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フィリピンにおける船員クレーム – 契約では十分でない場合 
Crew claims in the Philippines – When the contract is not enough 

 
Gardをはじめとする各 P&Iクラブは、この 10 年間、フィリピンにおいて船員クレームに対する解

決状況が悪化していく様子を目の当たりにしてきました。何件かの不審な船員クレームにおいて公

的紛争解決機関が雇用主の法的な立場に対して示した姿勢は、注意を要するものとなっています。

いくつかの船主は、不満が非常に大きく、船員をフィリピン人から変更することを検討しています。 
 

 
 
フィリピン人船員は、世界中の船舶にとって、

その船員配乗上、非常に重要な位置を占めて

います。フィリピンには、質の高い船員の教

育に長い伝統があります。その結果、フィリ

ピンにおいて、船員クレームの申請が常態化

していることは驚くに値しないことかもしれ

ません。しかし、フィリピン人船員のクレー

ムを長く処理してきた経験を持つ各 P&I クラ

ブでは、法的根拠が疑わしい請求であっても、

その多くが請求人に有利な決定が下されてい

るのではないかという見方をしています。つ

まり、こうした要素が、事案の管理とリスク

の観点から、各クラブの大きな頭痛の種にな

っているのです。 
 
フィリピン人船員はすべて、フィリピン海外

雇用庁(Philippines Overseas Employment 
Administration [POEA])の標準雇用契約（POEA
契約）に準拠した基本給付額に基づいて雇用

されます 1。多くの船員は、労働協約

                                                             
1 Gard News195 号の掲載記事「Significant changes in the 
amended POEA contract（改定された POEA 契約の重大な

変更）（英文のみ）」を参照してください。 

(Collective Bargain Agreement [CBA])を追加で

締結しています。このことは、船員はPOEA契

約に定める最低限の権利を有する上に、CBA
が定める給付額の方が多い場合にはその条件

がPOEA契約の条件に優先するということを意

味しています。 
しかし、契約上の権利が存在しないのに、ク

レームが提出されることも珍しくはありませ

ん。例えば、POEA契約の条件に基づいて雇

用された船員が病気に起因して障害者となっ

たしまった場合、当該の病気が「業務に関連」

したものである場合に限って、船員には

POEA 契約の下で障害補償金が支払われます。

適用される CBAには、そのような要件が含ま

れていない場合があり、その場合、船員は、

理由のいかんを問わず、会社の医師が発行す

る就労不能障害の診断書に基づいて、補償金

の全額を受け取ることができます。しかし、

「全額受け取れるか、全く受け取れないか」

という状況においては、適用される追加の

CBAがない場合や CBAの条件がクレームの裏

付けとはならない場合でも、雇用主に対して

クレームを提出しようという気になるかもし

れません。クレームの中には、雇用関係に適

用されない CBAの条件に基づいて出されるも

のもあります。 
 
同様の例は、船員が締結している CBAには事

故に起因する障害に関して高額の補償金が定

められているが、病気に起因する障害につい

ては定められていないため、標準的な POEA
の条件が適用される場合です。怪我が原因で

はなく、病気が原因であるので、本来 CBAの

等級が適用されない場合であるのに、CBAの

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53016&p_subdoc_id=53028
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53016&p_subdoc_id=53028
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事故補償等級に準じた補償を求めるクレーム

が提出されることがあるのです。CBAの適用

の有無によって、金額の差は 10 万米ドルを超

えることもあります。適用される契約条件で

はなく、契約の最大の給付額に基づいてクレ

ームが出される傾向にあり、そのようなクレ

ームの多くを、国家労働関係委員会(National 
Labour Relations Commissions [NLRC])が認容す

るという状況にあります。 
 
躊躇する要因がない 
フィリピン人船員が雇用主に対してクレーム

を提出する場合、何らの経済的リスクも負っ

ていないことに留意しておくことが重要です。

つまり、裁判費用は発生しない上に、弁護士

は「不成功無報酬」の立場で、判決額を得な

い限り一切料金を請求しません。船員が負け

れば、弁護士側は何も得られません。しかし、

請求を勝ち取った場合、労働調停員が弁護士

費用として給付金に 10%を上乗せするのが一

般的であり、弁護士は、その給付金の半分を

弁護士料として請求するということが行われ

ています。裁判外で和解が成立した場合にも、

弁護士は多額の分け前が得られることになっ

ています。 
 
また、申立人が選任できる弁護士の数も多く、

診療所内や周辺でクライアントの勧誘に積極

的な弁護士事務所があることはよく知られた

事実です。 
 
早期の強制執行 
敗訴側は、裁判所の判決が確定するまで給付

金を支払う必要がないのが一般的ですが、フ

ィリピンは例外です。「早期の強制執行

(Premature Garnishment)」として知られる慣行

により、雇用主が NLRC の委員会レベルで負

けた場合には、執行命令が出されて、給付金

を支払われなければなりません。これは、労

働調停員から委員会に対して不服を申し立て

る前に、現地の権限を有する保証会社が既に

保証証書を担保として提供していたとしても

同じです。 
 
不服申立てが係属中であることを理由に支払

いを延期するよう裁判所に求めることはでき

るものの、それが認められる可能性は極めて

小さい上に、その処理には給付金の支払期限

よりも長時間かかるのが通常です。不服を申

し立てても、資産を凍結されるリスクがある

ことから、雇用主とその船員配乗会社には支

払う以外の選択肢がないという状況になりが

ちです。雇用主側には、執行期限までにクレ

ームの和解を試みたり、最終判決まで資金を

エスクロー口座に預託することで申立人に納

得してもらう機会がないことはないものの、

申立人側にそれに同意すべき誘因はほとんど

ありません。 
 
不服申立てに成功しても、雇用主が既に支払

った金銭を取り戻せる見込みはまずありませ

ん。 
 
船員寄りの機関 
後述の理由により、フィリピンの紛争解決機

関は極めて船員寄りです。これは、NLRC 制

度やその調停員や委員、本来の控訴審裁判所、

国家斡旋調停委員会(National Conciliation and 
Mediation Board [NCMB])にも言えることで、

結果的に、船員とその弁護士は、ほとんど法

的根拠のないクレームですら認められる可能

性が高いこと、和解の場合には補償金の水増

しが受けられる可能性が高いことを理解して

います。言い換えると、リスクが少ない上に

金額が上積みされる余地があることから、船

員と弁護士側の和解に対する意欲は乏しく、

各クラブにとって頭痛の種になっています。 
 
しかし、雇用主がこれほどまでに敗訴当事者

となることが多いのはどうしてでしょうか。 
 
NLRC は、労働雇用省の行政機関の一部であ

り、その調停員や委員は政治任用され、司法
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の管轄下にありません。したがって、政治的

な動機を背景に決定されている可能性があり

ます。NLRC は、懲罰に関する問題があって

も自己処理可能なため、NLRC 委員会または

上級裁判所（控訴裁判所または最高裁判所な

ど）によって判決が覆っても実質的な影響は

ないのです。 
 
また、フィリピン憲法は、裁判所は疑わしい

場合には雇用主ではなく被雇用者に有利に紛

争を解決しなければならないと定めています。

NLRC は、労働裁判所であり、ほとんどの事

案を労働者に有利に判断します。さらに、労

働調停員が先入観を持っていることが、最高

裁判所が整合性のない判決を出す一因かもし

れません。 
 
一貫性のない最高裁判所の判決 
PTC 対 NLRC 事件（2001 年）をはじめとする

様々な判決において、フィリピンの最高裁判

所は、「障害とは、その医学的意義ではなく、

収入を得る能力の喪失という点から理解すべ

きである。終身就労不能障害とは、被雇用者

が訓練を受けもしくは慣れた仕事と同種の仕

事もしくは同様の仕事、またはその被雇用者

と同じ知力や技能を持つ者であればできるは

ずの種類の仕事で賃金を得ることができなく

なることをいうのであって、完全に無力な状

態をいうのではない。障害補償においては、

補償されるのは傷害ではなく、労働が不可能

になって本人の収入を得る能力が損なわれる

ことなのである」と判断しました。実際、

PTC 対 NLRC 事件では、最高裁判所は、適用

される POEA契約の障害等級表（Schedule of 
Disability）と対応する傷害手当金表（Schedule 
of Disability Allowance）を無視しました。この

判決は、労働調停員が労働等級表を無視して

最高額の障害給付金を認めるという判断の根

拠となっています。例えば、船員が腰痛で障

害第 8 級との判断を会社の医師から受けた場

合であっても、労働調停員は、その船員が慣

れた仕事に戻ることができないという理由で、

最高額の障害給付金を船員に認めることがあ

ります。 
 
上記とは反対に、最高裁判所の判決の中には、

障害給付金の決定に際して POEA契約の表を

無視してはならないとするものもあります

（2008 年ヴェルガラ対ハンモニア事件(Vergara 
v. Hammonia)）。このように、最高裁判所が一

貫性を欠いていることから、労働調停員や委

員が判断する上での適切な指針が示されてい

ないのが現状です。このような判例の矛盾に、

多くの雇用主はもどかしさを感じています。

最高裁判所が会社の医師の障害等級を基に給

付金を認めた事例があっても、それは気休め

でしかならないのです。 
 
最高裁判所の一貫性の欠如でさらに問題にな

るのは、120/240 日ルールに関することです 2。

120/240 日ルールは、実際の病状を考慮しない

で船員が無能力状態にあった日数のみに基づ

いて最高額の障害給付金を支払うことを正当

化するために用いられてきました。NLRCは多

数の事案を抱えており、速やかに判断するこ

とへのプレッシャーがあることから（法律上、

NLRCは、海外労働者のクレームは申立てがあ

った日から 90日以内に解決しなければなりま

せん。）、船員の病気罹患中の日数を数える

だけで済むこのルールは便利であるというこ

とかもしれません。2012 年 10 月時点で、120
日ルールを支持した判決は 13 件あり、240日
ルールを採用した判決は 7 件でした。現在は、

240 日が主流のルールのようです。 
 
NLRC 
このように、NLRC は労働者の味方の制度で

す。手数料を一切支払わずに申立てが行えま

す。その手続きは非公式なものであり、主張

を証明するには、「実質的な証拠」（つまり、

合理的な者であるならば、結論の正当化のた

                                                             
2 120/240 日ルールについての詳細な情報は、Gard 
News189 号（2008 年 2 月/4 月）の掲載記事「人身傷害―フィ

リピンにおける終身障害」に記載されています。 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/63093/Gard%20News%20189%20JP%20-%20Personal%20injury%20-%20Permanent%20disability%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/63093/Gard%20News%20189%20JP%20-%20Personal%20injury%20-%20Permanent%20disability%20in%20the%20Philippines.pdf
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めに受け入れるであろう証拠）があれば十分

なのです。最高裁判所の言葉によれば、「蓋

然性であって、確実性ではない」が補償の基

準です。 
NLRC は政府の行政機関の一部ですが、雇用

関係に関する紛争では準司法権を行使します。

その決定は控訴裁判所と最高裁判所の審査の

対象とはなっても、懲戒処分の対象となるこ

とはありません。したがって、最高裁判所の

先例に従わなくても、NLRC に実質的な影響

を及ぼすことはほとんどありません。 
 
業界の代表者らは、NLRC がより公正な紛争

解決の場となるだけではなく、手続きが透明

であり、不正行為がなくなることを期待して、

様々な管理上の問題について NLRC と協議を

行っています。 
 
例えば、電子抽選システムを通じて個々の労

働調停員に事案が割り当てられるようになっ

ていますが、労働者寄りの立場の特定の労働

調停員に多くの事案が割り当てられる一方で、

他の労働調停員には 1 件も割り当てられてい

なかったという事実が明らかになりました。

業界の代表者らは、NLRC との協議でこのこ

とを取り上げた結果、現在は、各労働調停員

が担当する事案数はほぼ均一化されています。

船員側に特に好意的でないと思われる労働調

停員にクレームが割り当てられた場合に、そ

れを他の労働調停員に割り当て直すために、

申立人がその申立てを一旦取り下げた上で再

提出するということもよく行われていました。

業界の代表者らによる指摘により、再提出さ

れた申立ては当初の労働調停員に割り当てら

れる旨を定めた覚書が締結されることとなり

ました。これで、申立人が、好意的な労働調

停員を実質的に指名することはできなくなり

ました。 
 
それでもまだ、NLRC制度には一層の改善が必

要です。反面、長期間の数字で検証した場合、

好ましい方向に向かっているのが分かります。

10 年前には、NLRCの事案の雇用主の勝率は

25%～30%程度であったものが、現在では、約

50%に上昇しています 3。このデータは、いん

ちきなクレームと引き続き戦う励みになるも

のでしょう。ただし、判断がNLRCの裁量に委

ねられた場合には、リスクが往々にして高く

なるということだけは認識しておく必要があ

ります。 
 
CBA／任意仲裁 
フィリピンにおける別の紛争解決方法は、

CBAに定める任意仲裁を利用することで、労

働大臣もこれを推進しています。しかし、任

意仲裁はまだ初期段階にあり、適切な仲裁人

として、誰を選んで CBAに記載するかは、目

下検討中です。CBAでは、任意仲裁で従うべ

き手続きも詳細に定める必要があります。 
 
適切な調査と事実認定―損失緩和策の効果的

な形 
クレームに関して適切かつタイムリーに調査

するには、文書やその他の関連情報の収集に

おいて、被告弁護士、雇用主、船員配乗会社

が密接に協力する必要があります。特に重要

なことは、適用される CBAがある場合にはそ

れを早期に確認することです。また、会社が

指定する医師の診断書の正確性も極めて重要

です。このように対応することで、雇用主と

船員配乗会社側は、公正な決定を得られる可

能性を高めることができます。 
 
雇用主と船員配乗会社は、問題を可能な限り

速やかに Gardおよび現地の P&I コレスポンデ

ントに報告する体制を整備すべきです。こう

することで、初めから適切に処理できるよう

になります。残念ながら、240日を超えて治療

が施された上に、申立てが提出されるまで報

告されなかった事案もあります。120/240日ル

ールの普及に伴い、このような協力の遅れは、

敗訴につながると考えられます。 
                                                             
3 Gard のコレスポンデント Del Rosario & Del Rosario による

統計データ。 
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裁判所に提出する診断書が適切に作成されな

いケースもあります。診断書には、船員の送

還理由となる病状に対する医師の見解が記載

されるのが通常ですが、送還とは直接関係の

ない持病が診断書に記載されてしまうと、ミ

スリードする可能性があります。例えば、送

還の理由は軽微な骨折であるが、診察中に高

血圧が見つかったというようなケースです。

船員に高血圧を理由とする給付金を受ける取

る権利がない場合は、診断書に、このような

病状を記載するべきではありません。 
 
契約の適切なドラフティングが損失防止策と

なる 
疑わしい場合に被雇用者に有利になるような

制度下においては、契約書の条項は明確性と

正確性を確保することが重要です。クレーム

が生じた場合、契約書が曖昧な場合は雇用主

側に不利な解釈がなされるため、その時点で

後悔しても手遅れです。したがって、CBAの

条項をドラフトする際には、定義の追加、曖

昧な表現の削除または言い換えが必要です。

「事故（accident）」などの重要な用語は定義

可能です。また、障害給付金は専ら障害等級

表をベースに決定されること（治療日数をベ

ースに決定されないこと）という趣旨の条項

など、POEAの条件に一定の抗弁を備えてお

くことも可能です。 
 


