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アスベスト - 船主によって取る必要のある防御的ステップについて 

Protective steps against asbestos claims 
By John Caddies, Partner, Hill Taylor Dickinson, London 

 
John Caddies はアスベストに関係する最も一般的な病気について述べ、可能性のあるクレームに対抗

するため、船主がとるべき措置についても同様に考察している。 

 
 
イントロダクション 
アスベストは天然鉱物であり、高強度な張力及び

科学的、電気的そして熱抵抗力が高い物性を保持

し、建材あるいは断熱材として、非常に多く使用

されてきた。それはまた、世界中で広範囲にわた

ってパイプの被膜材として、特に船舶の機関室、

ボイラー室においても使用されてきた。長期間、

アスベスト繊維の吸入による人体への危険につ

いてはアスベスト関係の病気がアスベストに曝

されてからおよそ 10年から 40年かかって発病す

るということがほとんど理解されていなかった。

現在、アスベスト関係の病気のいくつかについて

は治療法が無く、1968－1998 年の間、英国にお

いて、この病気で 5 万人が死亡している。現時点

では死亡率は年間 2 千人強だが、死亡率は次の

10－15 年にピークに到達するまで上昇するであ

ろう。 

 

 
 
この増加する数とクレーム金額は多くの英国の

保険会社を支払い不能に至らしめるものであり、

エキタス―ロンドンのロイズの再保険機構は

289 百万ポンドをその準備金に積み、疾病関係の

積み立ては 28 億ポンドになっている。個々のク

レームはさほど高額ではないのであるが、すべて

のクレームの合計の効果は非常に重要である。 

 
病気とそれらの評価 
５大アスベスト関係の病気については次のとお

り： 

 
胸膜プラーク ― 肋膜（胸壁を覆う膜組織）の

上に発生する分離した小さな撒き散らされたよ

うな肥厚なプラークがある状態のことであり、僅

かなアスベストの粉塵に身体を曝すことで発生

し、これはもっとも通常のアスベストの状態であ

る。これらは病因とならない。 

 
最近の英国におけるケースは1原告の胸膜プラー

クは病状を呈さないけれども、原告を心労させる

原因となる胸部に貫通したアスベスト繊維のエ

ックス線写真や原告が重大なアスベスト関係の

病気の一つに発展しうるというリスク査定があ

った。これらの損害は補填されるべきであると結

審している被害は最終的には 6,000－7,000 ポン

ドをベースに査定され、それに加え、仮処分とし

て 3,500－4,000 ポンドで査定されることになっ

た。（これは原告がもし、更に重いアスベスト関

係の病気になった場合、原告が更なる求償するた

めに原告を再出廷させるための処分）2005 年 11
月 14 日控訴審は被告の保険者がこの条件に対し

て求償する原告の権利に対するアピールと原告

の支払われるべき被害額の水準についての原告

のアピールを聴取することになるであろう。 

                                                  
1 John Grieves and Ors v. F T Everard and Sons and Ors [2005] 
EWHC 88(QB) 
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胸膜肥厚化 ― これは胸膜の繊維が肥厚化し、

拡大していく症状である。比較的低レベルでアス

ベストにさらされて起きるが、進展するならば、

肺の呼吸時の膨張を制限するし、息切れに陥るか

もしれない。これはゆっくりと進行していく症状

である。 

 
クレームの査定は被害の申立人の年齢、呼吸障害

の程度と本件の聴取する判事の態度次第による。

普通は被害の最大最終ベースは 8,000－40,000 ポ

ンドの範囲であり、仮処分は 5,000-30,000 ポンド

の範囲である。 

 
石綿症 ― これは通常、肺（胸膜でない）のソ

フトでスポンジ状の部分にアスベスト繊維が撒

き散らされ、呼吸能力を低下させてしまう。アス

ベストに比較的、高い頻度で曝された後、発病し

て、次第に進行し（胸膜肥厚より早く）、エック

ス線などで石綿症を探知された人たちの４０％

がその後肺がんで死亡しており、中皮腫での死亡

は１０％に至る。 

 
同じファクターが石綿症クレームの査定に関係

し適用されるが、若干高いようだがこれは死亡に

至る進行速度のせいでもある。最終的な損害のベ

ースは 10,000－55,000 ポンドの範囲で仮処分は

5,000－35,000 ポンドである。更に厳しいケース

において更なる賠償が自宅やガーデンにおける

看護コストやアシスタントについて課せられる

こともある。 

 
中皮腫 ― これはアスベストに曝された中で

最も恐ろしい併発病で気管支におきる癌型の悪

性の腫瘍である。これは非常に低レベルでの接触

の後であっても発生し得るものであり、胸の痛み

や息切れ、体重減などを引き起こす。この病気に

おいて死は免れず、発症後 12－18 ヶ月でそれが

起る。しかし、腫瘍の性質ゆえに腫瘍の診断以前

の 10 年間曝されていても腫瘍の発達進行に影響

しない。 

 
一般的な損害は 45,000－70,000 ポンドの範囲。し

かし、看護料、葬式費用あるいは保護手当てなど

が加算され、クレームの平均の価値は 150,000 ポ

ンドとなる。これは最大 500,000 ポンドまで加算

されることがある。もし被害申立人が特に若く、

より高収入、あるいは障害のある家族の扶養責任

を持っている場合はこうした高額になっていく。 

 
肺がん ― これは気管支におき、アスベストに

曝され、あるいは、喫煙していた、または双方に

より、引き起こされる。大量のアスベストに曝さ

れることによって引き起こされるが、医療関係者

の間に起きる争議というのは被害申立人が喫煙

者かまたは喫煙者であったか、アスベスト関係で

あるとして肺がんと診断される前に石綿症と診

断されてなければならないかどうか、著しくアス

ベストに曝された経歴があるかどうかなどであ

る。症状は慢性的な咳、無呼吸、痛み、喀血を含

み、外科による可能な対策が採られないならば、

死に至り、たとえ処置が施されても、再発の危険

が伴う。診断前 3 年から 15 年の吸引は肺がんへ

の進行の原因とはならないかもしれないが、癌の

タイプ次第である。 

 
一般的な損害は最終ベースで 42,000－50,000 ポ

ンドの範囲。しかし、中皮腫などを伴う場合

150,000 ポンド平均。 

 
分類 
胸膜プラーク、胸膜肥厚化、石綿症はアスベスト

に曝されるレベルにより被害申立人の状態がよ

り厳しいという点で見分けることが可能な症状

として分類される。それゆえ、もし、船主がもし、

被害者を 1 年間アスベストに曝した場合、更にそ

の被害申立人が 9 年間、工場においてアスベスト

に曝されたのならば（工場は閉鎖し所有者、保険

者は追跡不能）、被害申立人は船主よりその被害

額の１０％を回収できるに過ぎない。 

 
しかし、石綿症とおそらく肺がんは見分けるのが

困難な症状として分類される。これはアスベスト

繊維を吸引する量が増加するにつれ、発病のリス

クは増大するが、一度、腫瘍が進行しだすとその

後アスベスト・ダストに曝されることによっての
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悪化は無い。 
不幸にも、これは英国法の下では雇用者がアスベ

ストに被雇用者をさらし、中皮腫・肺がんの進行

への物理的原因をなした場合、理論的には雇用者

は被害申立人の被害に 100％責任があるという

ことを意味する。 

 
上記のケースでは、もし工場所有者・保険者がま

だ支払い能力を有するならば中皮種・肺がんに対

する被害の 90％を支払うことになるであろうし、

船主は 10％支払うことになるであろう。しかし、

工場所有者・保険者がすでに存在しない場合、船

主が申立人の被害の 100％を支払わねばならな

い。 

 
責任負担への抗弁 
船主が被害者のクレームに対して対抗する二通

りの方法がある。最初の方法は法廷を納得させる

ため、アスベストに曝されていたのが非常に初期

（例えば 1940－1950 年代）であり、あるいは曝

されていたことが限られているため2、船主はそ

の被雇用者がアスベスト粉塵に曝されている危

険に気付かなかったか、気付く理由が無かったこ

となどで説得することである。しかし、この抗弁

は例えば 1960 年代以降、重度にアスベストに曝

された機関士によるクレームへは無防備といえ

るであろう。 

 
第二の方法はこうしたクレームを原告が最低量

のアスベスト粉塵に曝されただけであったとす

ること、あるいは原告が呼吸保護器具の使用によ

り、危険より防御されていたと証明することであ

る。 

 
船主のとるべき措置 
1960－1970 年代において、被害申立人がこの期

間に従事していたほとんど大多数の船はこのア

スベスト皮膜を装備していたとみられ、アスベス

ト被害により船主へ持ち込まれるクレームにつ

いては弁明の余地が無いようであり、船主はかつ、

その防衛策あるいは呼吸保護器具の供給などの

措置を取ったようにはみえない。しかしながら、

                                                  
2 Smith v P&O Bulk Shipping Limited [1998]2 Lloyd’s Rep. 81 

船主は 1980年代を通して 1995年までアスベスト

に曝された被害者の申立の結果として持ち込ま

れるクレームの増加を今、見ているのである。こ

れらのクレームは次の 10－15 年にわたり、2020
年まで更に頻度が増すことになるだろう。1990
年代及びその後を通して、大多数の機関士はアス

ベストに曝されなかった可能性、あるいは 1980
年代に曝されていないかもしれない可能性はあ

りうる。しかし、船主がもし対抗として証拠を準

備できないのならば、法廷はアスベスト皮膜で覆

われたパイプに接触し呼吸保護器具を供給され

なかったという被害者の申立を受け入れること

になるであろう。それゆえにこうした 20 年以上

にわたって進行して来たようなクレームに抗弁

するためには書類が喪失してしまうか、関係者が

死亡する前に少なくとも船主は以下の書類や証

拠を取得または保存しておくべきである。 

 
● 船舶のアスベスト・フリー証明 
● アスベスト皮膜の不使用あるいは除去し

そのほかの特別なものに置き換えられた

ということを示せる船舶の明細 
● 社内規定―保護器具が使用可能となった

時期と被雇用者にその装着を命じた状況

を示せる内容物。 
● 機関士や海務監督等からの証言について、

呼吸保護器具の使用が強制となった時期

やアスベストを使用している船舶につい

て 

 
1980 年代の間こうした情報のいくつかはすでに

失われてしまっているかもしれないが、1990 年

代及び 2000 年代において建造された船舶に対し

てはまだ対応可能というべきである。船主はこの

情報を含んだ船舶それぞれに対してアスベス

ト・ファイルを準備すべきであり、もし 20 年た

ってクレームが起こされるならば、通常書類関係

はすべて廃棄され、適切な知識をもった人間が会

社を去ってしまったとき、このファイルはクレー

ムに有利に対抗可能としてくれるであろう。これ

は明らかに保険成績と保険料に影響を及ぼすこ

とになるであろう。 

 


