齢が高いほど出力制限も大きくする必要があり、最大航海速力が大きく下がってしまい

ます。 

 

• EPL：上書き可能ではありますが、船舶の最大出力を半永久的に制限（プロペラに送る出力

を落とす）する方法です。作業範囲が最も小さい方法の 1つです。パスワードで保護したソ

フトウェアや物理的なリミッターを使って、メインエンジンへの燃料供給量を抑えます（参

照：IMO 決議 MEPC.335(76)）。この方法を実施するにあたっては、低速航行を続けること

でエンジンの振動が増えるなどの悪影響がないか確認するため、メーカーや船級協会との協

力が必要になる場合があります。 

• SHaPoLi：マルチエンジンを搭載している船舶はこちらの方法も選択可能です。これは、シ

ャフトからプロペラに送られる出力を計算して制限する制御装置を取り付け、メインエンジ

ンそのものではなく、シャフトの出力を制限する方法です。EPLと同じく半永久的な対策で

すが、安全上必要な場合は、シャフト出力の制限を解除したり、予備の出力を使ったりする

ことができます。 

 

規制値達成の証明 

 

EEXI 規制の対象船舶は、2023 年 1 月 1 日以降、国際大気汚染防止証書（IAPPC）に関する最初の年

次、中間または更新検査の際に、規制に適合していることを旗国や認定機関（登録船級協会）に証明

する必要があります。認証を受けると、国際エネルギー効率証書（IEEC）が発行され、EEXI テクニ

カルファイルが承認されます。2013 年以降の建造船であれば、海上公試時に評価された EEDI があ

るケースも多く、それを EEXI 適合評価に使うことが可能です。一方、2013 年以前に建造された船

舶については、海上公試報告書の原本など評価に必要な書類が揃っていない場合もあるため、評価作

業は煩雑になります。このような場合、IMO は、船速とエンジン出力の分布の統計を取って大まか

https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/eexi/answers-to-frequent-questions.html
https://info.lr.org/eexi-compliance
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な基準速度を算出する方法を採用します（参照：IMO 決議 MEPC.333(76)）。ただし、この方法では

船速が最大 1 ノット下がってしまいます。 

 

BIMCOの定期傭船契約用 EEXI移行条項 

 

BIMCO が発表したこの EEXI 移行条項を詳しく見てみると、EEXI 規制が 2023 年から施行される

と、この規制への適合は船主の義務となることが明記されています。 

 

この条項では、規制に伴う改善方法で最も主流となる出力制限（出力の最適化）を中心に取り上げて

います。 

 

• EEXI 移行条項では、出力制限に必要な設備の取り付け作業にかかる時間と費用、また、作

業を進める上での手順を定めています。船主は、このような改善作業の計画・実行にあたっ

て傭船者の不稼働損失を発生させないよう相応の努力をしなければなりません。ただし、ど

うしても必要な場合には、改善のために船舶の役務提供を中断してもよいことになっていま

す。改善にかかる費用と時間は船主負担です。また、船主は改善作業の予定場所とスケジュ

ールを、作業開始の遅くとも 3週間前までに通知しなければなりません。 

• 傭船者は、船主から出力制限の作業計画の通知を受けたら、今後の航海予定を船主に連絡

し、変更の可能性が生じた場合もその都度連絡しなければなりません。 

• 船主は、改善作業の詳細と、改善後に見込まれる性能保証値を、合理的な期間内に傭船者に

通知しなければなりません。 

• 船主は、改善の実施（および認証）後、改善後の船舶の最大速力と燃料消費量を傭船者に通

知しなければなりません。改善後の最大速力と燃料消費量が傭船契約に記載されている現行

の性能保証値を下回る場合は、改善後の値を新たな性能保証値とします。傭船者は、改善後

の最大速力を超える速力で航行するよう船舶に指示をしてはいけません。 

 

また、この EEXI 移行条項では、前述の「EEXI の規制値を達成するには」の段落で挙げた 2 番目と

3番目の燃費改善方法については、傭船者の同意と承認を受けることを条件としており、傭船者はそ

の同意と承認を不当に保留したり遅らせたりしてはならないと定めています。 

 

EEXI移行条項のカスタマイズ 

 

EEXI 移行条項を傭船契約に摂取しようと考えている船主や傭船者にとって、交渉で念頭に置いてお

くべき事柄は他にもいくつかあります。 

 

燃費向上技術の導入 / エンジンの改造 

 

燃費向上技術の導入や、低炭素燃料対応エンジンへの改造を検討している船主は、このような改善を

施す権利を傭船契約に盛り込む交渉をするとよいでしょう。出力制限以外の改善を施す場合や出力制

限の他にも改善を施す場合には傭船者の合意と承認が必要、というのが EEXI 移行条項の基本スタン
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スですが、このような改善を施す権利を盛り込んでおけば、合意と承認を取り付けられるか不安に感

じることもなくなります。 

 

船舶の性能と効率を高めるこのような改善提案を受け入れることは傭船者の利益にもなります。長期

の定期傭船者にとってはプラス要素です。効率が高く、パフォーマンスに優れた船舶は、カーボンフ

ットプリントが減少するだけではありません。船舶の燃費実績（CII）の格付けや、世界中での配船

の可能性、そしてとりわけ、排出量取引制度（ETS）が適用される場合には、その規制を満たすため

に必要な排出枠にも直結してきます。傭船中の GHG 削減に対して航海傭船者から注目が集まってい

ることを考えると、こうした改善によって船舶の市場価値が高まることは間違いありません。船主に

よる改善に定期傭船者が協力する明確なモチベーションになります。 

傭船者が改善に合意してくれそうであれば、当事者間で改善の流れについて話し合った上で条件を取

り決めましょう。取り決めるポイントは、傭船者の運航にできるだけ支障をきたさないような通知方

法、改善作業の実施・認証の費用負担、改善作業に伴うオフハイヤー期間（船舶が傭船者の手から離

れて、改善作業の実施・認証後に傭船者に再度引き渡されるまで）などです。 

 

また、燃費向上技術を導入する場合は、傭船契約上の他の義務に与える影響についても考えなければ

なりません。例えば、以下のような点です。 

 

• 技術の所有者と技術保守の責任者。船主の時間と費用で導入した場合、その技術は船体およ

び船舶の設備の一部となります。傭船者も時間と費用を負担している場合は、返船時にその

技術価値の所有比率をどうするか当事者間で話し合っておく必要があります。 

• 燃費向上技術によって船舶の性能と効率がアップした場合、効率に関する保証値など、船舶

の保証値の更新も検討が必要です。 

• 技術が故障した場合のオフハイヤーの扱い。このような技術が故障しても速力が下がること

はないかもしれませんが、特定の航海の GHG 排出量が増えるおそれがあります。航海中の

GHG 排出の責任が傭船者にある場合（特に、排出量取引制度が適用される地域を航行中の

場合）は、技術の故障に伴う余分な排出量の計算方法を定めておく必要があります。 

 

出力制限 

 

EEXI 移行条項は、EEXI の改善方法として出力制限を検討している船主にとって特に役立つ条項で

す。ただし、改善後の速力と性能保証値を計算する際は、制限方法の種類と、改善後の航海速力への

影響について、エンジンメーカーの推奨事項などを踏まえて注意を払う必要があります。 

 

EEXI 移行条項の第 C(V)項は出力制限後の最大速力に関する項目で、制限後の最大速力が現行の最大

保証値を下回る場合は、制限後の値を新たな最大保証値とするよう定めています。一般的に、傭船契

約に記載されている速力と燃料消費量の保証値は、最大速力ではなく、空荷時と積荷時の航海速力が

ベースになっています。最大速力で長時間航行することはほぼないためです。 
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例えば、最大速力 13.5 ノットの船舶が、出力制限をしない状態での航海速力を約 13 ノットと保証し

ているとします。すでに見たように、EEXI 規制に適合するには、同じ船種であっても老齢船である

ほど船齢の若い船舶より厳しい出力制限が必要になる場合があります。その結果、下の図のシナリオ

B（老齢船）のように、出力制限後の航海速力が 13 ノットを下回ってしまう場合は、次の点を考慮

した上で性能保証値を修正しなければなりません。 

 

(a) 出力制限によって下がった新しい航海速力 

 

(b) 船体とエンジンに与える影響（もしあれば） 

 

 
 

出力制限が航海速力に及ぼす影響の有無を簡略化して示したシナリオ 

 

性能保証値を更新する場合は、出力制限後の安全航海速力の最大値を採用するのがよいでしょう。老

齢船の場合は、前述の「規制値達成の証明」の項目でも解説したように、速力が下がってしまう可能

性も念頭に置いておく必要があります。 

 

出力制限によって速力が下がってしまう場合、傭船者は傭船料の値下げを交渉できるかという問い合

わせも何件かいただいていますが、それはあくまで当事者同士がビジネスとして話し合う問題です。

EEXI 移行条項は、傭船者に値下げ交渉を無条件に認めるものではありません。 

 

重要なポイント 

 

1. 早めに計画を立てる：EEXI 規制への適合完了までの猶予期間はもう 1年もありません。船

主にとって何より重要なのは、規制に適合するために必要な改善方法をきちんと理解して見

極めていくことです。そのためには、エンジンメーカーや船級協会など、あらゆるステーク

ホルダーと徹底的に話し合うことが必要です。



 

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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2. 協力がカギ：長期傭船の契約交渉を新たに行う場合、来年から始まる EEXI 規制適合のため

の改善が必要であれば、当事者間でその準備についても話し合っておく必要があります。こ

の規制に従うことで結果的に恩恵を受けるのは契約当事者全員です。2020 年に MARPOL 条

約で低硫黄分規制が施行されたときは、船主と傭船者が協力して取り組みました。今回も同

じように協力を続けていくことが必要です。 

3. 数値を確認する：船主は、改善作業が完了したら、必要な海上公試や計算を行った上で傭船

契約の性能保証値を更新するようにしましょう。そのためには、営業部門と技術部門が社内

でしっかり連携することが必要です。 

 

関連リンク 

 

 

Gardの刊行物 

 

• Insight：目標を定める：炭素排出量削減目標の達成 

• ウェビナー録画：目標を定める：炭素排出量削減目標の達成 

 

EEXIに関する最近の IMOサーキュラー 

 

• MEPC.1/Circ.896 - 2021 Guidance on treatment of innovative energy efficiency 

technologies for calculation and verification of the attained EEDI and EEXI（画期的省エ

ネ技術を用いた場合の EEDIおよび EEXIの達成値の計算・検証に関する 2021年版ガイドラ

イン） 

• MEPC.333(76) - 2021 Guidelines on the method of calculation of the attained energy 

efficiency existing ship index (EEXI)（既存船の燃費性能指標（EEXI）の達成値の計算方法

に関する 2021年版ガイドライン） 

• MEPC.335(76) - 2021 Guidelines on the shaft / engine power limitation system to 

comply with the EEXI requirements and use of a power reserve（EEXI規制適合のための

シャフト/エンジン出力制限システムおよび予備出力の使用に関する 2021年版ガイドライ

ン） 

 

その他リンク 

 

• EEXIの概要（DNV社作成。出力制限に関するよくある質問などを掲載） 

https://www.gard.no/web/updates/content/32288504/-taking-aim-reaching-carbon-emission-reduction-targets-japanese-html
https://vimeo.com/539496007
https://www.gard.no/Content/33263698/cache=20221603153635/MEPC_1Circ.896.pdf
https://www.gard.no/Content/33263698/cache=20221603153635/MEPC_1Circ.896.pdf
https://www.gard.no/Content/33263698/cache=20221603153635/MEPC_1Circ.896.pdf
https://www.gard.no/Content/33263698/cache=20221603153635/MEPC_1Circ.896.pdf
https://www.gard.no/Content/33263699/cache=20221603153718/MEPC.333_76.pdf
https://www.gard.no/Content/33263699/cache=20221603153718/MEPC.333_76.pdf
https://www.gard.no/Content/33263699/cache=20221603153718/MEPC.333_76.pdf
https://www.gard.no/Content/33263699/cache=20221603153718/MEPC.333_76.pdf
https://www.gard.no/Content/33263702/cache=20221603153754/MEPC.335_76_Guidelines.pdf
https://www.gard.no/Content/33263702/cache=20221603153754/MEPC.335_76_Guidelines.pdf
https://www.gard.no/Content/33263702/cache=20221603153754/MEPC.335_76_Guidelines.pdf
https://www.gard.no/Content/33263702/cache=20221603153754/MEPC.335_76_Guidelines.pdf
https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/eexi/index.html
https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/eexi/index.html

