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クリティカルマスへの到達 
Building critical mass 

 

 

 
Claes Isacson 

CEO 

 

2013 年の第 1 四半期は、例年同様、P&I 保険

の更改と期末の処理で大変多忙な四半期とな

りました。また、海上保険マーケットに関す

る多くの課題にも継続して取り組みました。

2012 年には、世界貿易の成長率が若干の伸び

を示し、海上貿易も全船舶部門で約 4%の増加

とはなったものの、船舶業界にとって 2013 年

は引き続き厳しい年になると予想することが

順当な見方です。これに、経済の現状が相ま

って、保険購入者の慎重な行動を促していま

す。 

 

船主はコスト削減の方策を模索しており、保

険各社はその対応に動くことになるでしょう。

このことは、特にヨーロッパ北部やスカンジ

ナビア諸国など、保険マーケットが極めて激

しい競争状態にあるところではより鮮明です。

特に相互保険については、新造船の保険料の

低下が続いており、非常に大きなクレームが

続いた年であったものの、加入船腹量は減少

していません。2013 年の更改期間中に、P&I

クラブ間において、メンバーと加入トン数に

最近例を見ないほど大きな動きがあったこと

は広く知られているところです。 

 

このような市場環境下においても、2013 年

P&I 保険の更改は順調に進めることができま

した。特に相互保険の更改が好調で、加入ト

ン数ベースで 400 万総トン増加し、9 年連続の

純増となりました。過去 12 か月間では、加入

トン数は 7.3%増加し、合計 1 億 7,440 万総ト

ンとなりました。これは、新規船主の加入数

と、既存船主の加入船数の両方が増加した結

果です。特に、スカンジナビア諸国、アジア、

そしてドイツの市場が好調でした。 

 

ただし、保険料だけが評価されたわけではあ

りません。ブローカーや保険購入者の皆様か

ら、財務の安全性が重要であるという声が寄

せられています。つまり、クリティカルマス

に達するには、予測可能性、健全なバランス

シート、広くかつ深い専門能力を備えている

必要があるのです。また、ベストなディール

を確保しようと更改契約の締結時期を遅らせ

る動きがあったことも、優れたサービスと迅

速な書類発行能力に高い評価を得ている当ク

ラブにプラスに作用しました。 

 

健全な財務基盤の構築 

マーケット全体のクレーム環境は、小規模ク

レームの増加と、大規模な災害事故のコスト

の著しい上昇により、総じて厳しいものとな

りました。レナ号の座礁事故とその後の海難

残骸物の除去作業、そしてコスタコンコルデ

ィアの座礁事故（過去最大かつ最も高額な海

難残骸物除去作業となった）が大きな影響を

もたらしました。さらに、現在の低金利環境

は、投資市場も厳しい状況にあることを示し

ています。 
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このように、引き受け、クレームおよび投資

の全般にわたって多くの課題に直面しながら

も、当クラブは、2012 年度に良好な業績を達

成することができました。これにより、当ク

ラブが過去 10 年間にわたって築いてきた堅固

で強靭な事業基盤を、メンバーとクライアン

トの皆様に再度お示しすることができたので

はないかと思います。当クラブの保険事業は

好調で、グループ全体のコンバインドレシオ

（ETC ベース）は 101%、税引き後剰余金は

9,900 万米ドルとなりました。 

 

補償対象の拡充 

当クラブは、この 3 月に新しい保険商品を導

入しました。この商品は、船上・船外のコン

テナの損傷・消失に対する損害を補償するも

のです（詳しくは、本号の別の記事で取り上

げています）。世界のコンテナ船団の大半に

P&I 保険や海上保険を提供している当クラブ

にとって、コンテナ自体を補償対象に含める

方向でポートフォリオを拡充することは当然

の流れです。定期船の運航業者は、その顧客

の輸送チェーンのコスト、時間、荷渡し、品

質に対して責任を負っており、その結果とし

て、貨物の輸送、保管、取り扱いなどの日々

の業務においてますます多くのリスクに晒さ

れつつあります。当クラブが隙間なく補償を

提供することは、大きな価値をもたらすもの

と思われます。 

 

当クラブは基本姿勢に変更なく、引き続き、

海運業界のメンバーとクライアントの皆様の

リスク管理と事後対応をサポートしてまいり

ます。これを実現するには、商品ラインナッ

プの拡充能力、強固な財務体質、幅広い専門

知識が不可欠なのです。 
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チュニジアとアルジェリアにおける「書類上の不足」に対するクレーム 
“Paper loss” claims in Tunisia and Algeria 

 
北アフリカにおける穀物貨物の不足に関するクレームの管理チェック 
 

 
 
このほどの国際穀物理事会（International 
Grains Council [IGC]）1の予測は、穀物と植物

油の世界的供給における問題を明確に示して

います。この問題は、特に北半球における穀

物収穫高に影響を及ぼす干ばつにより生じて

いるものです。こうした干ばつにより、穀物

貨物が大きく減少し、一部の運航業者にとっ

ては利益が出にくい水準にまで運賃が低下す

るおそれがあります。一方で穀物需要の減退

はみられず、穀物価格が比較的高値を維持す

る中で、特に北アフリカ諸国の穀物港に寄港

する船舶においては、貨物の数量不足クレー

ムを受けるリスクが高まっています。こうし

た不足は、実際の不足（盗難・グラブからの

漏れ等、物理的な事象によって生じる物理的

な不足）と、見かけ上の不足（計測精度の粗

さ、計算のずさんさによって生じる、計測差

である「書類上の不足」）に分類されますが、

本稿では、特に後者に注目することにします。 
 

                                                             
1 2012 年 12 月 7 日付けのプレスリリース

（http://www.igc.int/downloads/pr/prigcdec12.pdf） 

あるクレームの事例 
よくある残念なクレームの事例を 1 つご紹介

します。あるばら積貨物船の船主が、南アメ

リカのある港で穀物を船積みできるように船

舶の修理と、ドラフトサーベイ、ハッチシー

リングを手配しました。同船の船長は、航行

許可が出る前に、ドラフトサーベイの計測値

ではなく、それよりも大きい陸上での計測値

を船荷証券に記載するよう圧力を受けました。

同船は順調にチュニジア（またはアルジェリ

ア）の港に到着し、貨物の船卸し作業を開始

したところで、荷受人から不足の申立てを受

けました。そこから、担保の要求や、差し押

さえのおそれ、貨物関係者、P&I クラブ、コ

レスポンデンツ、サーベイヤーとの緊迫した

交渉などの悲壮な出来事が続き、最終的に、

よくある、いらだたしい結果に終わったので

す。 
 
幸運な船主の場合、P&I の保証状（LOU）と

引き換えに、運航遅延を回避し、クレームの

示談が図れる場合もあるでしょう。しかし、

クラブの LOUが受け入れられることは極めて

まれであり、銀行の保証を求められるのが通

常です。最悪のケースでは、申立人が公正な

条件の交渉に応じないことが明白な場合には、

高額な銀行の保証を提供しなくて済むように、

その場でクレームに関する支払いを行って、

船舶が差し押さえされないようにしようとす

る船主もいます。無力感を覚えて、船積みし

た貨物の引き渡しの際に生じた書類上の数量

不足を金銭の支払いで解決することを選ぶ船

主も多いのです。 
 
このような状況が、近い将来、変わっていく

と期待できるでしょうか。 
 

http://www.igc.int/downloads/pr/prigcdec12.pdf
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アルジェリアにおける不足クレームの現状 
船主らのフラストレーションが高まりつつあ

る一方で、アルジェリアでは、書類上の不足

に関する状況が落ち着いてきており、取引許

容差を認める現地の輸入業者が増加して改善

傾向すら見られるようになっていることが報

告されています。最近、書類上の不足に関す

るクレームの件数が減ったと指摘する向きも

あります。 
 
しかし、不足クレームが沈静化する気配はな

く、オランやベジャイアなどのアルジェリア

最大級の港を中心に発生しています。これら

の港で船卸しされる貨物は、ブラジル、アル

ゼンチン、黒海からばら積みされた黄トウモ

ロコシ、大豆粕、小麦がその多くを占めてい

ます。ただし、アルジェリアに輸入される穀

物貨物については、取引許容差が適用されつ

つあります。年間 500～600トンの穀物を輸入

する現地の大手輸入業者をはじめとする国有

企業は、船荷証券の総量の 0.5%の取引許容差

を認める傾向にあり、0.5%未満の不足につい

てはクレームを申し立てることは通常ありま

せん。 
 
一方で、年間 150～200 トンの家畜用の穀物を

輸入する民間企業は、柔軟性に乏しく、とう

もろこしや大豆粕の価格の上昇期には特に厳

しい対応が迫られます。取引許容差が認めら

れることはめったになく、船のドラフトサー

ベイによる重量は認められません。これは、

神聖な港の計量台秤が絶対であるということ

です。 
 
このような状況下で、運送人は、何を根拠に

不足クレームを防御すればよいのでしょうか。

また、そもそもクレームを防ぐためには何が

できるのでしょうか。 
 
アルジェリアは、ヘーグ・ルールを批准して

いるものの、実質上、国内法には取り入れら

れていません。アルジェリアの海事法では、

貨物の滅失毀損について、運送人が貨物を預

かった時点から荷受人に引き渡されるまで、

運送人が責任を負うと定められています 2。し

かし、貨物の滅失毀損が貨物の固有の欠陥ま

たはいわゆる「freinte de route」（通常の不足、

輸送中の一定の貨物の軽微な縮小、蒸発また

は劣化を意味するフランス語）から発生した

場合には、運送人は責任を免れます 3。つまり、

適用割合は定められていないものの、アルジ

ェリア法は、取引許容差を認めているのです。

しかし、残念なことに、裁判所ではその適用

に一貫性を欠き、「freinte de route」抗弁の意

味と適用範囲が明示された、参考となるよう

な判例はほとんどありません。 
 
このように、原則上は、賢明な運送人であれ

ば、有利なドラフトサーベイ結果、ハッチシ

ーリング／アンシーリング証明書、エンプテ

ィーホールド証明書を後ろ盾として、適用法

に基づき、アルジェリアの裁判所でも訴訟に

勝てるだけの相当十分な材料を揃えられるは

ずです。しかし、現実的に、これまで運送人

の責任が免除されたことを確認する判決が出

されていないことの背景には、結果の不確実

性に対する危惧に加えて、より重要なことと

して、アルジェリアの裁判所が取引許容差を

適用する意思があるかどうかを調べるのに多

くの時間と金銭をつぎこむことへの躊躇があ

るのかもしれません。 
 
アルジェリアにおけるロスプリベンション 
船卸港への到着時にハッチが完全に密閉され

ていることを確認するとともに、独立のサー

ベイヤーを選任して、荷役作業の監視、イニ

シャル／ファイナルドラフトサーベイ結果に

ついての荷受人との共同署名、エンプティー

ホールド証明書の発行を行うことが強く推奨

されます。数量不足は、漏れやすいグラブの

使用による船卸時の漏れや、トラックの過積

                                                             
2 アルジェリア海事法典（Algerian Maritime Code Article）第
802 条 
3 アルジェリア海事法典第 803 条 g 
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載や港湾労働者の不手際から生じる可能性が

あることを踏まえれば、上記の対策によって

クレームが生じないことが保証されるもので

はないものの、荷受人に不足の主張を思いと

どまらせることができる可能性があります。

特に、荷受人がジョイントサーベイへの参加

を拒絶し、明らかに法外な量の不足を主張す

る場合には、裁判所の鑑定人の選任も検討す

る価値があります。 
 
陸上の計量器には精度に疑義のあるものがあ

り 4、また、計量票の保管と重量の適切な計

測・記録が確実に行われるように予防措置と

してサーベイヤーが手配されることから、陸

側での計量段階は極めて重要なものであると

いえます。貨物を積載したトラックの計量結

果を追跡できるように、埠頭と台貫で荷受人

のトラックのタリーを行うことも意味があり

ます。当然、多くの日数を要する可能性のあ

る追加検査を実施するには、検査費用の増加

というデメリトが伴います。それよりもクレ

ームへの支払いにお金を充てた方が得策であ

ると感じる船主もいるでしょうが、そのアプ

ローチの欠点は、アルジェリア法では、陸側

で計量が実施されるまで貨物が荷受人に引き

渡されたとはみなされない可能性があること

であり、これが乱用される危険性があること

です。これらのアプローチのバランスをうま

く取ることは、経験上、困難です。 
 
検査指示書には、陸上の計測量と中間ドラフ

トサーベイの結果を毎日クロスチェックし、

大きな差異について調査することを含めても

よいでしょう。写真を用いて漏れを荷受人の

気づかせることや、必要に応じて、船長が

Letter of Protest を作成するのを支援することも、

指示の一部となるはずです。漏れた貨物は回

収し、荷受人のトラックに再度積み込み、陸

上の計量器で計量を行い、正品が荷揚げされ

                                                             
4 これは、+/- 2%を超えるもので、適切に調整されていない場

合はもっと悪い可能性があります。 

たものとして最終的な数字に加えられるべき

です。 
 

 
不足クレームがなくなる兆しはない。 
 
チュニジアにおける不足クレームの現状 
書類上の不足に係るクレームについては、ア

ルジェリアでは発生頻度が減少・横ばい状況

にあるのとは対照的に、チュニジアでは増加

しています。ここ数年、小麦をはじめとする

穀物のばら積み貨物の書類上の不足に係るク

レームが増加を続けています。チュニジアの

いずれの港も総じて同じ状況にあるものの、

なかでも、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、

アルゼンチンからの貨物は、他の地域から輸

送されてくる貨物よりもクレームを受けやす

いことが現地から報告されてきています。 
 
クレーム件数の増加理由として、同国の最大

かつ唯一の国有穀物輸入業者が取引許容差を

認めなくなったことがあるかもしれません。

アルジェリアとは逆に、国有輸入業者よりも

通常柔軟な対応を行う民間の輸入業者らは、

取引許容差を認めています。民間の輸入業者

は、不足の申し立ての担保として銀行の保証

を要求するのではなく、すべての当事者に受

け入れやすい解決策を探るという点において、

より現実的な対応を行う傾向にあります。と

はいえ、荷受人が民間企業であっても、不足

クレームが申し立てられる可能性が高いこと

には変わりません。 
 
国有の輸入業者と民間の輸入業者が採用する

取引許容差に対するアプローチが異なるのは、
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チュニジア海事商法典（Maritime Commercial 
Code of Tunisia [CCM]）とチュニジアが批准し

ているハンブルグ・ルールに基づく海上物品

運送に対する責任に関するルールとが矛盾し

ていることを反映するものです。CCMは取引

許容差を認めており、ハンブルグ・ルールは

認めていないことから、法律の立場は明確で

あるとはいいがたい状況です。とりわけ、チ

ュニジアの判例には、CCMの取引許容差が認

められた判決もあれば、ハンブルグ・ルール

の適用により取引許容差が認められなかった

判決もあります。また、判決の中には、両方

の制度を組み合わせて適用して取引許容差を

認めたように見えるものもあります。用船契

約や船荷証券に盛り込まれた契約条件の適用

のほか、適用すべき取引許容差の水準（穀物

貨物の場合 0.5%が一般的）を巡っても同様の

混乱が見られます。 
 
チュニジアにおけるロスプリベンション 
上記のような状況にかかわらず、運送人は、

運送人自身またはその代理店もしくは依頼人

が不足を生じさせないためのあらゆる合理的

な措置を講じたこと、不足の発生が運送人ま

たはその代理店もしくは依頼人の過失による

ものではなく、貨物の性質、航行距離の長さ、

気温や湿度の変化によるものであることを証

明できれば、免責されることがあります。貨

物の数量不足が過失によるものでなく、貿易

や貨物の性状に起因するものであることを運

送人が証明できるか否かは、入手できる証拠

次第であることから、適切な予防措置が講じ

られて、適切に記録されるような対策を実施

する必要があります。 
 
ハッチのシーリングやサーベイ等のアルジェ

リアで有効なロスプリベンションの対策は、

チュニジアにおいても有効です。このほか、

CCMによって提供されている選択肢である 5、

港湾労働者は荷送人または荷受人の使用人と

する旨の条項を、船荷証券および／または用

                                                             
5
海事商法典（Maritime Commercial Code）第 169 条 

船契約に盛り込むことが推奨されます。十分

な証拠による裏付けがあればCCMの条件に基

づく抗弁として取引許容差を使用することが

論理的に可能であることを踏まえると 6、これ

らの書類に最低 0.5%の取引許容差を盛り込ん

でおくことも無駄ではありません。 
 
船積港でのロスプリベンション 
アルゼンチン 7、ブラジル 8のほか、ルーマニ

アのコンスタンツァ 9のような評判の良くない

港等、特に問題の多い地域の船積港において

も一定の対策を講じる必要があります。それ

には、船積港で行われていることを理解する

ことから始めるのがよいでしょう。荷送人ま

たは税関が船荷証券と、場合によってはメー

ツレシートを陸上での計測量に基づいて発行

することを要求する地域もあれば、一方で、

船長が、自らが合理的に信じる船積み数量に

基づいてメーツレシートと船荷証券を発行し

なければならない場合もあります。ここで覚

えておくべきことは、計量値が売主と買主と

の間の支払いの基礎となることが多く、荷送

人には計量値の大きい船荷証券を受け取るメ

リットがあるということです。実際には輸送

していない貨物量に対する支払いを受けるこ

とは、荷送人にとって大きな魅力です。例え

ば、船荷証券への署名権限が他の者に与えら

れている場合など、船荷証券に記入される数

量に関して船長が関与できない場合もありま

す。この場合、代理店に対する船長の授権書

は、慎重に作成しなければなりません。理想

的には、メーツレシートに対する署名権限は

                                                             
6
海事商法典第 145 条 

7 Gard News195 号の掲載記事「Shore scale 
measurements in Argentina（アルゼンチンでの陸上計測）

（英文のみ）」を参照してください。アルゼンチン法では、荷受人

には、輸入貨物の最終数量を確認するために陸上での計測

量を使用するか、ドラフトサーベイを使用するかの選択権があ

ります。 
8 Gard News148 号の掲載記事「Cargoes of agricultural 
products – Short loading at Paranaguá（農産物貨物－パラ

ナグアでの積込み不足）（英文のみ）」を参照してください。 
9 Gard News190 号の掲載記事「Shortage of agricultural 
products loaded in Romania（ルーマニアで船卸しされた農産

物の不足）（英文のみ）」を参照してください。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52039&p_subdoc_id=52049
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52039&p_subdoc_id=52049
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52413&p_subdoc_id=52413
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52413&p_subdoc_id=52413
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53591
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53591
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代理店ではなく船長にあるべきであり、また、

用船契約には、メーツレシートに厳格に適合

した船荷証券だけを船長自らが発行するか、

自らを代理して発行させる旨を定めるべきで

す。 
 
実際には、問題が生じるのは、荷送人が陸上

の計量器で確認された数量を船荷証券に記入

することを希望しているが、これらの数量が

ドラフトサーベイで確認された数量よりも大

きい場合です。特に、船荷証券に記載された

数量は現地の法律上は運送人を拘束するもの

とみなされると考えられているため、0.5%
（合理的な現行の条件の下で適切に行われた

ドラフトサーベイの場合の通常の精度）より

差異が大きければ、荷揚港で不足クレームが

発生するリスクが高くなります。そして、荷

揚港において陸上での計測量を適用すること

により、不足クレームが悪化する可能性があ

ります。したがって、不足クレームが、船積

みされた数量と船卸しされた数量との比較で

はなく、陸上での輸送数量と受領した数量と

の比較に基づいて提起されることがよくあり

ます。ドラフトサーベイは、運送人が船積み

された数量を管理する唯一の方法であること

が多いものの、差異が 0.5%を超える場合には、

ドラフトサーベイによる数量と物理的な積込

み不足の可能性が反映されるような文言をメ

ーツレシートと船荷証券に付すべきです。こ

れ以外の場合には、P&Iの担保に影響が及ぶ可

能性があります 10。 
 
船のドラフトサーベイの結果が船積時の陸上

での計測量を上回ることは少ないと思われる

ものの、起こり得ることであり、クレバーな

荷送人であれば、船舶の積載数量のみが記載

された船荷証券を喜んで受け取るでしょう。

差異があれば常にまず調査し、その差異が大

                                                             
10 約款第 34 条第 1 項 x では、「貨物の説明またはその数量

もしくは状態の記載に誤りがあることを組合員または船長が知

りながら、船荷証券、貨物運送状、または運送契約を記載もし

くは証明するその他の船積書類を発行したことにより生じた責

任、費用および経費（原文は英文です）」は除外されています。 

きい場合、つまり、5%を超える場合には、注

意を要します。Gardでは、これまでに、ドラ

フトサーベイの計測や計算の結果が不正確で

あった事例を数多く目にしてきました。また、

ドラフトサーベイが波のあるときに実施され

た場合で、陸上での計測量を 0.5%上回る差異

が生じていれば、おそらく陸上での計測量の

方が正確であり、（したがって、船荷証券の

正しい数量である）といえます 11。 
 
少なくとも、船積港での予防措置には、ドラ

フトサーベイ 12、ハッチシーリング、関連証

明書の発行を含めるべきです。荷送人の代表

者を両方の検査に招き、検査報告書と証明書

への副署を求める必要があります。陸上での

計測量と船の積載数量との間に船荷証券には

記載されていない通常の差異がある場合（つ

まり、0.5%以内）、船長は、少なくとも、

Letter of Protestを出すべきです。 
 
船荷証券には「said to weigh」、「said to be」、

「weight, measure, marks, numbers, quantity, 
contents and value unknown」といった文言を記

載するべきです。これらは、少なくとも英国

法の下では、船荷証券は、輸送されたと記載

されている数量の一応の証拠にすらならず、

輸送されたと主張する数量を証明すべき立証

責任は貨物引取人が負うということを意味す

るものです。 
 
理想的には、これらの文言は、船荷証券の裏

に印刷（または印刷に追加）するのではなく、

船荷証券の表にタイプまたは手書きするべき

です。ただし、船主は、そのような文言が北

アフリカにおいて不足クレームを回避する有

                                                             
11 ドラフトサーベイには、誤って喫水標を読み、間違ってしまう

要素が多々あります。間違いが発生し得るのは、Light weight
（船のみの重量）、Constant（不明重量）、控除（例えば、バラ

スト、燃料等）、トリムの修正、水密度等のほか、喫水計算自

体においてです。 
12 Gard News153 号の掲載記事「The importance of draft 
surveys in the defence of claims for shortage of bulk 
cargoes（ばら積み貨物の不足に関するクレームの防御にお

けるドラフトサーベイの重要性）（英文のみ）」を参照してくださ

い。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
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効な解決策であるというような幻想を抱いて

はなりません。これらは交渉の助けとなる可

能性があっても、現地の裁判所での法的価値

としては問題があるかもしれません。 
 
用船者および用船契約 
ここで、不足クレームにおける用船者の関連

性と用船契約について触れておきます。用船

契約の文言が船荷証券に盛り込まれていたと

しても、用船契約で合意した取引許容差は、

船荷証券の第三者所持人に対する拘束力はな

さそうです。船主は、陸上での計測量に基づ

いて船荷証券を発行したり、不正確な数量が

記載された船荷証券と引き換えに補償状を受

け入れたりすることを用船契約で合意するこ

とは避けるべきです。裁判所がそのような補

償状は不正行為を助長するものであるとみな

して強制不能であるとの立場を取る危険性が

高いからです。用船契約によって、提示され

たとおりに船荷証券へ署名することについて

「補償」が船主に与えられていたとしても、

これは、限定的な保護にすぎません。船主に

は過失があってはならず、不足は船主が負担

することに同意したリスクから発生するもの

であってはなりません。このように、不正確

な船荷証券を発行すれば、補償請求が非常に

難しくなります。 
 
用船契約にInter-Club New York Produce 
Exchange Agreementを採り入れている場合には、

不足クレームは船主と用船者との間で均等に

配分される 13という点で、船主はある程度の

安心感が得られるでしょう。用船の条件に合

意することになったときに船主が交渉上有利

な立場にある場合、例えば、独立のドラフト

サーベイとエンプティホールド証明書によっ

て貨物の物理的な不足はないことが証明され

るときには、船主は、書類上の不足について

全面的に用船者に責任を負わせる条項を交渉

                                                             
13 P&I メンバーサーキュラーNo. 07-11「Inter-Club New York 
Produce Exchange Agreement 1996 (As Amended 
September 2011)（英文のみ）」を参照してください。 

することができるかもしれません。少なくと

もその方法によれば、用船チェーンの末端で

の書類上の不足に係るクレームの費用を、

往々にしてそういった費用を発生させる貨物

関係者に負わせることができるかもしれませ

ん。 
 
まとめ 
理想は、是正よりも予防を行うことです。た

だし、残念なことに、予防措置では、アルジ

ェリアとチュニジアでの書類上の不足のクレ

ームを完全になくすことはできそうにありま

せん。しかしながら、予防措置を講じれば、

運送人はクレームをよりうまく防御するため

の攻撃手段が得られ、可能な限り危険を抑え

ることができます。クレームが発生した場合、

当クラブとコレスポンデンツが協力して、で

き得る限りのサポートをご提供します。 
 
 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/19258061/Member%20Circular%2007%202011%20Inter-Club%20New%20York%20Produce%20Exchange%20Agreement%201996.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/19258061/Member%20Circular%2007%202011%20Inter-Club%20New%20York%20Produce%20Exchange%20Agreement%201996.pdf
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罰金はまだ負担に 
Fines continue to take their toll 

 
この記事では、Gardに報告された過去 5 年間の罰金事案の分析に基づき、同期間の統計と最近の傾

向をまとめるとともに、いくつかの厄介な国における状況の説明を行います。 
 
負担額 
平均すると毎年約 100～120件の罰金関連の事

案が Gard に報告されています。分析対象の 5
年間では、罰金関連のクレームに関連する

Gard の負担額は約 3,100 万米ドルで、1 保険年

度当たりの平均額は 600 万米ドルとなってい

ます。 
 
こうしたクレームがどの程度 P&I のてん補範

囲内に収まっているかも興味深いところです。 
 
Gard に報告された罰金のうち約 15%が P&I て
ん補の範囲外でした。この代表的なものは、

SOLAS条約や MARPOL条約の違反等、国内

の規制や国際的な規制の違反により課された

罰金です。 
 
Gard P&I 約款第 47 条では、てん補は、以下の

いずれかに関し、正当な管轄権を有する当局

によりメンバーに課されるか、またはメンバ

ーが法律上補償義務を負う第三者（もしくは

メンバーがクラブの承認を得て補償を行う第

三者）に課される罰金について認められます。 
 
1. 出入国に関する法律または規則の違反。代

表的なものには、船員に関する不正な申告が

あります。 
 
これに該当する罰金は、Gard に報告された第

47 条に基づく罰金のうちの 15%を占めます。 
 
2. 油その他の物質の偶発的な流排出またはそ

のおそれ。ただし、メンバーが第 38 条の汚染

責任保険を付保していることを条件とします。 
 

これに該当する罰金は、Gard に報告された第

47 条に基づく罰金のうちの 16%を占めます。 
 
3. 貨物の過渡しまたは不足渡し、物品の申告

または貨物の書類に関する規制の不遵守。た

だし、メンバーが第 34 条の貨物に関する責任

保険を付保していることを条件とします。 
 
これに該当する罰金は、Gard に報告された第

47 条に基づく罰金のうちの 34%を占めます。 
 
4. 密輸入または関税法の違反（加入船で運搬

された貨物に関するものを除く）。 
 
これに該当する罰金は、Gard に報告された第

47 条に基づく罰金のうちの 20%を占めます。 
 
上記の項目 3 と 4 に記載された罰金を、本稿

では「Customs Fine（税関の罰金）」と呼びま

す。残念ながら、Customs Fineは、件数、金額

の両方ともに増加傾向にあります。一部には、

新しい税関規則に対する違反や、当局への提

出書類のタイプミスや軽微な誤記載を理由に

罰金を科している国家当局もあります。 
 

 
報告された約款第 47 条に基づく罰金の割合 
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ホットスポット 
分析対象の 5 年間では、70 か国において罰金

に関するクレームが報告されています。その

うちおよそ 30か国においては、当該期間内に

1～2 件しか罰金事例が報告されておらず、特

段の問題とはなっていませんでした。 
 
他の 35 か国（地中海や黒海地域の多くを含む）

における当該期間内の罰金事例は 3～20件で

した。 
 
しかし、残る一部の国においては、異常に多

くのクレームが報告されていることから、該

当する地域の港に寄港する際は注意する必要

があります。厄介な国は以下のとおりです。 
 
アルゼンチン 
アルゼンチンは、船主が最もCustoms Fineのリ

スクにさらされている地域です。アルゼンチ

ンだけで、分析対象の 5 年間にGardに報告さ

れた罰金全体の 18%を占めています。貨物の

輸送に関するCustoms Fineについてはその比率

がさらに大きくなり、アルゼンチンだけで全

体の半数（47%）を占めています 1。 
 
アルゼンチンの税関では、税関規則の違反に

伴う罰金の支払いの担保として、税関職員が

Cash Deposit を要求するようになってきている

という好ましくない傾向がみられます。過去

において、このような担保要求は、船主と共

同で違反の責任を負う船舶代理店に対してク

ラブの保証状（LOU）を発行することによっ

て対処されていました。物品の申告漏れとさ

れた最近の事例では、完了まで最長 6 年かか

ると見込まれる調査が開始されるまでの保証

金として、税関職員によって Cash Deposit が
要求されました。預託金の額は、対象物品の

市場価額に基づいて税関職員自身が決定し、

最終的に課された罰金が Sash Deposit の額を超

えたことから、船舶代理店に対する LOUの発

                                                             
1 ロスプリベンションサーキュラーNo.13-10「アルゼンチン－現

地税関規則」（www.gard.no）を参照。 

行が必要となりました。対象の船舶には、指

定銀行口座に送金があるまでアレストされる

こと、そして支払い確認後も、リリースの事

務手続きに 48～72 営業時間を要する可能性が

あることが通知されました。 
 
アルゼンチンでは、貨物関連以外の関税法の

違反を理由とする Customs Fineも増加してい

ます。船用品、バンカー量、スペアパーツ等

に関する申告書の軽微な誤記載など、船舶か

ら税関当局への提出文書のタイプミスを理由

に多額の罰金が科された例もありました。こ

うした罰金の額は、税関職員が決定している

ようであり、その額は該当品目の市場価額を

超えることもよくあります。 
 
トルコ 
トルコは、分析対象の 5 年間に Gard に報告さ

れた罰金関連のクレーム全体の約 8%を占めて

います。貨物の Customs Fineに関するトルコ

の制度は、現地の船舶代理店が罰金の対応が

行えるという点でアルゼンチンの制度に類似

しています。しかし、トルコでは、船荷証券

または積荷目録で申告された貨物の数量と荷

揚げされた数量の差異がわずかである場合に

は、「積荷不足証明書（short shipment 
certificate）」または「訂正積荷目録

（correction manifest）」を発行することで

Customs Fineを回避できる場合があります。こ

の証明書または訂正書の発行手続きは形式要

件が厳しく、船積港の代理店の関与と文書の

公証・認証が必要となります。したがって、

そのような案件が発生した場合には、Gard ま

たは現地のコレポンにアドバイスと指示を求

めてください。 
 
2013 年 1 月 1 日、トルコ内の船舶へのスペア

パーツの引渡しに関する新たな税関規制が施

行されました。トルコの税関当局は、スペア

パーツの通関にインボイスの原本を要求する

ようになったようです。インボイスには、イ

ンボイス番号、日付、捺印／署名（コピーや

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21160785/13-10.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21160785/13-10.pdf
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デジタル署名でないもの）が必要です。現地

のコレポンは、該当する航空運送状とパッキ

ングリストのコピーを送付することも有用か

もしれないと指摘しています。パーツの引渡

しの遅延のみならず、インボイスの不提出に

対しても税関規則の違反として罰金が科され

る可能性があります。これまでのところ、

Gard にはこの新規則に関連した事案は報告さ

れていないものの、要件が極めて厳格である

ことから、厳格に運用された場合には、船主

に困難をもたらす可能性があります。 
 
しかしながら、トルコで課された罰金の大半

は、環境汚染に関するものです。この種の事

案の場合には、現地の弁護士と裁判所の鑑定

人を直ちに選任する必要があります。トルコ

の環境法は、汚染を発生させるおそれのある

活動に対する罰金を定めています。つまり、

未発生の汚染についても罰金を科せられると

いうことです。したがって、メンバーが汚染

の申立てを受けた場合には、先を見越した対

策を講じる必要があります。汚染に対する罰

金は巨額に上るおそれもあることから、状況

のモニターと、罰金が科された場合のサポー

トを委ねられる現地の専門家を確保するとよ

いでしょう。 
 
米国およびブラジル 
米国とブラジルでも、船主に多額の罰金がた

びたび科されています。Gard に報告された罰

金総数の 8%と 7%を米国とブラジルがそれぞ

れ占めています。米国では、上記の 4 分類す

べての罰金が科されていますが、汚染に対す

る罰金は数百万ドルの規模になる可能性があ

り大きな懸念となっています。 
 
ブラジルについても、4分類すべての罰金が科

されるおそれがあるものの、その大半はブラ

ジルの移民法に関連するものであり、具体的

には、船員または船員以外の乗船者（船員の

親戚等）にも適用され得るビザ要件の不遵守

に対するものです。 

 
ここしばらくの間、2003 年（第 185 号）ILO
条約もしくは 1958 年（第 108 号）ILO条約の

いずれかの非批准国の発行した船員の身分証

明書を持つか、またはパスポートに有効なブ

ラジルのビザの発給を受けずにブラジル内で

乗船または下船する船員にブラジル当局が課

した罰金をめぐって議論がなされてきました。

現在問題となっているのは、ILO第 185 号条

約を遵守しない船員の身分証明書に関する罰

金です。この条約は、その前身である第 108
号条約と異なり、旗国が外国人／非居住者に

船員の身分証明書を発行することを認めてい

ません。ブラジルにおける 2003 年 ILO条約の

適用に関しては、港湾ごとに当局のアプロー

チが異なる場合があるようです。ほとんどの

港湾の当局は 1958 年版の条約を適用している

ものの、リオをはじめ、2003 年版の条約を適

用している港湾当局もあります。2011 年 10 月

11 日にフィリピンが ILO第 185 条約を批准し

たことにより、この種のクレームの件数が減

少したことも参考までに付け加えておきます。

しかしながら、ビザ要件は、ブラジルに寄港

する船舶にとっては、今なお懸念事項である

ことから、メンバーにおかれては、ブラジル

の最初の寄港地に到着する前に、現地代理店

と緊密に協力して、同国のビザ要件に関する

詳細な情報を入手した上で、確実に遵守され

ることを推奨いたします。 
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英国水路部の ECDIS ワークショップ 
UK Hydrographic Office’s ECDIS workshops 

 
ECDIS を船舶に統合するためのアドバイスを提供 
 

 
 
航海のデジタル化が進みつつあります。商船

への電子海図表示情報システム(Electronic 
Chart Display and information system [ECDIS])の
搭載を求める、海上における人命の安全のた

めの国際条約（Safety of Life at Sea [SOLAS]）
の改正規定（改正 SOLAS）が、航海計画と運

航に電子海図を活用する新たな時代の到来を

告げています。デジタル航海システムの搭載

が義務化された場合、その対応はそれほど簡

単ではありません。安全、タイムリー、かつ

効率的な方法で改正規定を遵守するためには、

船会社は ECDISの船舶への統合計画を事前に

立てておく必要があります。 
 
ほとんどの大型船舶にECDISの搭載を要求す

る改正SOLASにより、船舶の航法は歴史的な

転機を迎えています。ECDISの搭載の義務化

は、2012 年から船舶の種類と規模に応じて適

用が始まり、2018 年に完了する予定です 1。

これは、船主や、運航業者、船長らに対して

デジタル航海への移行への対応を求めるだけ

でなく、航法データの作成担当者にも、

ECDIS搭載船舶ですぐに使用可能なデジタル

形式の高精度データを作成する大きな責任を

負うせることになるものです。英国水路部

（UK Hydrographic Office [UKHO]）は、世界

中の船舶のニーズを満たそうと、これまで以

                                                             
1 Gard News 第 208 号の記事「ECDIS implementation
（ECDIS の導入）」を参照してください。 

上に熱心に取り組みを進めています。英国海

軍本部ベクター・チャート・サービス

（Admiralty Vector Chart Service [AVCS]）は、

現在 12,000 以上の航海用電子海図を保有して

おり、独自に選定した、規模が大きく、通行

量の多い世界 200 以上の港湾を網羅していま

す。毎年、20 万件ずつ追加される情報に対し

て、三重チェックを行い、航法データの精度

の確保が図られています。 
 
デジタル化への移行において鍵となるのが早

めの準備です。市販されている ECDISモデル

は種類が数十種類以上あるほか、ECDISの型

式承認書、設置基準、認可訓練に関する要件

は旗国と船舶の種類ごとに異なるため、船主

と運航業者が考慮しなくてはならない事項が

多数あります。2013 年は、コンプライアンス

をいかに達成するかということに加えて、そ

れをどのように行動で示すかという実務的な

側面が重要になることから、船会社において

検討事項はさらに増えてゆくでしょう。 
 
これらを踏まえると、2013 年はデジタル航海

への移行に向けた重要な年になり、海運業界

が直面する様々な課題への対応が進むにつれ

て、変化のペースが急激に加速していくもの

と思われます。船主と運航業者は、ECDISの
統合に向かう多くの段階で重大な意思決定を

行う必要がでてくるでしょう。そこでの選択

を誤まれば、後に深刻な影響をもたらしかね

ません。こうした状況を背景として、デジタ

ル航海への移行に取り組む船会社を支援しよ

うと、UKHOによって次の 2 種類のワークシ

ョップが考案されました 2。 
 

                                                             
2 英国水路部は「Admiralty」ブランドを冠したグローバルな航

海関連製品とサービスを提供しているほか、ここで紹介したワ

ークショップの公式プロバイダーでもあります。 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734473/23_ECDIS_implementation.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734473/23_ECDIS_implementation.pdf
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デジタル統合ワークショップ 
1 つ目の「Admiraltyデジタル統合」ワークシ

ョップでは、ECDISの遵守、安全性、効率性

を確保するための 9 つのステップが紹介され

ます。このワークショップは、2012 年に、

1,000 名以上の世界の海運業界の代表者の参加

を得て開催されました。同ワークショップの

評判が高かったことから、2013 年も開催され

る予定です。 
 
このワークショップを主導した、ECDISと統

合船橋業務に関する世界的に有名な専門家で

ある Paul Hailwood 大佐は、同ワークショップ

への参加によって期待できる成果を次のよう

に説明しています。「多くの船会社は、

ECDISの準備の大変さを想像して尻込みし、

また、デジタル航海を船舶に導入する計画を

立てるのに必要な時間を甘く見積もっていま

す。このワークショップでは、改正 SOLASの

遵守方法の理解を促し、各船会社の船舶、乗

組員、業務に最も適した ECDISソリューショ

ンにたどりつくためのサポートを提供しま

す」。 
ワークショップでは、デジタル航海への安全

かつ効率的な移行を実現するために従うべき、

9 つのステップについての説明が行われます。 
 

 
デジタル航海へ安全かつ効果的に移行するた

めの 9 つのステップ 
 
第 1 ステップ 
デジタル航海への移行プロセスの第 1 ステッ

プは、保有船舶に対する SOLASの遵守期限を

確認することです。遵守期限は船舶の種類・

規模によって異なりますが、既存船の場合、

改正 SOLAS発効後の最初の検査の前に ECDIS
を導入する必要があります。 
 
第 2 ステップ 
船主は、確認した遵守期限内に、最初の

ECDISリスク評価を実施し、ECDIS導入プロ

セス中に保有船舶が直面する一般的なリスク

を確認するべきです。このステップは、スケ

ジュールを含め、ECDISの導入戦略を確立す

るために、船の乗組員と陸側のスタッフの双

方の視点に立って行う必要があります。 
 
第 3 ステップ 
移行プロセスの第 3 ステップは、ECDIS訓練

の計画を立案することです。乗組員が確実に

規定を遵守し、自信を持って ECDISを使用で

きるようになることが、デジタル移行の最大

の課題になると思われます。今から 2018 年ま

でに、最大 20万人の船舶職員が ECDISの総合

／タイプ別訓練を受けなければならないと予

測されています。いずれのコースも、STCW
条約（船員の訓練及び資格証明並びに当直の

基準に関する条約）(International Convention on 
Standards of Training, Certification and 
Wachkeeping for Seafarers, 1978)のホワイトリス

トに掲載された海事当局の承認を受け、船舶

職員が乗務する船舶の旗国の承諾を受けるこ

とが不可欠です。また、該当する ECDISメー

カーからタイプ別の訓練の承認を得ることも

重要です。 
 
第 4 ステップ 
船主は、ECDISメーカーを選択した後、その

ECDISを適切に設置しなければなりません。

ECDISの型式承認書が旗国の容認できるもの

であることを確認し、設置プロセスそのもの

に関する旗国と船級協会の双方の要件を遵守

することが重要です。また、ECDISのバック

アップシステム、冗長性、定期保守について

も検討を要します。 
 
第 5 ステップ 
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ECDISの設置と同時に、各船会社はそれぞれ

の事業、方針、業務上のニーズ、および船舶

に適した安全かつ効率的な ECDISの運用手順

を確立する必要があります。また、その手順

は安全管理システムに組み込むべきです。 
 
第 6 ステップ 
これまで、紙海図を使って安全な航海を実現

してきたのと同じように、ECDISを運用する

船会社は、必ず最新かつ正式な航海用電子海

図(Electronic Navigational Charts [ENCs])を使用

するようにしなければなりません。ENCsが入

手できず、かつ旗国の要求事項を満たしてい

る場合には、紙海図を正確にデジタルコピー

した航海用ラスター海図の使用が認められて

います。それには、Admiralty e-Navigator PC
アプリケーションなどのツールを用いて、船

内で海図を適切に管理することが必要です。

この方法は、電子海図のトップレイヤーとし

て表示される AdmiraltyInformation Overlay 
(AIO)を組み込むための最も簡単な方法であり、

ここには、船員向け AdmiraltyTemporary and 
Preliminary Notices to Mariners通知のほか、

ENCsと紙海図との間の大きな相違が強調表示

されます。 
 
第 7 ステップ 
保有船舶全体のリスク評価を終えたら、それ

ぞれの船舶と ECDISに固有の危険性と手順を

特定するために、個々の船舶の ECDISリスク

評価を実施する必要があります。この場合も、

船舶職員がこのプロセスに関与し、ECDISの

運用手順に必要な修正を加える必要がありま

す。 
 
第 8 ステップ 
ECDISの訓練、手順、設置を終えたら、旗国

から、各船舶の主要な航法ツールとして

ECDISの承認を受けることになります。これ

で、紙海図から ECDISに移行する準備が整い

ます。船舶職員に習熟させるために、移行に

数か月間かける場合もあります。 

 
第 9 ステップ 
最後のステップは、ECDISを船舶に実装する

ことです。これを効果的にサポートする方法

は、ECDISに習熟した船舶職員を配置して、

実装の支援、他の船舶職員への指導、共通の

基準の確立にあたらせることです。 
 
方針・手順に関連したワークショップ 
2 つ目の「ECDISの運用に関する方針・手順の

Admiraltyガイド」ワークショップは、1 つ目

のワークショップの参加者から出された、

ECDISの方針・手順について当局から求めら

れる要求事項とその策定に関するより詳細な

情報とサポートを求める声に応じたものです。 
 
主な航法ツールとして ECDISを使用すること

に関して SOLASが求める搭載要件を満たすた

めには、船舶の安全管理システムに ECDISの

運用手順を含める必要があります。このワー

クショップは、UKHO の専門知識を活用して、

この重要な要求事項を船会社が満たせるよう

にサポートを提供するものです。 
 
ECDISの導入に関する法的要件は、複雑であ

り、解釈が異なる場合があります。本ワーク

ショップではこれらの問題を明確にし、国際

基準で要求される項目と問題のチェックリス

トを提供します。これは、船会社が ECDISに

関する寄港国検査や第三者監査の準備を行う

一助となるものです。 
 
ECDISの運用に係る方針・手順は、構造的リ

スク分析プロセスを通じて策定すべきもので

す。本ワークショップでは、ECDISの運用に

伴うリスクと、それを最小限に抑えるための

制御方法を明らかにします。海運業界は、リ

スク評価には慣れてはいても、ECDISの危険

性と制御方法を特定するには、ECDISの専門

知識が必要です。UKHOでは、そのための十

分な知識を提供することが可能です。 
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まとめ 
UKHOは、200 年以上にわたり世界中の海図を

作成してきた経験をもち、今なお、航法デー

タに関する国際標準の確立を担っています。

UKHOの Admiralty紙海図とデジタル海図、そ

して出版サービスはほとんどの国際商船にお

いて使用されています。現在 12,000 以上の航

海用電子海図を保有する AVCSは、主要航路

や港湾をカバーする最も広範な公式海図を提

供しています。また、UKHOは ECDISワーク

ショップをはじめとして、海運業界のデジタ

ル航海への移行をサポートするにあたり、重

要な役割を果たしています。 
 
ECDISの搭載の義務化は、海運業界の多忙な

管理者や運航管理者にとって、タスクリスト

の一項目に過ぎないかもしれません。しかし

ながら、ECDISを最大限に活用するデジタル

移行に成功すれば、法的要件に遵守できるに

とどまらず、はるかに大きな恩恵を受けるこ

とができるのです。ECDISは、船橋における

状況把握力を高めることにより、安全性と運

航効率の向上をもたらし、ひいては商業利益

にもつながるものです。 
 
2013 年実施予定の Admiralty ECDISワークシ

ョップをはじめ、デジタル航海への移行に役

立つさらに詳細な情報が www.admiralty.co.uk
に掲載されています。 
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イタリアにおける責任の制限 
Limitation of liability in Italy 

 

イタリア、LLMC 条約の「ほどほどに」の枠組みに近づく 

 

 
 

欧州連合内のほとんどの国は、1957 年または

1976 年の海事債権責任制限条約（Convention 

on Limitation of Liability for Maritime Claims 

[LLMC]）とその議定書を批准し、関連法案を

立法化しています。しかし、イタリアは、海

事債権に関する責任の制限について独自の枠

組みを維持することを選択しました。数年前

に批准手続きが開始されており、イタリア政

府には 1996 年議定書で改正された 1976 年

LLMC 条約を批准する権限が既に付与されて

いるものの、批准手続きは未完了であるため、

イタリア法に基づく船主責任制限の可否につ

いては、現在のところ、イタリア航海法典

（Italian Code of Navigation）によって規定され

ています。 

 

航海法典の下での制限体系は、1957 年と 1976

年のいずれの LLMC 条約とも大きく異なって

おり、中でも、制限の利益は船舶の運航業者

にのみ与えられています。しかしながら、こ

の点に関して、イタリア裁判所は、イタリア

を旗国とする船舶が関わる事案にはイタリア

法のみを適用することに留意しなければなり

ません。イタリア裁判所は、船舶の旗国が

1957 年／1976 年 LLMC 条約の締約国である場

合には、同条約を適用するでしょう。 

2009/20/EC 指令 

上記にかかわらず、イタリアは欧州連合の加

盟国であるため、欧州連合が公布した規則や

指令の影響を直接受けます。欧州連合は、

2009 年 4 月に 2009/20/EC（保険指令）指令を

公布しました。この指令は、300 総トン以上の

船舶の船主に対し、1996 年 LLMC 議定書に定

める責任限度額を上限として、同議定書に基

づく制限に従って海事債権をてん補する保険

を維持するよう求めています。 

 

加盟国は、2012 年 1 月 1 日より前に、指令を

編入した法律を制定することが求められてお

り、その要求に従い、イタリア法令 2012 年第

111 号が 2012 年 8 月 10 日に施行されました。 

 

航海法典の改正 

しかしながら、法令第 111 号は、強制保険に

関する規定を盛り込んでいるだけでなく、イ

タリア海域で運航するイタリアの船主の責任

を制限する新たな枠組みを導入しています。

同法令は、航海法典の規定の改正を定めてお

り、これにより、同法典の制限の枠組みは 300

総トン未満の船舶にのみ適用されることにな

ります。300 総トン以上の船舶については、航

海法典は、1996 年議定書で改正された 1976 年

LLMC 条約第 II 章（責任の制限）とほとんど

同じ枠組みを採用しています。 

 

しかし、新たな枠組みの実施と適用には、以

下のような困難がいくつか生じています。 

－法令によると、登録船主と裸用船者のみが

自己の責任を制限することができるのに対し

て、LLMC 第 1.2 条では、「海上航行船舶の船

主、用船者、運航管理者または運航業者」は

条約に従って自己の責任を制限する権利を有

すると定められています。 
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－法令は、制限を受ける債権と制限から除外

される債権をリストアップしていません。 

－法令には、責任を制限する権利の喪失に関

する規定が設けられていません。これは、イ

タリア憲法の原則に矛盾する可能性がありま

す。 

－法令には、制限手続きに適用される手続上

の規則が定められていません。これはつまり、

航海法典の規則が引き続き有効であるという

ことを意味するはずです。 

 

また、1976 年 LLMC 条約が各国で施行された

後に発生する事故にのみ適用される旨を定め

る同条約第 9 条とは異なり、法令には、遡及

的に適用されるか否かを明確に定めた規定は

含まれていません。 

 

まとめ 

イタリア海事法協会（Italian Maritime Law 

Association）は、既に政府に与えられた権限に

従い、1976 年 LLMC 条約と 1996 年議定書を

直ちに批准するよう提案しています。実際に

は、LLMC 条約の批准と立法化は、イタリア

の枠組みと条約との矛盾を解消する賢明な方

法といえるでしょう。 

 

今後進展がありましたら、Gard News 上でお知

らせいたします。 
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22 年を経て、フランスの裁判所は責任の制限を認容 
Limitation of liability is upheld by French courts – 22 years on 

 

フランスの裁判所での裁判から 22 年を経て、漸く 1976 年 LLMC に従って責任を制限する権利が船

主に与えられました。しかし、申立人がフランス最高裁判所に上告する可能性があることから、裁

判はまだ終結したとは言えない状況にあります。 

 

 
 

はじめに 

IMO の各条約の基本原則の一つは、調和です。

これは、申立人の利益と、責任を負うことに

なる当事者（船主であることが多い）の利益

とを妥協させるということです。このことは、

民事責任条約等の条約でも明確です。この条

約では、事実上の厳格責任を認めることと引

き換えに、船主には、条約の範囲内にある債

権に対する自己の責任を制限する、ほとんど

不可侵の権利が与えられます。同様の調和は、

1976 年海事債権責任制限条約（Limitation of 

Liability for Maritime Claims Convention [LLMC]）

とその議定書でも見られます。LLMC は、責

任自体に関するものではなく、ここで確保さ

れている調和とは、条約の範囲内にある債権

に対する自己の責任を制限する事実上の不可

侵の権利を船主に与える一方で、これより前

の 1957 年の制限条約の下で適用される 1 トン

当たりの責任限度額を実質的に引き上げると

いうものでした。1976 年 LLMC のいくつかの

議定書により責任限度額が実質的に引き上げ

られましたが、制限を妨げるためのテストは

変更されていません。このことは、そのよう

な原則が各国によって広く受け入れられてい

ることを明確に示しています。制限を妨げる

テストは、1976 年 LLMC 第 4 条に以下のとお

り定められています。 

 

「責任を負う者は、損失を生じさせる意図を

もって又は無謀にかつ損失の生ずるおそれの

あることを認識して行った自己の作為又は不

作為により当該損失の生じたことが証明され

た場合には、自己の責任を制限することがで

きない。」 

 

この条文に基づく立証責任は申立人にあるこ

と、そのような立証責任を果たすことは非常

に難しいことが一般的に認められています。

例えば、「Limitation of Liability for Maritime 

Claims」（第 3 版）で、Griggs 氏、Williams 氏

は以下のように述べています（原文は英文で

す）。 

 

「[…]1976 年条約第 2 条(1)では、「次条及び

第 4 条の規定に従うことを条件として、…責

任の制限の対象とされる」と定められている。

これらの文言には、制限を主張する当事者が

第 4 条の規定の範囲内で制限を妨げる行為を

犯したことを証明する証拠が提示されない限

り、制限する権利が自動的に適用されるとい

う新制度の基礎となる基本理念が反映されて

いる。また、第 4 条の文言そのものからは、

制限する権利を争う者が制限を妨げる行為を

証明しない限り、制限する権利が存在するこ

とが明らかである。」 

 

にもかかわらず、明らかに上記の「基本理念」

を免れようとして随時、訴訟を提起する申立

人（LLMC や同様の条約の締約国である国を
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含む）がいます。そのような事案の一つがド

イツ船籍の小型船 HIEDBERG 号に関するもの

です。その事故は 1991 年 3 月に発生しました。

いくつかのフランスの裁判所で審理された後

にボルドー控訴院が 2013 年 1 月に出した判決

は、フランスが締約国である 1976 年 LLMC の

制限規定に依拠する権利を船主に与えたよう

です。しかし、申立人がフランスの最高裁判

所である破毀院1に上告する可能性があること

から、事故から 22 年が経過している今でも、

事件は終結したとは言えない状況にあります。 

 

HEIDBERG 号事件 

HEIDBERG 号は、水先案内人を乗せて 1991 年

3 月にボルドーを出帆しようとしていたところ、

操船を誤り、油桟橋に衝突し、大きな損壊が

生じたことに伴い、1976 年 LLMC に基づいて

船主が責任を制限することができるはずの金

額を著しく超える債権が発生しました。この

ような場合の通例に従い、船主は、事故後す

ぐに責任制限基金を設定しました。責任制限

基金が設定されたものの、現地の裁判所が、

船舶の差押えを解除することを拒否したため、

同船は差し押さえられたままボルドーに足止

めされる中、この事案がフランスの裁判所で

争われることとなりました。差押え解除の問

題については、フランス政府とドイツ政府の

外交的取引が行われ、1993 年の秋に漸く船舶

の出帆が認められるまでに、破棄院において 3

つの異なる審理が行われました。この取引が

どれほど外交的な判断で行われたものであっ

たかお分かりいただけるでしょう。 

 

しかし、長らく足止めされたことも、この後

に続く出来事の幕開けにすぎなかったのです。

船舶の差押えの解除を巡る問題が論じられて

いる中、フランスの別の法手続きが進められ

た結果、船舶が乗組員不足であったこと、そ

のような明白な乗組員不足が事故の原因また

は一因となったこと、そして、かかる乗組員

                                                            
1 破毀院(Cour de Cassation)は司法訴訟に関するフランスの

最高裁判所。破棄院とも表記される。 

不足であるとの主張は LLMC 第 4 条のテスト

を満足する「責任を負う者」の側の行為であ

ることを理由に、ボルドー裁判所は、船主は

自己の責任を制限できないとする判断を行い

ました。申立人への支払いが命じられた金額

は、船主の責任限度額の約 25 倍であったと言

われています。船舶の解除を認めてもらうた

めには、船主は、この金額を支払うより他は

なく、事故後 4 年ほどたって、同船は、漸く

ボルドーから出帆できるようになりました。

しかし、その際の乗組員の人数は事故当時と

同じであり、フランスまたはドイツから課さ

れた配乗水準に関する要求事項は適用されて

いないようでした。 

 

法律上の戦いは続きました。船主は、ボルド

ーの第一審裁判所の判決を受けて控訴し、引

き続き、自己の責任を制限し、申立人に支払

った超過額と考えられる金額を回収する権利

があることを主張しました。申立人はこれに

抵抗し、船主が制限手続きにおいて偽造文書

を裁判所に提出したとして、船主を刑事告訴

しました。この訴訟が刑事控訴裁判所によっ

て却下されたのは 2003 年になってからのこと

です。 

 

その 2 年後の 2005 年に、民事の控訴裁判所か

ら判決が出されました。控訴裁判所は、船主

は責任を制限することはできないとする第一

審裁判所の判決を支持しました。控訴裁判所

は、その判断にあたり、第一審裁判所での申

立人の申し立てとは逆に、船舶の配乗は適切

であったと判断しました。しかし、控訴裁判

所は、船主は効率よく協力し合えるように適

切な訓練を船長と乗組員に受けさせておらず

（ただし、この点を申立人は提起していませ

ん）、このことが制限を妨げる行為にあたる

と判断しました。そして、船主は、破毀院に

上告しました。2007 年、船主は上告で成功を

収めたものの、その根拠となったのは手続き

上の問題であるにすぎず、この事案で提起さ

れた根本的な問題は取り上げられませんでし
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た。また、この判決を受けて、破毀院は、問

題を控訴裁判所に差し戻したことから、船主

は、控訴裁判所が、2005 年に出した判決と多

少理由は違えども、同じ判決を出す危険性に

さらされることになったのです。 

 

その結果は、船主にとってほろ苦いものとな

りました。最初の判決と異なり、控訴裁判所

は、今回、事故は航行上の単純なミスによる

ものであり、船主の側には、自己の責任の制

限を妨げるような乗組員不足の問題やその他

の行為はなかったと判断しました。船主は、

漸くこの点で勝訴したのです。しかし、この

判決が出たのは、破毀院が事案を控訴裁判所

に差し戻してから 5 年、そして事故が発生し

てから約 22 年が経過した 2013 年 1 月のこと

です。申立人にはこの判決を破毀院に上告す

る選択権があるため、問題が終結したとはま

だ言えません。 

 

コメント 

かつて、あるイギリスの裁判官が「遅れてき

た正義は無いに等しい」とコメントしたこと

がありました。本事案が 22 年間も続き、まだ

終結しないかもしれないという事実は、当該

の法制度が優れている証になることはありま

せん。このような長期化がいずれかの訴訟当

事者から歓迎されているとも思えません。 

 

本事案と同じように、船主が 1976 年 LLMC に

基づく責任を制限しようとした試みに対して、

他の法域で提起された訴訟と比較した場合、

船主が責任を制限できる権利を否定したフラ

ンス裁判所の最初の判決は、LLMC 第 4 条の

文言とその解釈に矛盾するように思われます。

多数の「制限事案」が英国裁判所に提起され

ています。各事案は、もちろん、それぞれの

事実によるものですが、今日まで報告された

事案の中には、英国裁判所が「責任を負う者」

（つまり船主）の側の行為が制限する自己の

権利を妨げるようなものであったと判断した

事例はありません。制限問題を判断する際に

フランスの裁判所が適用するテストは「損失

を生じさせる意図をもって又は無謀にかつ損

失の生ずるおそれのあることを認識して行っ

た自己の作為又は不作為により当該損失が生

じた」かどうかではなく、重過失のテストで

あると（特に、著名なフランスの弁護士数名

から）言われています。 

1976 年 LLMC 等の国際条約が効果的かつ効率

的に機能するには、具体的な事案の訴訟がど

こで行われようとも、その解釈は一貫性をも

って行われる必要があります。船主に責任を

制限する権利を与えたボルドー控訴裁判所の

2013 年の判決により、将来、LLMC の解釈に

一貫性が確保され、他の船主が正義を獲得す

るのに 22 年も待たなくて済むようになること

が望まれます。 
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中国における死亡・人身傷害に係る賠償請求―新たな立法の展開 
Death and personal injury claims in China – New legislative development 

 

中国における死亡・人身傷害訴訟に関する審理規則の変更 

 

 
 

このほど、中華人民共和国の最高人民法院は、

1992 年の外国関連の海難事故の賠償事件の審

理規則（1992 年規則）を廃止し、死亡と人身

傷害に係る賠償請求には中国海事法典と「人

身傷害賠償事件審理の法律適用の若干の問題

に関する最高人民法院解釈」（2003 年解釈）

が適用されると判断しました。立法の展開に

関する以下の分析は、死亡に係る賠償請求に

基づくものですが、人身傷害に係る賠償請求

にも広く適用できるものです。 

 

一般事項 

1992 年規則の下では、死亡賠償金には、以下

のものが含まれています。 

1. 逸失収入 

2. 医療費 

3. 家族の精神的外傷の保証 

4. 葬儀費用 

5. その他の費用（身体の検査、交通費、宿泊

費、労働時間の喪失による逸失収入） 

 

2003 年解釈によると、死亡賠償金には、以下

のものが含まれています。 

1. 医療費 

2. 労働時間の喪失による逸失収入 

3. 看護費用 

4. 交通費 

5. 宿泊費 

6. 病院での食費の補助 

7. 滋養費用 

8. 葬儀費用 

9. 扶養・養育を要する人の生活費 

10. 死亡補償金 

11. 葬儀の場合の輸送費用 

12. 葬儀の場合の宿泊費 

13. 葬儀による労働時間の喪失による逸失収入 

14. 家族の精神的外傷の補償 

 

1992 年規則の項目と 2003 年解釈の項目は同じ

ではありませんが、実際には同じような賠償

となります（いくつかの詳細な計算上のルー

ルを除く）。例えば、2003 年解釈に基づく、

扶養や養育を必要とする人の生活費は、1992

年規則の逸失収入に含まれると考えられてい

ます。 

 

最も重要な変更―外国の船主に認められるの

は、船舶のトン数制限のみ 

おそらく最も重要な変更は、外国の船主は、

中国法が適用される死亡・人身傷害に係る賠

償請求を受けた場合には 1992 年規則に基づき

制限（1 人当たり 800,000 人民元、約 128,532

米ドル）を求めることができなくなる点です。

外国の船主は、最終的な賠償金額がトン数制

限を上回らない限り（ただし、ほとんどの事

案で発生することはない）、合理的と判断さ

れた最終的な賠償金額を全額支払わなければ

ならなくなります。 
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2003 年解釈の重要な側面 

 

通常、最終的な賠償金額の最も大きな部分を

占める、2003 年解釈に基づく死亡賠償金の計

算の新たな基礎 

 

1992 年規則の下では、最終的な賠償金額は、

死亡者・負傷者の逸失収入に大きな影響を受

けますが、2003 年解釈の下では、最終的な賠

償金額は、受訴裁判所の所在地の前会計年度

における都市居住者の 1 人当たりの可処分所

得または地方居住者の 1 人当たりの純所得を

主に前提とします。都市居住者の 1 人当たり

の平均可処分所得と地方居住者の 1 人当たり

の平均純所得のいずれも、経済発展とともに

毎年変わります。 

 

前会計年度の都市居住者の 1 人当たりの可処

分所得と地方居住者の 1 人当たりの純所得は、

いずれも地域によって大きく異なります。し

たがって、同じ事案が異なる裁判所で同一の

計算式を使用して審理されれば、最終的な賠

償金額は異なります。 

 

例えば、上海は、都市居住者の 1 人当たりの

可処分所得が最も高額です。この点で、すべ

ての事情が同じであっても（同じ医療費等）、

請求人は、別の地域の裁判所ではなく、上海

海事裁判所に賠償請求を行えば、より高い賠

償金を受け取ることができます。 

 

過去の経験によれば、請求人は、通常、保証

状に管轄権の定めを盛り込むか、または船舶

を差し押さえることにより、裁判地を定めよ

うとします。上海海事裁判所が将来、死亡や

人身傷害に係る賠償請求に関してより一般的

になるものと予想されます。 

 

にもかかわらず、請求人が自身の地元の都市

居住者の 1 人当たりの可処分所得または地方

居住者の 1 人当たりの純所得が裁判所所在地

のそれらよりも高いことを証明できる場合に

は、請求人の地元の基準を使うことができま

す。上海に戸籍を有する請求人が海口海事裁

判所に賠償請求を提起したような場合が該当

します。 

 

都市居住者か地方居住者か 

請求人が都市居住者か地方居住者かを特定す

ることが重要です。というのも、都市居住者

の 1 人当たりの可処分所得は地方居住者の 1

人当たりの純所得よりも高いからです。これ

を簡単に特定する方法は、請求人の戸籍を確

認することです。 

 

中国では、同一事件でありながら、都市居住

者か地方居住者かという違いだけで賠償金の

額が異なることは公平ではないと長らく主張

されてきました。（ある道路交通を巡る争い

において）、最高人民法院は、請求人が都市

に居住する者であって、かつその主な収入を

都市で得ている場合には、戸籍上は地方居住

者であっても、都市居住者とみなすべきであ

ると、地方の裁判所に対して正式に回答した

ことがありました。この原則は、海事分野に

おける死亡や人身傷害に係る賠償請求にも適

用することができます。 

 

扶養・養育を必要とする者の生活費 

扶養や養育を必要とする者には 2 種類ありま

す。つまり、8 歳未満の児童と、死亡した船員

が扶養義務を負うその他の親族（死亡した船

員の両親）です。2003 年解釈は、扶養を必要

とする親族の決定について厳格な見解を採用

し、労働能力も他の収入源ももたない者とす

べきであるとしています。実際に裁判所がこ

の原則をどのように解釈するかは不明です。

親族の扶養義務を負う者が他にいる場合には、

賠償金はその分だけ減額されるはずです。 
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Gard による追加保険―コンテナ・装置保険 
Gard’s additional covers – Container and Equipment Cover 

 

Gard の追加保険となる最新の商品をご紹介します。 

 

Gard の新しいコンテナ・装置保険(Container 

and Equipment Cover [CEC])は、コンテナの所

有者、オペレーターまたは賃借人、主に定期

船の運航業者のニーズに応えるために開発さ

れたものです。 

 

CEC は、物品の運送に使用されるコンテナ、

フラットラック、MAFI および同様の装置の盗

難、滅失毀損に対応するものです。また、

CEC は、共同海損におけるコンテナの負担分

をてん補します。 

 

CEC は、財産保険として、P&I や包括運送人

保険(Comprehensive Carriers Cover)のような賠

償責任保険を補うものです。しかし、海上損

害賠償責任保険が主に被保険船舶と密接に関

連したものである一方で、CEC は、貨物の運

搬装置を主な対象としています。 

 

また、CEC は、海上輸送に限定されたもので

はありません。沿岸のターミナルでの保管中

またはトラックによる内陸輸送中にコンテナ

に損傷が発生した場合でも、てん補を受けら

れる可能性があります。 

 

てん補限度額は、同一事故から生じるすべて

のクレームの上限を 5,000 万米ドルとして、被

保険者のニーズに応じて修整されます。再調

達価額と保険価額とが異なる場合、CEC のて

ん補額は、2 つのうち低い方の額になります。 

 

適用例 

例えば、コンテナ運航業者が船腹共有協定

(Vessel-sharing Agreement)に基づくコンテナの

持分に対して CEC に加入していて、パナマッ

クス船でコンテナ 1,000 個を船積みし、荷揚港

に向かう途中で沈没してしまい、1,000 個のコ

ンテナの全損が生じた場合は、CEC でカバー

されます。 

Gard は、この新しい CEC により、コンテナ物

流業者のニーズに合わせた保険パッケージを

提供できるようになります。詳しくは、Gard

の Product Development Department（商品開発

部門）までお問い合わせください。 
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エリカ号事件―破毀院の判決 
The ERIKA – The Cour de Cassation decision 

 
フランスの最高裁判所（破毀院）は議論を呼び起こす結論を出しました。 
 
1999 年、フランスの西岸沖において、マルタ

船籍のエリカ号が嵐に見舞われて、船体が 2
つに破断するという事故が発生しました。そ

の際、1 万トンの燃料油が沿岸に流出し、深刻

な油濁事故を招きました 1。同船はTevere 
Shippingが所有し、フランスの大手石油会社

TOTAL SAの子会社であるTotal Transport 
Corporation（TTC）に航海用船に出されていた

ものでした。 
 
この流出事故の３年前、フランスは、「油に

よる汚染損害についての民事責任に関する国

際条約（International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage [CLC]）」の

1992 年議定書を採択しました（同条約は、持

続性油の流出に対する登録船主の厳格責任を

定め、トン数に応じた責任の制限に対する強

制保険を要求しています）。フランスはまた、

CLC の制限を超える油濁クレームに対する支

払いを行う国際油濁補償基金（International Oil 
Pollution Compensation Fund）を設立する条約

も採択しています。CLC の枠組みの中核にあ

るのは、いわゆる「チャネリング条項」です。

これは、すべての油濁損害クレームは条約の

条件に基づいて船主に対して行い、その他の

者（船舶の用船者を含む）に対してはいかな

るクレームも行ってはならないが、「これら

の者が汚染損害を生じさせる意図をもって、

又は無謀にかつ汚染損害の生じるおそれのあ

ることを認識して行った自己の行為又は不作

                                                             
1 Gard News では、この事故と訴訟に関して、過去の記事で

も取り上げてきました。Gard News190 号掲載記事「French 
court holds multiple defendants liable for ERIKA spill（フラ

ンス裁判所、エリカ号の流出について、複数の被告人の責任

を認定）（英文のみ）」、192 号掲載記事「A small claim with 
large consequences（大きな影響のある小さなクレーム）（英

文のみ）」、199 号掲載記事「The ERIKA – Paris Court of 
Appeal finds multiple parties criminally liable（エリカ号事件

－パリ控訴院、複数の当事者の刑事責任を認定）（英文のみ）」

等を参照してください。 

為により汚染損害の生じた場合は、この限り

でない」と定めています。2007 年の事実審裁

判所での訴訟から、2012 年に破毀院で判決が

出されるまでに争われた多くの訴訟事案にお

いて、被告らがチャネリング条項から利益を

得られるかどうかという点が争点となりまし

た。 
 

 
破毀院は 2012 年 9 月 25 日に判決を出しまし

た。 
 
パリの第一審の刑事裁判所は、4 か月間の事実

審を経て、4 名の被告人（TOTAL SA社、船級

協会 RINA、Tevere Shipping の取締役並びに

Panship の技術管理担当取締役）は、油の流出

に対する刑事責任があるとする判決を出しま

した。また、裁判所は、同人らはフランス国

内法に基づく民事損害賠償責任も負うと判断

しました。TOTAL SAの責任は、船舶の調査

がずさんであったことを根拠としたものでし

た。支配的な特徴はなく、裁判所は、船舶が

古かった、事故の少し前に所有権と船級協会

の変更が数回あった、そしてシングルハル構

造であったという、危険の「組み合わせ」が

あったことに触れました。裁判所は、船舶を

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53582
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53582
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52014&p_subdoc_id=52020
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52014&p_subdoc_id=52020
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=5613625&p_subdoc_id=5645732
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=5613625&p_subdoc_id=5645732
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用船したと認められたのは子会社の TTC であ

ったことから、TOTAL SA社にはチャネリン

グ条項からの利益を得る権利はないと判断し

ました。 
 
2010 年、パリ控訴院は、刑事罰金を認容する

判決を出す一方で、TOTAL SA社は事実上の

用船者であって、チャネリング条項の利益を

受ける権利があるとして、民事責任について

はこれを破毀しました。パリ控訴院は、国際

条約はフランス国がフランス国内法に基づい

て当事者に刑事責任を課す能力を制限するも

のではないと判断し、CLC に基づく民事責任

についての判決を破毀しました。 
 
当事者 4 名と多くの申立人は、判決を破毀院

に上告しました。 
 
破毀院 
破毀院は、長期にわたる訴訟手続きの後、

2012 年 9 月 25 日に判決を出しました。まず、

破毀院は、フランスの裁判所は、事故がフラ

ンスの領海内ではなく、排他的経済水域

（EEZ）で発生したとしても、事案に対する

管轄権を有すると判断しました。また、4 名の

被告らがフランスの海域と沿岸に汚染を生じ

させたことについて刑事責任を負うことを確

認しました。 
 
民事責任については、裁判所は、船級協会は

CLC のチャネリング条項の対象であると認め

つつも、損害は船級協会の「注意不足」から

発生したと判断しました。この「注意不足」

は、CLC における「無謀」に該当するという

のが裁判所の見解です。したがって RINA は、

CLC の保護を得ることができませんでした。 
 
また、裁判所は、用船者である TOTAL SA社

は CLC のチャネリング条項の対象であるとし

ました。しかしながら、TOTAL社の「注意不

足」は「無謀」に該当し、CLC のチャネリン

グの利益を否定するに足りるとの結論に至り

ました。裁判所は控訴審判決を破毀し、

TOTAL社は、CLC のチャネリングの利益を受

けられず、民事損害賠償金について責任を負

うと判断しました。そして、「環境」損害に

ついては、「汚染」損害と同じであるという

判断しました。つまり、環境損害は CLC の範

囲内であるということです。 
 
まとめ 
いずれにしても、用船者である TOTAL社が

CLC のチャネリング条項の対象であると裁判

所が結論付けたことは注目に値します。しか

し、裁判所が「注意不足」を「無謀」に相当

すると結論付けたことは、法の枠組みを拡大

して、被害者の補償を制限基金の範囲外に求

める傾向にあることを示しています。 
 
破毀院の判決が、並行して行われている

Commune de Masquer が提起した民事訴訟に及

ぼす影響を見届けることは興味深いことであ

ると思われます。この別の訴訟手続きでは、

TOTAL社が汚染の発生に寄与したかどうか、

そして EU指令 75/442/EEC（破毀物指令）に

基づく責任を問われるかどうかということに

ついて、ボルドーの控訴院から判決が出され

る予定です。 
 
今後進展がありましたら、Gard Newsでお知ら

せします。 
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ジャクソン改革 
The Jackson reforms 

 

ジャクソン控訴院裁判官（Lord Justice Jackson）の提言を受けて、重要な民事訴訟手続きの改革が

2013 年 4 月 1 日にイングランド・ウェールズにおいて実施される予定です。 

 

多くの裁判官が、イングランド・ウェールズ

の訴訟費用が請求額と争点に見合っていない

と感じていることから、2008 年、ジャクソン

判事に民事訴訟費用の見直しの実施が託され

ました。 

 

ジャクソン判事は、およそ 1 年で見直しを終

え、2010 年 1 月 14 日に評価結果を公表しまし

た。ジャクソン判事の報告書の要点は、訴訟

費用は争われている金額と事案の性質や複雑

さに比例すべきであるというものでした。こ

れが実現されるように、ジャクソン判事は、

成功報酬契約の修正、費用上限の設定、損害

賠償金を基礎とする契約の作成を提案しまし

た。これにより、法律業務を提供する弁護士

は、得られた金銭的利益に基づいて弁護士費

用を請求することになります。また、ジャク

ソン判事は、裁判所は、最初のケースマネジ

メント会議(Case Management Conference 

[CMC])1の前に予算の作成と交換を行い、こう

した予算に同意するよう訴訟当事者に求める

べきであるとの提言も行いました。これは、

事実審の最後に、承認・合意された予算に基

づいて裁判所が費用を評価することを意図し

たものです。 

 

報告書の公表後、Judicial Executive Board（司

法理事会）がジャクソン判事の提言を支持す

ることに同意しました。そして、その提言の

多くが 2013 年 4 月 1 日に実施される見込みで

                                                            
1 CMC は訴訟手続の一部で、裁判官と当事者（原告・被

告）の会合のことです。当事者の代理人も会合に参加で

きます。CMC はたいてい原告が訴訟を提起した後で、公

判の前に行われます。CMC は公判ではないため、証人は

参加する必要がありません。CMC の主な目的は、争いの

対象となる事柄のすべてまたは一部につき公判前に合意

を形成しておくことです。合意がなされなければ、公判

へと進むこととなります。 

す。実施日が迫る中、司法省は、最近になっ

て漸く、民事訴訟費用規則に対するこれらの

変更が実務上どのように作用するかの詳細を

示したのです。そのため、この変更案の効果

と施行方法については、現在、法曹協会がま

とめている最中です。既に分かっていること

は、ジャクソン判事が進める提案のうちのい

くつかは希釈され、変更の多くは海事商事裁

判所に影響を及ぼさないであろうということ

です。 

 

Gard News では、ジャクソン改革の詳細な分析

とメンバーの皆様が受ける影響について、後

日お知らせする予定です。 
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無言の見張り番―遠隔海洋汚染センサーの利用の増加 
The silent sentinels – Increased use of remote marine pollution sensors 

 
リモート汚染センサーにより、汚染状態の定点での継続的監視が可能に。 
 
海洋汚染を検出するための監視ニーズの高ま

りを受けて、政府と産業界の双方で、炭化水

素の流出の確実な検出と、流出対策の強化に

向けた様々な取り組みが行われています。例

えば、上空からの海面浮遊油の検出、赤外線

／紫外線カメラを使用した夜間の流出検出、

船舶の油水分離器の高性能化、研究室でサン

プルを精密にChemical Fingerprinting1をするこ

とによる流出汚染物質と汚染源との照合等の

多様な技術が活用されています。 
 
このような機械化と自動化の進展が、汚染の

検出精度の向上をもたらしてきたのです。 
 
最近の大規模な流出事故では、海や海岸線の

広範囲かつ（数日間にわたるような）長時間

の調査に、小型の無人飛行機や無人船 2、さら

には人工衛星が活用されています。現場から

離れた陸上の制御センターから、音声・画像

通信リンクを通じて状況を確認しながら、遠

隔制御が行われています。 
 
リモートセンサー 
さらに最近では、汚染状態の定点監視を可能

にする、より狭い範囲の流出検出に的を絞っ

たリモート汚染センサーが開発されて広く利

用されています。 
 
光学センサーが搭載された監視ユニットは、

全天候型であり、そのセンサー部でユニット

の下の狭い水域を捉えられるようになってい

ます。センサーには高出力のキセノンランプ

が使用されており、ここから発する高エネル

                                                             
1  質量分析装置や X線分光器などの分析技術によって汚

染物質の存在、種類、発生源を特定すること 
2 Gard News206 号 2012 年 5/6 月の記事「隠れる場所はな

い―船舶活動の遠隔監視の拡大」を参照してください。 

ギーの光線が対象範囲に存在する油を蛍光発

光させ、特徴的な波長の光を発生させます。

ユニットに搭載されたカメラは、ユニットの

範囲内、つまり装置から半径 10 メートル以内

の水面に浮遊する、あるいはわずかに水面下

にある極めて微量の炭化水素（厚さ±3 ミクロ

ン）を検出することが可能です。 
 

 

 
海上、沿岸、港湾用の環境監視プラットフォーム「Slick 

Guard」 

 
汚染物質を検出すると表示または音によるア

ラームが発せられるほか、電波、データ、電

話回線、携帯電話、Wi-Fi、衛星などを介して、

近くにいる、あるいは数百／数千マイル離れ

た場所にいる乗組員やドックの作業員に対し
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http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651894/4_No_place_to_hide%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651894/4_No_place_to_hide%20RV.pdf
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てテキストメッセージや、電子メール、音声

メッセージで検出レポートが送信されます。 
 

 
港、ターミナル桟橋用の代表的な設置型プラットフォー

ム 

 
影響 
この技術がもたらす影響は広範囲に及びます。

限られた範囲（船舶やドックの側、係留施設

や港湾、船や海洋施設のデッキなど）の汚染

事故を直ちに検出し、すぐに現場に駆け付け

て状況確認が行えるように現場のスタッフに

通知したり、遠く離れた場所にいる管理者に

知らせたりすることができます。こうした技

術を用いることで、どのような天候や環境下

でも、24 時間昼夜を問わず、連続監視が行え

ます。監視ユニットは、浮きを装着して沿岸

水域と沖合のいずれにもブイのように配置で

きます。監視ユニットの検出感度は、感度を

落として炭化水素が高濃度の場合のみ警報を

発するように設定することも、常に高感度に

しておくように調整することも可能です。  
 
非接触光学スキャン技術が使用されているこ

とから、ユニットは汚損することがなくメン

テナンスもほとんど必要ありません。カメラ

は、レンズが覆われるとアラームを発信する

ように設定できるため、汚染の隠ぺいや発見

の妨害ができないようになっています。また、

ビデオカメラを装着すれば、検出を妨害しよ

うとする者の特定にも役立ちます。 
 
監視装置を利用することで、港湾地域、船上、

海洋施設における汚染事故の検出機会を大幅

に高めることができます。また、特に夜間な

ど、人が監視できない遠隔地に設置すること

も可能です。装置は、人と違って疲れること

も見逃しなどのミスもなく、常にタイムリー

に通報します。装置の費用は、ある場所に人

を張り付けて監視させるコストよりも大幅に

少ないため、そういった業務に割り当ててい

た人員をもっと重要な業務に回せるようにな

ります。 
 
また、流出検出に冗長性をもたせて、実際の

値と乖離した観測結果が生じないようにする

ことが可能です。ドック、船舶、海洋施設か

ら離れた場所にいる陸側の管理担当者が汚染

事故の発生に早期に気付くようになるため、

対応計画の発動までの時間を無駄にしないで

済むほか、現場のスタッフの対応状況を確認

できるようになります。 
 
監視装置を用いて早期に検出できれば、汚染

対策が迅速に発動できるようになり、結果と

して、事態の深刻化を防げる可能性が高くな

ります。 
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船積み埠頭の例 

 
限界 
もちろん完璧な技術というものはなく、監視

装置にも限界があります。ユニット自体が故

障することもあれば、停電によって機能が停

止する場合もあります（ただし、このような

事態を想定してバッテリーやソーラーパネル

が装着されたユニットもあります）。通信上

の問題により、汚染事故の情報が遠く離れた

受信者に届かないこともあります。また、自

分たちが働く場所に「スパイ」装置が設置さ

れていることに憤ったり、人為的ミスが原因

で起こった流出事故が検出されないように邪

魔立てしようとするスタッフが出てくるかも

しれません。 
 
監視ユニットは、非常に限られた範囲内の炭

化水素の汚染物質のみ検出が可能です。つま

り、非炭化水素の汚染物質が排出されていて

も通知されません。また、大規模汚染が発生

していても、装置に搭載されたカメラの範囲

内に流入や浮遊がなければ通知されることは

ありません。 

 
まとめ 
全体として見れば、このような高性能な「無

言の見張り番」の利用度が高まると、ドック、

ターミナル、船舶、係留施設、海洋施設等に

おける汚染の検出状況のバラツキが限りなく

ゼロになり、検出件数が増えるため、結果と

して、よりクリーンな環境がもたらすように

なるでしょう。 
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非米国籍の組合員に影響を及ぼす 
米国の制裁措置についてのよくある質問 

Frequently asked questions about US sanctions affecting non-US Members 
 
 
米国は、石油、石油化学製品、金融／銀行分

野を対象にした、既存の対イラン制裁措置の

強化と追加制裁措置の導入を継続しています。

2013 年 7 月 1 日に実施される新たな制裁措置

は、イランの港湾、海運、造船、エネルギー

分野を対象とするものです。 
 
米国の対イラン制裁措置の多くは、非米国籍

の船主、運航業者、保険会社にも域外適用さ

れます。したがって、メンバーの皆様がこれ

らの制裁措置に違反された場合は、Gard 約款

に従って当該航海に対する保険の補償が無効

になるおそれがあることから、イラン発着の

航海またはイランを原産地とする貨物を運ぶ

航海には特に注意が必要です。 
 
そこで、Gard では、このほど、Holland & 
Knight LLPのワシントン事務所の Jonathan 
Epstein 弁護士が作成した、非米国籍のメンバ

ーの皆様も影響を受ける可能性のある米国制

裁措置を中心に取り上げたよくある質問集

（FAQ）を公開いたしました。この質問集は、

すべてを網羅するものではありませんが、

Gard サーキュラーと併せてお読みください。

米国の制裁措置は複雑であり、よく変更され、

特定の航海や取引の事実・状況に左右される

傾向があるため、確実に遵守できるようにメ

ンバーご自身で制裁措置の内容を確認するよ

うにしてください。したがって、FAQに対す

る回答は、特定の航海や取引に関する Holland 
& Knight LLPもしくは Gard の法的な助言でな

く、Gard の保険で補償されることの証拠とな

るものでもないことにご留意ください。 
 
FAQ集は、Gard の Websiteの「Sanctions」欄

(http://www.gard.no/ikbViewer/page/preventing-

losses/article?p_document_id=20734353) に掲載

されています。 
 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/preventing-losses/article?p_document_id=20734353
http://www.gard.no/ikbViewer/page/preventing-losses/article?p_document_id=20734353
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冷たい海中で生存率を最大限に高める 
Maximising the chances of survival in cold water 

 

 

このほど、IMO の「Guide for Cold Water 

Survival（冷たい海中で生き延びるためのガイ

ド）」の改訂版が公表されました。このガイ

ドは、主に船員向けのものであり、近年の医

療の進歩を反映させて改訂更新されたもので

す。同ガイドは、海に落ちた場合や非常時に

海に入水せざるを得ない場合の対応方法に関

する実用的な助言を提供するものです。また、

冷たい水の中での生存可能性を高めるために

個人でできることには限界があることを理解

しておくことが重要であることも強調してい

ます。 

 

同ガイドは、IMO のウェブサイト

（www.imo.org）から入手可能です（文書名は

「MSC.1/Circ.1185/Rev.1」です）。 
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舶用推進システム 
Marine propulsion systems 

 

今回は、非海上勤務者を対象に、船舶の推力を生む、舶用推進システムの基本について解説します。

最近の船のほとんどは、プロペラを回転させるモーターやエンジンで構成される機械システムから

推力を得ています。 

 

船舶の推進システムのシンプルな構造のもの

は、ディーゼルエンジンがプロペラシャフト

に直接接続されてプロペラを駆動します。よ

り複雑なシステムでは、ディーゼルエンジン

が発電機に動力を供給し、高性能な制御シス

テムを介して電力を電気モーターに供給しま

す。推進システムの配置は、船舶の大きさや

用途によって異なります。 

 

最も一般的なシステム 

大型貨物船で最も一般的なシステムでは、固

定ピッチプロペラに最高速度が毎分100～130

回転の低速のメインエンジン（主機）が接続

されています。これらのエンジンの運転には、

通常は重油を使用します。重油は、120～

140℃に加熱するとエンジンに注入して燃焼さ

せることができます。これらの低速エンジン

は、時計方向、反時計方向の両方に回転し、

船舶を前進、後退させます。 

 

小型船舶では、推進システムの多くは毎分720

～750回転の中速エンジンで構成されています

がエンジンは減速ギアに接続されており、エ

ンジン速度はより最適なプロペラ速度（毎分

約100～120回転）まで減速されます。ギアは、

可変ピッチプロペラが付いたプロペラシャフ

トに接続されています。これらのエンジンの

毎分回転数は通常固定されており、時計方向

か反時計方向のいずれかにしか回転しません。 

 

オフショア支援船や一部の巡航船などの特殊

船舶では、一般に「ポッド」として知られて

いるスラスター付きディーゼル電気推進シス

テムを使用しています。このシステムは通常4

～6つのディーゼルエンジンで構成されていま

す。 

 
低速メインエンジン 

 

これらのエンジンが発電機に動力を供給し、

発電機が電力を電気モーターに供給し、電気

モーターが複数の推進スラスターを駆動しま

す。これらのエンジンの運転には、重油かデ

ィーゼル油のいずれかを使用できます。オフ

ショア支援船では、運航、潜水、クレーンで

の吊り上げ、その他の重要な作業にディーゼ

ル油がよく使用されます。これは、ディーゼ

ル油が信頼性の高い燃料と考えられており、

安全性が高まるためです。スラスターには通

常、可変ピッチプロペラが付属しています。

システムは、機械的部品に加えて非常に高性

能な制御システムで構成されており、双方で

プロペラの速度とピッチを制御します。スラ

スターは船舶の下部に設置され、推進だけで

なく操縦にも使用されます。これにより舵が
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不要になります。推進スラスターは360°回転

することができ、必要に応じて横方向の推力

を発生させることができます。  

 

プロペラの種類 

船舶の推進には、可変ピッチプロペラと固定

ピッチプロペラの２種類のプロペラが主に使

用されています。 

 

可変ピッチプロペラが使用されている場合、

プロペラの回転方向は同じです。船舶を加速

または減速する際は、ピッチを変更します。

例えば、ピッチを上げると速度が上がります。

船舶を後退させる際は、プロペラの羽根を回

転させて後方への推力を発生させます。 

 

固定ピッチプロペラは、その名のとおりピッ

チが固定したプロペラです。プロペラのピッ

チはプロペラを固形物の中で完全に1回転させ

たときに動く距離で定義されますが、水中で

は滑りが生じるため移動距離は短くなります。

1ピッチが40インチのプロペラの場合、1回転

すると40インチ(101.6cm)前進します。船舶を

加速または減速する際は、プロペラの毎分回

転数を増加または減少させます。後退させる

際は、回転方向を反転させます。つまりプロ

ペラは前進時とは逆に回転します。 

 

プロペラのサイズと構造は船舶の大きさや用

途によって異なります。貨物船で最もよく使

用されるプロペラは4枚または5枚の羽根が付

いたものですが、6枚羽根のプロペラも使用さ

れています。プロペラの直径は9メートルを超

え、重さは130トンあります。最もよく使用さ

れる素材はステンレス鋼またはブロンズ合金

です。 

 

その他の推進システム 

蒸気タービンは、現役のLNGタンカーのほと

んどで使用されています。このシステムは、

蒸気を発生させ、蒸気タービンに動力を供給

する高圧ボイラーで構成されます。蒸気ター

ビンはギアに接続されており、ギアは固定プ

ロペラが付いたプロペラシャフトに接続され

ています。ボイラーでは二元燃料、つまり重

油、ディーゼル油、または積荷タンクからの

いわゆる「ボイルオフ」ガス1の蒸気を使用し

ます。 

 

ガスタービンはその名前とは対象的に通常は

ディーゼル油で動かしますが、二元燃料、つ

まり異なる種類の燃料での運転も可能です。

この種類の推進システムは通常、サイズと出

力が重視される特殊なトン数の船舶に使用さ

れます。 

 

 

                                                            
1 低温 LP ガスや LNG のような低温液体を輸送・貯蔵する

場合に、外部からの自然入熱などにより気化するガス 
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Gard P&I メンバー・サーキュラー、 
ロス・プリベンション・サーキュラー – 2012/13 年冬 

Gard P&I Member Circulars and Loss Prevention Updates, winter 2012/13 
  

 

以下の P&I メンバー・サーキュラーとロス・

プリベンション・サーキュラーは、2012/13 年

冬に Gard が発行したものです。  

 

P&I メンバー・サーキュラー 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 16-12、

January 2013: Regulations of the People’s Republic 

of China （PRC） on the prevention and control 

of marine pollution from ships（2013 年 1 月: 中

華人民共和国の船舶による海洋汚染防止及び

管理規則）（英文のみ） 

 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 17-12、

January 2013: Amendments to the Rules for 2013

（2013 年 1 月: 2013 年約款改正）（英文のみ） 

 

– P&I メンバー・サーキュラー No. 18-12、

2013 年 2 月: P&I クラブの国際グループを通じ

て手配された 2013 保険年度の再保険契約 

 

– P&I メンバー・サーキュラー No. 01-13、

2013 年 3 月: 電子（ペーパーレス）商取引シス

テム、Bolero International Limited および

Electronic Shipping Solutions の最新バージョン

ESS DSUA version 2013 

 

– P&I メンバー・サーキュラー No. 02-13、

2013 年 3 月: オーストラリア油濁法―油濁にか

かわる過怠金の補償条項 

 

– P&I メンバー・サーキュラー No. 03-13、

2013 年 3 月: カリフォルニア州の賠償資力証明

書（COFR）の要件 

 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 04-13、2013

年 3 月: 2006 年海事労働条約（MLC）の発効 

 

ロス・プリベンション・サーキュラー 

–ロス・プリベンション・サーキュラー No. 

01-13、2013 年 2 月: コンテナ船貨物倉の冠水 

 

Gard アラート 

– 21 号 12 月: Argentina - The importance of 

accurate customs declarations.（アルゼンチン－

正確な税関申告の重要性）（英文のみ） 

 

– 3 号 1 月: MARPOL Annex V –Revised garbage 

disposal regulations.（MARPOL 条約附属書 –廃

棄物の処理規則の改正）（英文のみ） 

 

– 24 号 1 月: Maximising the chances of survival in 

cold water.（冷たい海中における生存率の最大

化）（英文のみ） 

 

– 4 号 2 月: Pointe-Noire, Congo – Pollution at 

berth.（ポワントノワール（コンゴ）―泊地の

汚染）（英文のみ） 

 

– 8 号 2 月: Alexandria, Egypt – Groundings in the 

port entrance.（アレクサンドリア（エジプト）

―港口での座礁）（英文のみ） 

 

– 12 号 3 月: USCG、北米 ECA で低硫黄燃料油

の不使用船舶を拘束 

 

サーキュラーの電子メールによる受け取りを

ご希望の方は、fernando.iida@gard.no までご連

絡ください。  
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Gard (North America) 移転のお知らせ 
Gard (North America) moving offices 

 

  

Gard (North America) は、以下の住所に移転し

ました。 

 

40 Fulton Street, 16th Floor, New York, NY 

10038 

 

新オフィスはサウス・ストリート海港から 2

ブロックの場所にあります。 

 

Gard (North America) の電話番号および FAX 番

号に変更はありません。 

 

 
40 Fulton Street, New York 
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人事ニュース 
Staff news 

 

 

Frode Fugelsnes は、オスロの Defense teamの

弁護士として Gard に入社しました。 

同氏は、オスロ大学で法学修士号（LLM）を

取得しています。Gard に入社する前は、オス

ロの Føyen で勤務していました。10 年の弁護

士実務経験があります。 

 

Louis Shepherd は、東京オフィスの FDD 弁護

士として Gard に入社しました。同氏は、マン

チェスター大学で哲学と政治学の学士号（BA）

を取得し、ロンドン大学で法律の学位を取得

しています。Gard に入社する前は、香港の

Howse Williams Bowers と、Reed Smith Richards 

Butler で勤務していました。 

 

Chengkang Zhu は、香港オフィスの Claims 

Executive として Gard に入社しました。同氏は、

大連海事大学で海事管理の学士号（BS）を取

得し、華東政法大学で法学修士号を取得して

います。Gard に入社する前は、上海の Sloma 

& Co.で勤務していました。 

 

Monica Midteng は、オスロの Offshore Energy 

Claims team の Claims Executive兼弁護士に任命

されました。 
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