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新型コロナウイルス感染症（COVID-19） - 公衆衛生上の緊急
GARD INSIGHT

事態がもたらす用船契約条件への影響
こちらは、英文記事「COVID-19 - the
effect of this public health emergency
on charterparty terms」
（2020 年 2 月 13 日付）の和訳です。

新型コロナウイルス感染症
（2019 新型コロナウイルス）の
流行がトップニュースになって
います。現在、感染例の 99%は
中国で確認されていますが、ア
ジアやその他の地域での感染も報告されています。新型コロナウイルス感染症とその症状、感
染拡大防止対策の詳細については、世界保健機関（WHO）のウェブサイトをご参照ください。
新型コロナウイルスによる船舶や船員への影響に関する追加情報は、Gard のウェブサイトでも
ご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症を過去に流行した感染症と比較することは有益でしょうか？
新型コロナウイルス感染症を 2014 年～2016 年に西アフリカで発生したエボラ出血熱と比較するこ
とは、おそらく有益ではないでしょう。なぜなら、エボラウイルスの特性はコロナウイルスとは異な
っており、主な発生地域も国境をまたがった西アフリカの狭い地域に限定されていたからです。
現在の新型コロナウイルスの流行は、2002 年～2003 年に発生した重症急性呼吸器症候群コロナウイ
ルス（SARS-CoV）や 2014 年に流行がピークに達した中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERSCoV）と比較する方が有益といえるでしょう。これらの 3 つのウイルスは同じ科に属していますが、
伝染性と患者の転帰という点では大きな違いがあるようです（病原性としても知られています）。
•

2004 年 4 月 21 日付けの WHO の SARS 状況報告書によると、2002 年～2003 年の SARS 流
行時の感染確定例は 8,096 例に限定され、死亡例は 774 例、致死率は 9.6％でした。

•

2019 年 11 月の WHO の MERS 状況アップデートによると、2012 年～2019 年の MERS 流
行時の感染確定例は 2,494 例に限定され、死亡例は 858 例、致死率は 34.4%でした。

•

新型コロナウイルス感染症の発生状況は刻一刻と変化していますが、2 月 11 日付けの WHO
の状況報告書によると、感染確定例は 43,103 例、死亡例は 1,017 例、致死率は 2.3%を超え
る程度となっています。中国は最近、診断基準を変更したため、感染例と死亡例は増加しま
したが、致死率はこれまでとほぼ同等となっています。ただ、感染が発見されないケースも
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多く、また、現在、新型コロナウイルスに感染している方たちが残念ながら今後亡くなる可
能性もあるため、これらの数値は慎重に取り扱う必要があります。
•

解説者らは季節性インフルエンザの流行との比較も行っており、インフルエンザによる毎年
の死亡者数は通常、新型コロナウイルス感染症による死亡者数よりもはるかに多いことを指
摘しています。米国政府の一部門である疾病管理予防センター（CDC）は、米国でのインフ
ルエンザ関連の死亡者数の推定値を公表しています。季節性インフルエンザの発生率と重症
度は年ごとに異なりますが、例えば、2014 年～2015 年は感染例が推定 30,000,000 例であっ
たのに対して、死亡例は推定 51,000 例で、致死率は 0.17%でした。

2020 年 2 月 7 日に報告された CDC の推定によると、今年の季節性インフルエンザによる米国での
死亡例は 12,000 例を超えていますが、少なくとも 22,000,000 人がインフルエンザ関連の病気に罹患
しています。つまり、致死率はわずか 0.055%です。
現在の見解では、新型コロナウイルス感染症の伝染を防ぐための簡単な対策があるとされています。
これは正しいのかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の死亡者数と感染率はこれまでに発生
した感染症と比較してもはるかに高いことは明らかです。これは、症状が現れるまでの潜伏期間が新
型コロナウイルスの場合は比較的長いという特徴によって説明できるのかもしれません。
専門家らによると、新型コロナウイルスは突然変異を起こす可能性があり、この病気と戦うためのワ
クチンの開発競争が始まっています。
何が起きているのでしょうか？
新型コロナウイルスの発生はすでに世界的なサプライチェーンや輸送ネットワークに混乱を引き起こ
しています。
•

韓国の現代自動車は、中国製の部品が入手できないため、韓国国内の自動車工場を閉鎖して
います。

•

人の移動はまだ制限されていませんが、すぐにでも開始される可能性があります。香港は、
中国各地から到着したすべての人に 14 日間の自宅検疫を義務付けており、また、少なくと
も 2020 年 2 月 16 日まで裁判所を閉鎖しています。

•

2020 年 2 月 10 日付けのロイズ・リストのデイリー・ブリーフィングは、新型コロナウイル
スの流行に関して次のようにレポートしています。「相場は下落しており、今後も下落が続

くため、予測をこれまで以上に下方修正する必要が出てくるでしょう。混乱が収まったとき
の市場の低迷が予想され、さらなる混乱の可能性も排除できません」
•

BBC の 2 月 10 日付けの報道によると、中国の多くの工場は、旧正月の休暇後に数百万人も
の労働者が職場に戻ることになっているにもかかわらず、閉鎖されたままとなっています。
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状況は常に変化しており、海運業界にも多くの潜在的影響が考えられます。例えば、船員や乗客の健
康状態、船員交代の難しさ、船員がストライキしたり、感染地域へ行くことや感染地域から来た船員
と一緒に働くことを拒否する可能性、中国およびその後の寄港地での遅延、貨物をもはや入手できな
くなったり、あるいは揚げ積みができない、といったケースが想定されます。
このような混乱の可能性がある中でも、海運業界は、重要な貿易ルートを途絶させず、混乱を最小限
に抑え、世界に対して食料、エネルギー、重要なサービス等が継続的に供給されるようにする上で中
心的な役割を果たす可能性が高いでしょう。しかし、その代償はいくらで、誰が支払うのでしょう
か。
新型コロナウイルスは、船主である私にはどのような影響がありますか？
本稿では、生じる可能性のあるいくつかの問題を特定し、用船者との関係において、船主の立場か
ら、そうした問題への対応について検討します。ここでは、用船契約は英国の法律に従った業界標準
の定期用船契約であると想定しています。また、船舶は、用船者が通常指示する港への寄港を求めら
れており、船主にとって寄港を阻む唯一の問題は新型コロナウイルスの流行であると想定していま
す。
行く必要がありますか？
誰もが最初に思い浮かべる疑問は、次のようなものでしょう。
Q. もし私の船が中国の港、または新型コロナウイルスに感染した他の地域への航行を命じられた場

合、行かなければなりませんか？
A. 用船契約は、それぞれ固有の条件に従って解釈する必要があります。実際の状況は急速に変化し

ており、今後、答えが「いいえ」になるまで状況が悪化する可能性もありますが、現時点で最も可能
性の高い答えは「はい」です。
法的な観点での適切な質問は「この港は安全か？」といったことになるでしょう。なぜなら、すべて
ではないものの、ほとんどの用船契約には、港が将来も安全であるという保証、つまり船の到着時に
港は安全であるという用船者による保証が含まれているからです。たとえ港が合意された範囲内にあ
っても、港が安全でない場合や安全でなくなった場合は、船はその港に寄港する必要はなく、寄港指
示を拒否できるものと考えられます。
新型コロナウイルスの流行下における「安全」とはどのような意味でしょうか？ この状況における
安全港の標準的な定義は次の通りです。
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「当該期間中において、『異常事態』が発生しない限り、良好な操船航海技術によっても回避できな
い危険にさらされることなく、到着し、利用し、出航することができる港」（The Eastern City
[1958] 2 Lloyds Rep p127）
この定義は主に船舶の操船、航海および物理的な安全性の問題を対象としていますが、英国の裁判所
は、もし遅延が十分な期間存続するならば、「安全性」には政情不安、軍事行為、遅延のリスクも含
まれることを長い間認めてきました。この点に関する直接的な権限はないものの、裁判所または仲裁
裁判所は、港の安全性という問題に対して以下のように判断する可能性が高いと考えられます。
以下の重大なリスクまたは危険性があるか？
•

船員が新型コロナウイルスに罹患する。または

•

船舶がブラックリストの対象となる。または

•

船舶が過度に遅延する

上記に加えて、良好な操船航海技術によってもリスクを回避できない事態であるか？（この場
合、伝染や感染のリスクを回避または最小化するための一般的な医学的アドバイスに従うこと
を意味する可能性が高い）。
「はい」の場合、裁判所や仲裁裁判所は、港が安全でないと認める可能性があります。
現時点でのこの質問に対する答えは「いいえ」である可能性が高いでしょう。しかし、もし状況が悪
化し（本稿執筆時点で少なくとも 1 隻のクルーズ船が検疫を受けている）この質問に対する答えは
「はい」になる可能性があります。その場合、港は安全ではなく、船主は寄港を拒否し、用船者に対
し別の港を指定するよう要求する権利が得られることになるでしょう。
その他の考慮事項：
•

安全であると見込まれていた指定港が後になって安全でなくなる可能性はありますか？
そうであれば、船主はその港への寄港を拒否する権利があります。

•

安全性の問題については、以下の点で意見の相違が入る込む余地があり、複雑になる可能性
が高いでしょう。

•

o

感染危険度

o

港が非安全であるとみなされるために必要な感染危険度

次のような港湾の労働慣行や貨物の種類が重要な要因となる可能性が高いでしょう。例え
ば、「最小限の船員と陸側との接触で海洋の施設に陸揚げするタンカー」、「貨物である袋
詰め米の荷揚げを行う船内荷役業者を乗せて停泊しているばら積み貨物船」、「乗客が頻繁
に乗降したり、各地の港で地元の人々と交流することの多いクルーズ船」は、それぞれ異な
るリスクプロファイル（リスクの程度）を示すでしょう。
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•

危険度について疑義がある場合には、裁判所または仲裁裁判所がその危険性により港が安全
でなくなったと判断して疑義を解決するものと期待されます。

•

船主が危険を承知で入港した場合は、結果として損害賠償請求権を放棄したものとみなされ
る可能性があります。

Q. この質問に該当する可能性のある用船契約の条件は他に何かありますか？
A. おそらくあります。すべての状況や請求の枠組みを予測することは困難ですが、他の条項が該当

する可能性はあります。例えば、用船契約に不可抗力条項がある場合、これが発動され、遅延のリス
クや、場合によっては解約のリスクが船主または用船者に生じるかどうかという点で、様々な考察や
結果が生じる可能性があります。
Q. 用船契約のほかに、何か影響する可能性のある法的な原則はありますか？
A. 当初想定されていた契約内容が履行できなくなるほど状況が進展した場合、「履行不能」の原則

の下で両当事者を履行義務から免除すべく法律が介入する可能性があります。
私が行って遅延が発生した場合でも、用船者は用船料を支払わなければなりませんか？
Q. 新型コロナウイルス感染症が原因で遅延が生じた場合、私の船はオンハイヤーでしょうか、それ

ともオフハイヤーでしょうか？
A. 用船契約の条件と遅延の理由によります。
定期用船契約の下で遅延が発生した場合、用船者の関心はオフハイヤーに向けられます。オフハイヤ
ーは契約違反を必要とせず、むしろ、特定の状況において用船者が用船料の支払いを停止する権利で
す。
問題は、「用船者はオフハイヤー条項の適用を受けることができるのか？」ということです。これは
遅延の理由によります。定期用船契約書（NYPE）第 15 条を参照して様々な例を考察したところ、
この問題を解決するための様々な方法があることが分かりました。
•

船員が病気になった場合には、用船者は、本条項に基づき、その船舶がオフハイヤーである
と主張することができます。時間の損失が「人員不足」に起因する場合には、船員の病気に
よって失われた時間はオフハイヤーであることが十分に確立されています。以下の黙示の補
償に関する注記をご参照ください。

•

法律上または行政上の制約については、オフハイヤーとみなすことができます。したがっ
て、船舶が新型コロナウイルスに感染した X 港に寄港したために Y 港への到着が遅れた場
合、特に X 港の寄港が別の用船契約下にある場合には、用船者がオフハイヤー条項の適用を
受ける十分な条件となりえます。以下の「偶然性」に関する注記をご参照ください。
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•

遅延が港における疫病の存在によってのみ引き起こされ、その結果として生じた待機時間の
せいで時間が失われたとすれば、なぜその船舶が第 15 条の下でオフハイヤーになるのかに
ついての理由を見出すことは困難です。

•

第 15 条のオフハイヤー条項に「いかなる場合でも（whatsoever）」という文言が追加され
ることがありますが、その場合、用船者はオフハイヤー条項の適用を受けやすくなります。

•

別の考察点としては、オフハイヤーは通常、「偶然性」、すなわち用船者の命令に従うこと
による当然の帰結ではない事象のみを対象とすると理解されます。新型コロナウイルスの影
響を受けていることが知られている港に船を寄港させ、その後、検疫規制が実施されている
次の港に船を寄港させる場合、「偶然性」はないと言えるのでしょうか。

Q. 用船者の指示に従うことに対する黙示の補償として用船料を請求することはできますか？
A. おそらくできます。ただ、新型コロナウイルスの流行がどれほど深刻であるかはまだ明らかでな

いため、請求は単純なものにはならず、そう答えるのもまだ時期尚早でしょう。
•

定期用船契約では、船主が、用船者の命令に従った結果として生じる損失を被った場合で、
その損失が、船主が黙示的または時に明示的な補償の問題として負担することに同意したリ
スクではない場合、用船者に対して損害賠償を請求できることは十分に確立されています。
Island Archon [1993] 2 Lloyds Rep 388 は、この点をよく示しています。これは法的に安全で
ないとされたケースであり、港での腐敗行為のせいで港が非安全であることが判明し、黙示
の補償が船主に有利に適用されました。このケースでは、腐敗行為は用船契約が合意された
時点では知られていなかったものの、寄港時にはよく知られていました。

•

そこで、問題は「船舶と船員を新型コロナウイルスにさらすことは、船主が用船契約を締結

したときに負担することに同意したリスクであったか？」ということになるでしょう。
•

その答えは事実ベースになるでしょう。船主が自船を世界交易に通常伴うリスクにさらすこ
とに同意しているのは明らかで、それには様々な健康上のリスクが含まれています。新型コ
ロナウイルスは、用船契約の締結時に知られていたリスクや想定されていたリスクとは本質
的に異なっているのでしょうか？古い用船契約に関連して話すのはおそらく時期尚早です
が、現在締結されている用船契約に関しては、問題が広く知られている場合、おそらく船主
は黙示の補償に頼ることはできず、むしろリスクを配分した適切な条項を新しい用船契約に
含めることを検討すべきでしょう。以下をご参照ください。

船員の病気
Q. 船員が病気になった場合、その船員を助けるため離路することはできますか？
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A. それが必要な措置であると仮定するならば、答えは「はい」です。また、黙示の補償の結果とし

て請求権が生じない限り、これを行うために費やされる時間は、通常の場合、オフハイヤーである可
能性が高くなります。
堪航能力
さらに考慮すべき点としては、船員の一部が新型コロナウイルスに罹患している場合には、船舶はも
はや堪航性がないと見做されるかもしれないということです。
その他の質問
•

新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するために講じられた措置によって、寄港先の港の安
全が確保されたとしても、積み込む貨物がないことも考えられます。その用船者は長期の遅
延に耐えられる十分な経済力を持っていますか？

•

おそらく新しい用船契約にのみ関連すると思われますが、BIMCO は、感染症や伝染病に対
処する航海用船契約と定期用船契約に関する条項を発表しています。新型コロナウイルス感
染症が両条項に共通する「人に重大な害を及ぼす非常に強い感染症または伝染病」の定義を
満たしているかどうかは、まだ議論の余地があります。

最後のアドバイス
履行できない義務を負う前に、または主張が平行線上にあると思われる場合は、FD&D 保険の担当者
に相談してください。医療と同じで、法律においても予防は治療よりも優れています。

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、加入者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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