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コロナウイルス – 船舶と船員への影響 

（2020年 3月 24日更新） 

こちらは、英文記事「Coronavirus – implications for ships and crew」（2020 年 1 月 31 日付）の同年 3月 24日

付更新分の和訳です。 

 

 
 

世界各国が 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大防止に向けて水際対策を強化してい

ます。また、港湾当局は依然として新型コロナウイルスの症状を呈する船員や乗客を特定する

ために警戒態勢を取っています。 

 

発生について 

 

2019 年 12月に中国の湖北省で初めて発見された新型コロナウイルス感染症は、南極を除く全大陸に

広がっており、急速に症例数が増加しています。中国以外での新規症例の発生数は中国全体のそれを

上回っており、現在、ヨーロッパがパンデミック（世界的な大流行）の震源地となっています。 

 

WHO（世界保健機関） は現在、新型コロナウイルスの感染拡大リスクや影響のリスク評価について

世界的に「 非常に高い（very high）」と見ています。 

 

一般的なアドバイスと情報源 

 

本稿執筆時点で、WHO は依然として新型コロナウイルスの感染国への渡航制限や貿易制限の適用を

勧告していません。しかし、渡航の地域制限が実施されているほか、感染リスクを最小限に抑えるた

http://www.gard.no/web/updates/content/29112071/coronavirus-implications-for-ships-and-crew
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
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めに講じられている措置よって、出港許可や揚げ積み業務に遅れが出たり、サーベイヤー、サービス

エンジニア、物資の手配が困難になったりするほか、上陸許可や船員の交替に制限が課されるなど、

船舶や船員に深刻な影響がもたらされる可能性があります。極端な場合は、検疫の強制や入港拒否が

行われる可能性があります。 

 

海運業界への地域ごとの具体的アドバイスに関しては、状況が急速に変化する可能性があり、新型コ

ロナウイルスの感染地域や施行されている港湾規制、旅行制限を常時完全に把握することが難しくな

っています。WHO は新型コロナウイルスの流行状況に関する daily situation reports（毎日の状況報

告書）を公開しています。なお、WHO の言う「感染地域」とは、 新型コロナウイルスの局地感染が

継続的に発生している国、州、地域、または都市を指し、輸入例のみを報告している地域は含まれま

せん。Gard のコレスポンデントである Gulf Agency Company Ltd.や BIMCO などの企業や組織も、

世界中の国や港で実施されている対策に関する有益な最新情報を定期的に提供しています。 

 

 

なお、Gard は、新型コロナウイルスの発生に関し、 WHO や IMO（国際海事機関）などの専門機関

が発表した見解と勧告を指針としています。状況の進展次第で感染拡大の防止・軽減に向けた勧告や

対策が変更される可能性が考えられるため、メンバー各位に引き続き警戒いただくことを推奨します 

 

 

警戒、自己防衛の強化、新型コロナウイスの蔓延防止のために、運航者、船長、船員の支援に役立つ

重要な問題や助言を以下に記載します。 

 

新型コロナウイルス（COVID-19）について判明していること 

 

以下の情報は、2020 年 3 月 9日更新の WHO「新型コロナウイルスに関する Q&A」から抜粋したも

のです。 

 

• 呼吸器疾患である。 

• 最も一般的な症状は熱、倦怠感、空咳である。感染者によってはうずきと痛み、鼻詰ま

り、鼻水、のどの痛み、下痢が見られる。 

 

港湾に到着する前に十分な余裕を見て、現地の港湾当局、船舶代理店から、実施中の規制、

予防措置に関するアドバイスを求めることを一層強くお勧めします。  

 

 

Gardのウェブサイト「Covid-19 (Coronavirus) 新型コロナウイルス」ではWHOを始めと

する公的情報源が発表する関連情報やガイダンスへのリンクを掲載しています。また、新型

コロナウイルスの流行に備える方法、対策について、運航者や船員向けのガイドライン、推

奨事項へのリンクも多数掲載しています。  

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.gac.com/coronavirus
https://www.bimco.org/ships-ports-and-voyage-planning/crew-support/health-and-medical-support/novel-coronavirus
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
http://www.gard.no/web/topics/article/29290807/covid-19-coronavirus
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• 軽症の場合が多いようだが、重症または死に至る可能性があり、持病がある人はリスクが高

くなる可能性がある。 

• 一般的な風邪やインフルエンザと同様に、感染者が咳やくしゃみをしたときに生じる飛沫を

介して感染が起こる。これらの飛沫が感染者の周囲の物体の表面などに付着し、他の人が飛

沫の付着した物体の表面などに触った後に目、鼻、口に触れることで感染を起こす可能性が

ある。また、新型コロナウイルスの感染者の口から咳などで飛び出した飛沫を吸い込んだ場

合も感染の可能性がある。このため、感染者から 1 メートル（3 フィート）以上離れている

ことが重要となる。 

• ウイルスが物体の表面でどの位の期間生息するかはまだ不明であるが、予備情報によれば、

表面の種類、周囲の温度、湿度によって、数時間から数日間程度生息することができると思

われる。ウイルスは簡単な消毒剤で殺すことができ、感染性を失わせることができる。 

• 潜伏時間は概ね 1〜14日程度と考えられており、通常は 5日程度と考えられている。 

• 現時点でワクチンや具体的な治療法はない。感染者は、症状の緩和のために対症療法を受け

ることがのぞましい。 

• ウイルスであるため、予防または初期治療の手段として抗生物質を使用すべきではない。 

 

港湾での規制 

 

世界中の港湾当局は現在、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大の防止に向けて警戒態勢を強化

しています。各港湾当局は、全船舶に対して、IHR（国際保健規則）の付属文書 8 に従い、検疫明告

書の作成・提出等により、入港後に、感染の疑いのある者または実際に罹患したケースを事前に報告

するよう求めると思われます。一部の国では、船長は、船員や乗客の最近の旅程や連絡先に関する通

常の質問と合わせて新型コロナウイルス感染症用の特別アンケート用紙への記入を求められる可能性

があります。また、船長に検温や呼吸器症状のチェックなど、船員の健康確認を毎日実施することを

求めている国もあります。 

 

入港前に乗船者の健康状態を報告する際の詳細の程度や期限、「感染国」の定義は港ごとに異なりま

すが、ほとんどの港や沿岸国では、次のいずれかの申告が求められています。  

 

• 健康状態に関する申告 

• 体温の測定値 

• 病気に罹患したまたは死亡した船員、乗客に関する情報 

• これまでの寄港地に関する情報 

• 船員、乗客の渡航歴（過去少なくとも 14日以内に感染国への渡航歴があるかどうか） 

申告後の対応は寄港先により大きく異なるほか、個々の船員や乗客の検疫から、潜伏期間とされる

14日間が経過するまで船舶の検疫を行うなど、対応には幅が見られます。例えば、米国は、過去 14

日以内に感染地域に寄港したことがあり、病気に罹患している船員のいない非旅客船に関しては、船

舶の貨物に直接関連する特定の活動を行う場合を除き、船員を乗船させたままにするという条件で、

https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://www.dco.uscg.mil/Featured-Content/Mariners/Marine-Safety-Information-Bulletins-MSIB/2020


 

© 2020 Gard AS  4 

GARD ALERT 24 MARCH 2020   

 

 

GARD INSIGHT  
入港と通常業務を許可します。オーストラリアに停泊する船舶にも同様の要件が適用されますが、船

員は陸上で必要不可欠な任務を実施する間、医療用マスクを装着することも求められます。 

 

この 14日間の検疫期間の計算方法に関する共通した定義はないものの、通常、感染地域を出た時

点、すなわち、船員が感染地域の人と最後に接触した時点から始まると考えられます。 

 

上記は、港湾で現在講じられている対策の一例にすぎないことを強調したいと思います。一部の国で

は、感染地域から直接または中継港を経由して到着した船舶に限り指定された検疫停泊を実施してい

ます。また、船舶の寄港先に感染が認められたり、船内に感染者がいることが報告されたりしている

場合、ごみの排出に規制を課す国もあります。このため、現地の港湾当局、船舶代理店と緊密に連絡

を取り、寄港先の港湾で実施されている検疫措置の種類について最新かつ信頼できる情報を入手する

ことが極めて重要です。 

 

船舶や港湾施設の安全性に悪影響を及ぼす可能性のある船内の感染者は「報告義務のある危険な状

態」と考えられるほか、船員の健康状態を正確に申告しない船舶には罰金が科される可能性があるこ

とには注意が必要です。 

 

船内の予防措置 

 

リスク、ウイルスの広がり方、講じるべき予防措置について啓蒙し、船員の意識を高めることが極め

て重要となります。IMO（国際海事機関）や世界中の旗国が、船員や海運業向けにアドバイスを提供

しています。船員向けの推奨事項を要約すると次のとおりです。 

 

• 保健当局に全面的に協力し、船員の健康状態を正直に開示する。 

• 衛生管理を徹底する。WHO では以下の予防の実践を推奨しています。 

o 頻繁に手洗いを行い、目、鼻、口に触らない。 

o 呼吸器衛生を徹底する（咳やくしゃみをするときには肘を曲げて覆うか、ティッシ

ュを使い、使用後のティッシュはすぐに捨てゴミ箱のふたを閉じ、手を洗う）。 

o 社会的距離を保つ。他人、特に咳、鼻水、発熱が認められる人から少なくとも 1 メ

ートル（3 フィート）離れる。 

o 咳や発熱がある場合には、サージカルマスクを着用し、他者との濃厚な接触を避

け、医療機関を受診する。 

o 食品は十分に加熱調理するなど、食の安全を実践する。 

 

• 感染地域に寄港する場合の推奨事項は以下のとおりです。 

o 船舶・陸上間のやり取り、立ち入り検査、内部監査、外部監査、メンテナンスなど

を減らすことにより、船舶・陸上間の活動を減らす。不要な乗船を禁止する。 

o より厳格な ISPS 手順を実施することにより、舷門やはしごの管理を強化する。これ

には、通路階段の管理強化のほか、乗船する全職員の身分証明の確認や、体温の確

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-the-marine-industry
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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認および航海日誌への記録が含まれる。陸上の職員にインフルエンザのような症状

があると疑われる場合、立ち入りを拒否する。 

o 船舶の職員と陸上の職員の接触を減らすために、船舶代理店、検数人、監督者、サ

プライヤーなどの外部職員が船員の居住エリアに立ち入ることを制限する。 

o サージカルマスクを着用するなど、自衛策を強化する。インフルエンザのような症

状がある場合は、船上や陸上で他者と接触しないようにする。 

o 机、ドアの取っ手、スイッチ、電話機などを頻繁に消毒し、宿泊エリアなどの衛生

状態を良好に保つ。 

o 港湾での上陸許可を制限する。 

o 船舶に水先案内人、代理店などを乗船させる前に船舶が遵守しなければならない港

湾固有の要件がある場合がある。そのため、船長は時間に十分余裕を持ち、地元代

理店に連絡して情報を入手する必要がある。 

o 出港後に症状が発現した場合は直ちに船内の医療担当者に報告する。 

 

船内の軽減措置 

 

船内で新型コロナウイルスに感染した疑いのある者が発生した場合、直ちに専門家の医学的意見を求

めてください。船長は、できるだけ早く次の寄港地にその事実を報告し、当該港湾の管轄当局が、状

況に応じて感染者の下船や入院、検査診断のための救急搬送や特別な手配ができるようにする必要が

あります。 

 

より詳細なアドバイスは Gradの記事「船内での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対

応」をご覧いただき、ここでは、船員や乗客が新型コロナウイルスの症状に該当する症状を呈した場

合にすぐに実施を検討すべき対策をまとめました。 

 

• 患者の船室が船内の医療隔離室でない場合、当該船室の扉は閉じた状態にする。 

• 呼吸分泌物を封じ込めるために、患者にマスクを提供し、できる限り着用してもらうよう求

める。 

• 患者の介護者や隔離エリアへの立ち入り者に、新型コロナウイルスのヒトへの感染リスクに

関する情報を提供し、立ち入り者の数を制限する。 

• 患者の船室への入室者全員のリストを航海日誌に記録する。 

• 隔離された患者の介護、または船室の清掃のために患者の船室に入る者は、適切な PPE（個

人防護具）を着用する必要がある。特に防護用サージカルマスクの装着は、使い捨て手袋の

使用と同じく重要である。 

• 手袋、マスクをはじめ患者ケアの際に発生する廃棄物は、「感染性廃棄物」として廃棄する

前に患者の部屋のふたつきのゴミ箱に捨てる必要がある。 

• 船室からの患者の移動・搬送は必要な場合のみに制限する。搬送が必要な場合、患者はサー

ジカルマスクを着用する必要があり、患者が触れた表面は殺菌消毒する必要がある。 

http://www.gard.no/Content/29374636/ManagingCOVID-19_onboard_Japanese.pdf
http://www.gard.no/Content/29374636/ManagingCOVID-19_onboard_Japanese.pdf
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• 直ちに症例の調査を開始する。患者に病状の聞き取りを行う際は、適切な PPE を着用し、

少なくとも 1 メートル離れる。 

• 患者の濃厚接触者を特定し、何らかの症状が現れていないか、自身で健康観察を行うよう要

請する。 

 

船内で講じた措置はすべて、IHR 付属文書 3 に従い、船舶衛生管理証明書に記録する必要がありま

す。運航者が船内で新型コロナウイルス感染症の疑いのある者の処置にあたる過程でさらに詳細な情

報が必要な場合は、WHO の新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の在宅ケアに関するアドバ

イスも参考にするとよいでしょう。また、 新型コロナウイルスに関する検出、予防、対応、管理方

法について理解を深めるために、新型コロナウイルスに関する WHO の公開オンライン研修コースに

登録することもお勧めします。 

 

法的要件と船級要件の遵守 

 

船舶や船員の公的証明書を更新できない、乾ドック業務を受けられない、船員を適切なタイミングで

送還できないなど、様々な国際条約の下で適用される法的要件を満たすのが困難になる可能性があり

ます。また、新型コロナウイルスの拡散を阻止するために、船級協会も現時点で活動を制限してお

り、調査依頼に対応できない可能性があります。多数の旗国では、場合によっては（契約期間等の）

延長が認められることが既に明確にされていますが、運航者はそのような場合はすべて、当該船舶の

旗国や船級協会に連絡するようにしてください。 

 

現在、多数の国と港湾で上陸許可や船員の交替が禁止されていることから、運航者と船長は新たな運

航条件の下で、船舶の最小安全配員の見直し、個々の船員の契約延長、労働時間や休息時間に関する

条件の一時的な変更を行わざるを得ない状況に陥る可能性があります。ノルウェーや英国などの旗国

では、新型コロナウイルスの流行に起因する現在の異常な配員状況への対応の仕方について、自国の

立場を明確にしています。ただし、船舶の安全配員文書や船員の労働時間に影響を与えるすべての決

定は、現状に対する綿密なリスク評価と新たな運航条件の下、関係する旗国との合意の上で行われる

必要があることを強調しておきたいと思います。また、現状に対するリスク評価は船員と協議の上で

行い、労働時間を延長する場合は、個々の船員が身体的負担や精神的負担にさらされないような労働

時間とすることを推奨します。 

 

各国は急遽入国規制を変更する可能性があるため、船員を交替させる予定がある場合は、国内外の渡

航アドバイスに特別な注意を払い、それに従うようにしてください。IATAの専用ホームページや

BIMCO のウェブサイト「Coronavirus (COVID-19) - crew challenges（新型コロナウイルス（COVID-

19） – 船員問題）」にも有益な情報が掲載されています。船員の交替を行う前に、乗船予定の船員

の渡航歴も確認しておくべきです。 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
https://www.sdir.no/en/news/news-from-the-nma/regarding-hours-of-rest-and-manning/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872112/Covid-19_contingency_Plan_and__guidelines_for_seafarers_12-03.pdf
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://www.bimco.org/ships-ports-and-voyage-planning/crew-support/health-and-medical-support/novel-coronavirus---crew-challenges


 

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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GARD INSIGHT  
用船契約問題 

 

用船契約問題に関連するアドバイスについては、2020 年 2月 13日付けの Gard Insight「新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）- 公衆衛生上の緊急事態がもたらす用船契約条件への影響」を参照し

てください。さらに、用船契約、その他の法律を問わず、新型コロナウイルス感染症が権利や義務に

及ぼす影響について海事専門家のアドバイスを得ることを強く推奨します。 

 

本 Alert は、世界各地のポートステートと港湾当局が実施する措置に関する情報を定期的に更新して

いる Gulf Agency Company Ltd.と BIMCO からの情報に基づいて作成したものです。 

 

 

http://www.gard.no/web/updates/content/29184665/covid-19-the-effect-of-this-public-health-emergency-on-charterparty-terms
http://www.gard.no/web/updates/content/29184665/covid-19-the-effect-of-this-public-health-emergency-on-charterparty-terms

