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重量物の事故 – クレーム処理の問題 

Heavy lift incidents – Claims handling issues 

 

前号の Gard Newsの記事1では、重量物に関する契約上の課題とリスク配分について考察しました。

今回は、数百万ドル規模のクレームにつながりやすい重量物の事故に関連して、そのクレーム処理

の問題点を取り上げます。 

                                                

 

 

 

事故の性質 

これまでの経験では、事故が最も発生しやすい

吊り上げ作業時以外でも、船積み後や、航海中、

荷揚げ前に、重量物ユニットの固縛の問題が原

因で事故が発生することがあります。ロス・プ

リベンション・サーキュラー2の最近の号で、積

荷を固縛する際の高熱作業の危険性を取り上げ

ました。Gardでは、これまでに、高熱作業が原

因で、重量物が火事に見舞われたケースを多数

扱ってきました。中には、船舶に設置された炭

酸ガス消火装置では鎮火できずに、700m/tの海

水を船倉に投入してようやく鎮火できる程の大

規模な火災が発生したケースもありました。最

近では、大西洋を航行中に荒天に遭い、貨物の

固縛が不十分であったことから、貨物のジャッ

キアップリグをすべて喪失してしまうというケ

ースもありました。 

 

多数のクレームと保険担保 

以前の Gard Newsの記事3で、多数のクレームを

招いた重量物の事故を取り上げたことがありま

す。その中の一つに、吊り上げ作業時に船舶が

                                                
1
 Gard News203号の記事「Heavy lift cargoes – Contractual 

issues and risk allocation」 
2
 ロス・プリベンション・サーキュラー No. 06-10「The dangers 

of hot work on cargo securings」 
3
 Gard News188号の記事「US Law – Forum non 

conveniens explained」および Gard News196号の記事「The 

bigger they are, the harder they fall」 

転覆し、2名の乗組員が死亡し、荷主側の船積

現場の監督者が重傷を負うという事故がありま

した。P&Iにより、死亡した乗組員の未亡人に

対する組合員の契約上の死亡補償責任額と、米

国の裁判所で申し立てられたクレームの応訴に

かかる費用がてん補されました。重傷を負った

米国人監督者の和解金は高額に上ったものの、

こちらも P&Iでてん補されました。さらに、こ

の事故では、船体保険者が推定全損とその後の

委付を認定したことを受けて、船舶の燃料タン

クからの油濁の除去と船骸撤去にかかるコスト

も P&I でカバーされました。一部のケースでは、

Gard約款の「追加取り扱い費用」4または「財

物の滅失または損傷」5の条項が関係してきます。

前者は、損傷した貨物または荷受人が受け取り

を拒否した貨物を取り扱ったことで組合員に生

じるコストをてん補するものであり、後者は、

財物（係留場所、バージ･ローダー船など）が

貨物によって被った損傷に関する責任をてん補

するものです。重量物自体の損傷・滅失に関す

るクレーム（同じく、P&Iでてん補）は、共同

海損の宣言によってさらに複雑化することがあ

ります。これも、専ら海上運送契約の違反を理

由として補償されない共同海損の荷主側の負担

分について、P&Iによりてん補される場合があ

ります6。共同海損には、当該船舶のシェア分の

船体保険契約も含まれる場合があり、この保険

契約が、高額になることが多い船舶自体の損傷

に対応します。 

 

 

 

 

                                                
4
 約款第 35条 

5
 約款第 39条 

6
 約款第 41条 
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複雑なクレーム処理 

多数のクレームが頻発することが、実態の複雑

さをよく表していますが、クレーム処理担当者

にとっては大変です。 

 

初期対応 

財物に対してだけではなく、人や環境にも損害

が生じた場合に、組合員の初期対応を支援する

クレーム処理チームが必要な場合がよくありま

す。P&Iコレスポンデントは、クラブと組合員

に代わって、クレーム対応サービス事業者を紹

介するだけでなく、その事業者の活動とコスト

を監視する適任者の紹介も行います。必要に応

じて、クラブから経験豊かな処理担当者を現場

に派遣して組合員とコレスポンデントを支援す

る場合もあります。また死傷者を伴う事故では、

マスコミからの注目度が高くなるため、メディ

ア対応コンサルタントの助言が必要な場合もあ

ります。 

 

調査 

事実を固めて証拠を保全するという観点から、

調査が特に重要です。吊り上げ作業中の事故の

場合、考えられる原因が複数あるのが通常です。

例えば、貨物ユニットや船舶の安定性の喪失、

吊り上げ装置や吊り上げポイントの不具合、貨

物ユニットやクレーン自体の破損、昇降装置自

体の動作の不具合などが原因として考えられま

す。また、根本原因も調査する必要があります。

例えば、吊り上げポイントの不具合が原因であ

った場合、ポイント自体に欠陥や強度不足があ

ったのか否か、その場合は、荷主から提供され

た貨物ユニットの重量が正確であったか否か等

を調査する必要があります。一方、安定性を失

って貨物ユニットが損傷した場合には、船舶側

に問題（例えば、バラストの移動）があったの

か、貨物ユニットに問題（例えば、重心）があ

ったのか調査する必要があります。迅速に対応

しないと、重要な証拠を確保できなくなる可能

性があります。場合によっては、事故の直後に、

昇降機装置などを移動させて安全を確保するこ

とが必要です。逆にいえば、それ以外は、事故

時の配置状況が証拠として保全されるまで、装

置等の位置を移動させない方がよいでしょう。 

最初に現場に随行することの多い現地のサーベ

ヤーは、訴訟手続きに提出するための証拠の保

全のような複雑な業務を十分にこなせる能力を

備えていない場合があるので、そのサポート役

として専門家を指名する必要が出てくるケース

もあるでしょう。動作不良を起こした吊り上げ

装置などの物的証拠も保全する必要があります。

動作不良を起こした装置が特定されたら、その

原因を特定するための試験が必要な場合があり

ます。その場合は、金属の専門家などの力を借

りる必要があるでしょう。損害の程度と範囲を

判断するには、損傷した貨物自体の専門家も必

要になるかもしれません。外部損傷ではなく、

変圧器などの貨物ユニットの内部損傷が原因と

なるケースもかなりあります。専門家に、荷主

の提案する損害軽減措置の工程を監視させるこ

とも必要かもしれません。 

 

貨物の利害関係者は、本来その貨物を必要とし

ていたプロジェクトへの影響を最小限に抑える

ため、何らかの処置を講じることが多くありま

す。しかし、その処置に伴って生じる追加費用

は、必ずしも運送人によって補償されるとは限

りません。このような損害軽減措置は、貨物ユ

ニットの事故後の処理と同時に開始すると同時

に、さらなる損害の拡大を防止するため、専門

家のアドバイスを求めることも必要です。 

 

目撃者の証言を十分に引き出す力のある弁護士

を選任することも大切です。重量物の事故では、

作業中に誰が指示を出し、誰が作業したかがい

つも争点となります。負傷者が出た場合には、

関係当局の調査が入る可能性があるので、その

対応も求められます。 

 

法的な問題 

重量物の事故では、以下のような法的な問題が

持ち上がることが多いため、適切なアドバイス

が得られる弁護士が必要です。 

 

契約上の取り決め、抗弁、および償還請求 

前号の Gard Newsの記事では、現在使用されて

いる各種の標準契約様式を取り上げました。し

かし、大勢の当事者が関係するようなケースで
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は、それだけで対応できるとは限りません。事

故が、船荷証券の発行前に発生する場合もあり

ます。どのような状況において、どのクレーム

が当てはまるかを判断するには、ノック・フォ

ー･ノック協定を考慮に入れる必要があるでし

ょう。あるいは、事故原因となった作業につい

て、どの当事者に責任があるかを特定する必要

があります。また、適用可能な抗弁について考

慮する必要もあります。例えば、ヘーグ・ルー

ルまたはヘーグ・ヴィスビー・ルールの下では、

「固有の瑕疵」、「管理の瑕疵」、または「荷

送人の作為または不作為」を主張できることが

あります。組合員の有する資格にもよりますが、

用船主または船主に対して償還請求するという

方法もありえます。また、荷送人または動作不

良を起こした機材のメーカーに対して償還請求

できる可能性もあります。 

 

責任制限と準拠法 

この 2つは相互に関連したものであり、当事者

による「フォーラム・ショッピング（管轄地漁

り）」の要素が関連する場合もあります。運航

業者と船主の責任制限が、最も重要な問題の一

つとなる可能性があります。海上物品運送のル

ールでは、梱包数または貨物ユニットの重量の

いずれかを基準として「梱包制限」が規定され

ています。海事クレームの責任制限を定めた協

定においては、船舶のトン数を基準として「グ

ローバル制限」が規定されています。責任制限

の水準は国ごとに異なります。また責任制限に

かかるテストや責任制限が適用されるクレーム

についても国ごとに異なります。したがって、

責任制限の問題がもたらす潜在的な影響は大き

くなる可能性があります。特に、重量物運搬船

のトン数は、一般的に貨物船に比べて小さく、

「グローバル制限」が適用されることの影響は

小さくありません。例えば、数百万ドル規模の

クレームを招いた最近の事例では、船舶の登録

総トン数は 2,368MTでした。この場合のトン数

を基準とした財産請求権の上限は、1976年制限

条約の下で 77万 USドル、1976年制限条約の

1996年附随書の下では 180万 USドルになりま

す。 

 

重量物の事故は数百万ドル規模のクレームを招

きやすい 

 

この法的問題の重要性を示す例として、最近

Gardが扱った 2つの対照的な事例を紹介します。

最初の事例は、ガスタービンが荷積み中に船舶

のクレーンのワイヤーがほどけて落下したケー

スです。フランスの裁判所は、運航業者がワイ

ヤーの保守管理と、損害発生の可能性について

注意を怠っていたことは重過失にあたると判示

し、同運航業者については 33万 USドルの梱包

（重量）制限の適用を除外し、300万 USドル

のクレームの法的責任を負わせました。このケ

ースでの救いは、Gard が、デンマークにおいて、

同運航業者のグローバル制限を 220万 USドル

に限定する手続きを行っていたことです。もう

一つは、重量物 2個が甚大な損害（合計で推定

2,000万 USドル相当）を受けたとして米国の裁

判所に提訴されたケースです。貨物の利害関係

者らは、本来の高額な金額を申告する機会が与

えられなかったと主張し、米国の国際海上物品

運送法（COGSA）が定める 500USドルの梱包

制限については、当該運航業者には適用されな

いと抗議しました7。裁判所は、荷送人用に、高

額な金額を追加申告するためのスペースを船荷

証券に設ける必要はなく、US COGSAの 500US

ドルの梱包制限が運送契約に適用されることが

船荷証券に記載されていれば十分であると判示

しました。その結果、運航業者の責任は、

1,000USドルに制限されました。 

 

 

                                                
7
 Gard News184号の記事「The fair opportunity doctrine」参

照。 
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保証状 

高額化する可能性のあるクレームに対応するた

めの保証状を要求することは特別なことではあ

りません。こうすることで、上記の法的問題の

観点からだけでなく、差し押さえたれた船舶

（あるいは差し押さえのおそれのある船舶）の

価値が、要求された保証状の金額より低い場合

は、事態が複雑になる可能性があります。将来

の償還請求に対抗する保証状を要求することで、

さらに複雑化する可能性があります。 

 

クレームにさらされないようにするには 

クレームにさらされないようする一番の方法は、

言うまでもなく、事故を回避することです。慎

重な計画を立てることが肝要であり、適切なリ

スクアセスメントを実施すれば、それに見合っ

たメリットが得られます。問題が生じた場合は、

直ちにその事実をクラブに通知してください。

そうすることで、クラブ側は初期対応の支援を

提供できるだけでなく、調査と法的問題への対

応が迅速に行えるようになります。証拠として、

吊り上げ作業の様子を撮った写真かビデオがあ

れば役立つでしょう。法的問題の観点でみると、

契約上の取り決め内容が鍵となります。契約上

の取り決めを行う前に慎重にチェックしてくだ

さい。疑義が生じた場合には Gardにご相談い

ただくことも可能です。標準の契約条件を適用

している場合でも、リスクを抑えるための修正

条件案を Gardからアドバイスすることが可能

です。高額なクレームにさらされる可能性を想

定して、契約相手（およびその保険者）の財務

状態を注視しておくことも必要です。契約相手

に償還請求に対応できる財務体質や資産がなく、

頼れる保険にも加入していない場合、請求する

意味がなくなってしまうからです。 

 

まとめ 

重量物の事故に伴って生じる様々なクレームに

対応するには、クレーム処理に関する一定水準

の専門知識が必要です。Gardには、サービス提

供者と協力して、数多くの事例を取り扱ってき

た豊富な実績があります。この記事でご紹介し

たように、多くの問題への対処の巧拙によって、

経済的な結果が大きく異なってきます。それと

同時に、組合員の皆様のビジネスと評判を守る

には、初期対応も重要な鍵となるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


