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 （翻訳文）           2002 年 2 月/4 月号 

 
バンカーとバンカリング – ゴルフのスイングの話ではありません 

Bunkers and bunkering – It’s nothing to do with your golf swing 
 

はじめに 
車を持ったり運転をしたりする人なら誰でも給

油の経験がおありでしょう。誰もが時々ガソリ

ンを満タンにします。ほとんど何も考えずにそ

うしています。幸いにして、ごく稀にしか燃料

の質に関して問題が起きることは無く、ガソリ

ンをこぼしたとしても「油漏事件」にはなりま

せん。 

 
船舶に燃料を補給する手続きは、車にガソリン

を入れる手続きとは全く違いますし、また違っ

て当然。燃料や燃料補給から起こりうるトラブ

ルや責任を考えると、補給を受ける船舶は、開

始から終了までの全工程を詳細にモニターする

ことが大切です。補給される燃料の品質を厳密

に調べ、使用前に、またすでに本船上にあるほ

かの燃料と混合する前に検査することが肝心で

す。 

 
原子力船以外は、どんな船舶も時折燃料補給を

しなければなりません。大型のバラ積み船は常

時 1 万メトリック・トンもの燃料油を搭載でき

ますが、バラ積み貨物輸送用の「働き者」の

Handymax 船や Panamax 船でも給油後なら 1 千

メトリック・トンを搭載していることがありま

す。 

 
（良質や不良）燃料から起こりうるトラブル 
大きなクレームや責任問題が起きる原因となる

燃料は、必ずしも「不良」、正しくは規格外、

であるとは限りません。船舶から油が漏れれば、

厄介で高くつく清掃作業を行わなければなりま

せんし、油漏事件が起こった場所にもよります

が、環境破壊と油漏による影響で損害を受けた、

と主張する個人及び団体からの賠償請求に至る

場合も考えられます。 

 

燃料の専門家は、その質が全般的に年とともに

劣化してきているとみています。もっとも質は

値段と関連していますが、しかし、ケロシンや

ジェット燃料のような高品質製品の需要が増え

たため、原油が精製されたあとに残された「原

料」が低品質の燃料になることもありえます。

もし燃料に使用済自動車用燃料のような混入物

があれば、トラブルが更に加わることがありま

す。 

 
規格外の燃料（不良燃料）はいろいろなトラブ

ルを起こす可能性があります。メイン・エンジ

ンが効果的に、あるいは効率よく働かなくなり、

この結果速度が落ち燃料が過剰に消費されるく

らいならよしとしなければなりません。いずれ

にせよこれは傭船者からのクレーム“速度と消

費のクレーム”を招きます。 

 
もっと深刻なのは、規格外の燃料の使用がメイ

ン・エンジンに損傷を起こしうることです。因

果関係では、損傷とエンジンの年齢と状態は関

係ありませんが、とはいえ、一級の状態にある

エンジンならば、よくない状態のエンジンより

も不良燃料に対して耐性が大きいと言うのは事

実でしょう。しかしなお、不良燃料がメイン・

エンジンに引き起こす損害は重大問題になるこ

とがあります。船体保険会社が不安がるのも当

然です。 

 
このようなメイン・エンジンの損傷は、より一

層深刻なトラブルに至ることがあります。海上

でメイン・エンジンの動力が停止すると、機関

部員がトラブル解消に向けて懸命に作業する問

本船に多大な遅延が起きることになります。修

理が機関部員の手に負えないこともありましょ

う。救助船の必要か多分直ちに曳航の必要が生

じるでしょう。更に深刻なのは、動力があるか
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ないかという船には、特に地形的に限られた海

域では、座礁したり、他船や浮遊物、あるいは

突堤や係留用杭などの構造物と衝突したりする

可能性があることです。このような事態が発生

すると、船体保険会社も P&1 保険会社も非常に

神経を尖らせます。こういう状況から起こりう

るクレームと責任は大変大きいからです。 

 
燃料油の流出 
国際タンカー船主汚染連盟(ITOPF)は油濁統計を 
毎年発行しています。2001 年 5 月にロンドンで

行われた油濁会議でのスピーチのなかで、

ITOPF の専務理事は「過去 15 年間に ITOPF の

職員が現場で担当した油濁の約 28%はタンカー

以外の船舶から漏れた燃料油に関してであった。

この 2 年間でこの数字は 50%に上昇した。」と

いっています。 

 
1974-2000 年間のタンカー、兼用船及び艀によ

る油漏の原因 
荷積み/荷揚げ 35% 
燃料積みこみ 7% 
その他通常作業 15% 
衝突 2% 
座礁 3% 
船体の不調 7% 
火災及び爆発 2% 
その他/不明 29% 

 
上の数字は ITOPF が同連盟の最新のハンドブッ

クに掲載したもので、タンカー、兼用船及び艀

からの 1974-2000 年間の流出の原因を示してい

ますが、バラ積み船からの流出は含まれていま

せん。流出の 35%は、荷積みや荷揚げの通常の

作業中に発生したことがわかります。更に 15%
は大きな事故とは関係の無い「その他」の分類

にはいっています。この「その他」の流出もほ

ぼ確実に作業中に起きています。燃料の積み込

み自体は 7%となっています。 

 
バラ積み船では、何らかの事故（例えば座礁や

衝突）による流出の回数/パーセンテージはタン

カーよりもかなり低めで（タンカ一でも 14%に

しかすぎません）、通常作業中に発生する流出

のパーセンテージはかなり高めです。 

 
燃料油の流出はほとんど 7 から 700 メトリッ

ク・トンの範囲です。これより少量の場合もあ

ります。該当船が大型船で、大量の燃料を積み

込んでいて座礁して、燃料タンクのひとつに穴

があいたといった大事故でないかぎり、700 メ

トリック・トン以上の流出はほとんどありませ

ん。 

 
このような流出の多くは、燃料を供給している

側か、船上で燃料を受け取っている側の不注意

か怠慢の結果です。警報ベルが鳴らなかったと

いうような機械的な故障でさえも人為ミスの結

果であることが十分ありえます。経験から言っ

て、多くの場合流出の背景には以下に記すケー

スのひとつまたは複数の存在があります。 

 
- ローディングレートについて燃料を供給する

艀あるいは陸上の施設と本船との間で合意が無

い 
- 燃料を供給する艀あるいは陸上の施設側が合

意のローディングレートを厳守していない 
- 本船の乗組員が、合意のローディングレート

で燃料が積み込まれていることを確認しない、

あるいは合意のレートで積み込まれていない場

合、供給している艀に対して積み込み速度を落

とすよう要請しない 
- 燃料が積み込まれているタンクを監視してい

ない 
- 満タン近くなった事を知らせる警報に対応し

ない 

 
これらのケースのうち、ガードの経験ではほと

んどの燃料の流出は燃料があふれた結果です。

原因は通常上記のうち最後の一つか二つのミス

によります。もと甲板部員が言うには、燃料油

の流出を防ぐ最良の方法は、燃料タンクの通気

孔とオーバーフロー管を全部機関長の船室に繋

ぐことだそうです。 

 
事例 
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小型タンカーがロンドンの川の上流の停泊場所

で鉱油を荷揚げしていました。石油メジャーの

一社による検査に協力するため、船主の安全担

当者が乗船していました。本船の四つのタンク

から荷揚げ中に、高度警報がなりました。船長

と一等航海士は検査に加わっていて、二等航海

士が当直していました。彼は検査の一環として

“石油会社の検査官に警報が正常に働くことを

示すために”警報を作動させたのだと思い、何

も行動をおこしませんでした。実は、警報はま

さにその意図どおり作動したのです。“積荷が

タンクからあふれんばかりになっていることを

知らせるために”。2、3 分後貨物の鉱油がタン

クのひとつから溢れ出しましたが、さいわい乗

組員が実にすばやく対応し、荷揚げを停止して

漏れた油を清掃する必要手順をすべて行いまし

た。その結果、船外に流出したのは 100 リット

ルと推定されるほんのわずかの量でした。その

後の調査では、積荷のバルブの位置（つまり

開・閉）を示す装置がほとんどのバルブで作動

していなかったことがわかりました。一等航海

士も二等航海士も共に、閉まっていると思い違

いをしていたバルブが、実は開いていたのです。

二人とも荷揚げ開始以前にバルブの位置を確認

してはいませんでした。流出量はほんの僅かで、

水中に流出したのではなく、「テームズ川泥

土」の上にこぼれたのです。この泥土は時々こ

の川の水かさが大きく上下することで出現しま

す。ロンドン港湾局は刑事訴訟手続きを視野に

入れてこの事故を調査しましたが、結局は起訴 
しないことに決めました。その代わり、港湾局

は船長に対して警告書を発行し、今後同様の事

故を起こした場合本件も勘案されることにしま

した。このような事態に課せられうる最高の罰

金額は治安判事裁判所で 25 万英国ポンド、あ

るいは刑事裁判所では無制限罰金となります。 

 
重油の流出では清掃にかかる時間と費用は通常

相当なものになります。重油は粘度が高く、蒸

発したり消散したりしませんから手作業で清掃

するしかないのです。回収した油の廃棄もまた

難問で、清掃作業と同様に困難であり費用が掛

ります。流出が他船や個人のボートなどが係留

されている場所やその近くで起きれば船体に油

が付着し、清掃が必要になります。更に深刻な

のは、流出が水産物、主として魚の養殖に影響

を及ぼしたり、及ぼしたと主張されたりすると、

クレームが非常に大きくなります。該当地域の

ニュース・メディア、時には全国版のメディア

も騒ぎ立てます。さらに厄介なのは、その地区

の、または全国区の政治家が自発的に関心を持

ち、あるいは支持者が油で遊覧船を汚された人

や清掃作業中ビーチを閉鎖された人であればそ

の依頼で、問題としてとりあげることもありま

す。 

 
流出すれば少量の燃料油でも多額の賠償責任を

引き起こす場合があります。最良の -または最

悪の- 例はタンカーではないチップ船で、この

船は南カリフォルニアの港で 17.5 メトリックト

ンばかりの重燃料油を流出しました。流出は荷

積み中に発生したもので、本船が突堤の係留用

杭に接触したことが原因でした。燃料タンクに

穴があき重燃料油が流出しました。最初の 5 日

間は清掃費用は 1 日につき約 100 万ドルでした。

5 日目以後は 1 日あたりの費用を約 50 万ドルに

減ずることができましたが、1999 年末までに該

当クラブは主として清掃費用と第三者クレーム

に約 1,430 万ドルをすでに支払っています。加

えてクラブは損傷を受けたとされる天然資源の

クレームと弁護士及び専門家への支払いに

1,070 万ドルを予想しています。2,500 万ドルと

いうまとまった額です。 

 
これは最悪の場合のシナリオで、P&1 クラブの

悪夢です。ほとんどの燃料油流出はこのような

金額がかかることはありませんが、対応は難し

くまた高くつきます。車に給油中に少量のガソ

リンをこぼしても、自分が困るだけで誰の迷惑

にもなりはしません。こぼした石油の代金を支

払えばいいだけです。清掃する必要もありませ

んし、その施設に「損害を与えた」賠償をガソ

リンスタンドの所有者に支払う必要もありませ 
ん。また第三者からのクレーム、例えばスタン

ドの近所に住む人たちが、こぼれたガソリンの

においに悩まされたと言うクレームなどに対応
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する必要もありません。また民事や刑事訴訟に

持ち込まれ、有罪とみなされれば高額の罰金を

課せられたり懲役に服させられたりの可能性さ

えなきにしもあらず、というようなこともあり

ません。上に述べた事例では、刑事訴訟は起き

ませんでした。しかし、ガードは様々な国で船 
長が、たいてい船主ともども、刑事訴訟を起こ

されるケースを数多く経験してきました。残念

ながらこの傾向は続いています。刑事訴訟とそ

の結果発生するいかなる責任も P&1 保険では填

補されない（文末注釈参照）ことを忘れないで

下さい。関連して発生する法律相談の費用も、

生じる賠償責任も該当企業または個人の負担に

なることも十分ありえます。 

 
燃料油の流出ではこういったトラブルすべてが

起こり得ますし、またしばしば起こってもいる

のです。 

 
船が何らかの事故にあうと、当初燃料の流出が

無くても当局からの最初の「要請」（つまり指

示）は「燃料を除去せよ」ということです。事

故の種類、燃料の量と搭載個所はしばしば無視

されます。焦点は“時には他のことは一切無視

して”燃料油が起こす汚染の可能性にしぼられ

るのです。 

 
これは環境にとってはよいことかも知れません。

救助者にとっては確かにビジネス・チャンスで

す。しかし、誰かが金銭的負担をしなければな

らず、船主は燃料油の除去は主として汚染の防

止あるいは最小限に留める手段であるとの観点

から、加盟している P&1 クラブに負担を求める

でしょう。 

 
過去 20 年ばかりの間に環境に対する意識と、

われわれすべてが何らかの形で関与していると

言われる環境破壊の憂慮が世界的に大きくなっ

てきました。近年、メディアの報道はある程度

の油の流出はすべて大々的に取り上げ、しかも

その報道は大抵の場合船主ばかりでなく該当船

の運航に関わるすべての人に対して厳しいもの

です。「エリカ号」の傭船者トタールに対する

非常に否定的な報道を思い出してください。 

 
国際条約 
米国を除いて、全世界の沿岸国家はほとんど民

事責任条約(Civil Liability Conventions = CLCs)と
油による汚染損害の補償のための国際基金の設

立に関する国際条約（基金条約）のいずれかあ

るいは双方を批准しています。これらの条約は

基本的にはタンカーによる汚染に起因する損失

と損害の補償を扱うものであり、広く認められ

受け入れられています。 

 
燃料油の流出を特定して扱った新しい条約の本

文が、2001 年 3 月にロンドンで開かれた IMO
の外交会議で合意されました。少なくとも 2、3
年は発効するには至らないでしょうが、その意

図はこの最新の条約が 1969 年と 1992 年から発

効している今までの CLCs で残されたギャップ

を埋めることです1。 

 
1969 年の CLC も 1992 年の CLC への議定書も、

バラ積み船のような、タンカー以外の船からの

燃料油の流出には適用されません。しかし一般

的に言って、燃料を供給している艀を「タンカ

ー」と格付けし、その上で流出が燃料艀から発

生すれば、CLC のふたつの機構のひとつが多分

適用されることになるでしょう。 

 
オーストラリアで発効した新しい強制保険の要

求は、今や多くの国が燃料油の流出に一層厳し

く注目していることの表れでもあります。2001
年 4 月 6 日から、オーストラリアに寄航する

400 総トン以上の船舶で油類を貨物として、ま

た燃料として搭載しているものはすべて、「関

連保険証明書」を所持していなければなりませ

ん。この規則は石油タンカーを対象にはしてい

ません。すでに 1992 年 CLC のもとにそのよう

な保険に加入していることが要求されているか

らです。従って、この規則はタンカー以外の船

舶を対象としたものであり、つまり燃料油によ

る汚染を意味します。この「関連保険証明書」

                             
1
 ガードニュース当号別掲の「新しいバンカー条約」の記事参照。 
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が記載しなければならない項目の中に、保険金

額または他の金銭的保証額があり、それは「関

連国際法のもとに適用される賠償責任のいかな

る限度額をも下回ってはならない」ことになっ

ていますが、朗報はほとんどの場合この要件を

満たすには、P&1 クラブ加入証書の原本または

認証謄本を本船上に備えていればよいというこ

とです。要請があれば証書を提示しなければな

りません。 

 
「良質の」燃料に関するその他のトラブル 
上記でわかるように、重大なトラブルを起こす

のは「不良」燃料とは限りません。汚染の側面

のほか、次に記す事例からわかるように規格内

の燃料油でもトラブルや損害を引き起こすこと

があります。 

 
日本向けの貨物を積載したガード加入自動車専

用船が、2000 年のクリスマス直前に極東で重質

燃料油を積み込んでいました。本船は第一左舷

及び右舷燃料タンクに給油中でした。入り口弁

が開けっ放しになっていたので、燃料油が四番

センター燃料タンクに流入しました。このタン

クはほぼ満タンだったので当然いっぱいになり、

あふれた油が空気パイプに流れ込みました。運

の悪いことにこのパイプには小さな穴があいて

いたのです。これは後に腐食によるものとわか

りましたが、この穴を通って油が流出しました。 
どこに行ったと思いますか。約 3 メトリック・

トンが 2 番船倉の車両甲板のうえに漏れたので

す。このうちいくらかはラッシング用の穴を通

って更に三層の車両甲板に流れ落ちました。こ

れだけでは足りないかのように、更に、少量で

あった事は幸運でしたが、四番センター燃料タ

ンクの空気パイプの、以前修理された個所から

漏れました。積荷は BMW の車だったのです。

41 台ばかりが多大な損傷をうけました。さらに

209 台が多少の損傷をうけました。クラブの推

定責任額は 25 万米ドルでした。その上本船の

何箇所がは油汚れがひどく、清掃が必要でした。

本船の清掃にかかる時間と費用は P&1 保険では

填補されません。本船をきちんと清掃し荷積み

と輸送に備えるのは船主の責任です。 

 
燃料油の不足 
この記事をお読みの機関士の方なら、積み込ま

れる燃料の量を正確に計量し、更には供給者側

と合意に至る難しさをご経験のことでしょう。

バラ積みの液体では計量に多少のばらつきが出

るのはさけられません。しかしながら、燃料供

給者の数値と本船側の数値の差が大きい事例が

あることも同様です。本船側の数値よりも供給

者側の数値の方が常に大きいようです。 

 
最近 DNV とインタータンコが発した警告が示

す事例があります。ある船がディーゼル油と燃

料油を補給しました。本船上の担当の機関士は

両製品ともにかなりの不足を記録しました。デ

ィーゼル油の場合では燃料艀の数値は 119.69 立

方メートルでしたが、本船側の数値は 93.0 立方

メートルで、29.69 立方メートルの不足でした。

本船側の要請で燃料艀はディーゼル油を再びポ

ンプで送り込みはじめました。燃料油について

もトラブルがみられました。艀から本船への流

れが非常に遅かったのです。機関士がこの事を

言うと、艀側の乗組員たちが艀のバルブを調整

するのが見られ、その結果流れが速くなりまし

た。それでも供給完了時本船側は、3 メトリッ

ク・トンばかりの燃料と 19 メトリック・トン

ばかりのディーゼル油の不足を記録しました。 

 
「不良」燃料 
完全に良質の（つまり規格内の）燃料でも重大

なトラブルや賠償責任を引き起こしうることを

見てきました。不良燃料“規格外の燃料”も同

様に厄介な問題や高額の賠償責任を起こすので

す。 

 
ガードニュース 156 号は燃料積み込みの手順を

扱った記事を載せています2。その中には積み込

まれた燃料のサンプル採取と検査に関する意見

と提案、そして特に、使用前の採取と検査につ

いての具体的なアドバイスが含まれています。

早い段階でのちょっとした予防が後になって大

                             
2 “Liquid Gold-燃料流と潤滑油” 30-32 頁 
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量の（高くつく）治療の必要性を避けることが

できるのです！ 

 
速度と消費のクレーム 
船主、傭船者及びその保険会社にとっては残念

なことに適切なサンプル採取と検査がいつも行

われているとは限りません。そのため、何らか

の点で規格外の燃料が本船に供給されることが

あります。しかしそのために重大なトラブルが

自動的に発生すると言うのではありません。本

船のエンジンが、出力を低下させたり燃料を余

分に消費したりしながらも、その燃料を使って

いつもどおりの力を出すことができる場合もあ

るからです。しかし、そのような状況は、本船

がより大量の燃料を消費したとか（出力低下の

ために）航海完了に予定以上の時間を費やした

とかの理由で傭船者からのクレームを引き起こ

すことがよくあります。クレームがしばしばこ

の両面をあわせ持つことから速度及び消費のク

レームと呼ばれます。 

 
遅延のクレーム 
速度と消費のクレームそれ自体は特に難しくな

く、高くつくものではありませんが、航海の長

時間の遅延は貨物の引渡し遅延を意味します。

大抵の場合これは問題にはなりませんが、時に

は売り手と買い手双方にきわめて重大な問題と

なることがあります。特に遅延の期間中に貨物

の値が上昇したり下落したりした場合です。そ

のような状況では、遅延の故に損失を蒙った側 

が本船に対してクレームを起こすことは十分あ

りえます。貨物の種類と価格の変動によっては

その額は多大になるでしょう。さらに、貨物そ

のものが損害を蒙ることがあります。果物や野

菜の貨物はほとんどがそれ自体に寿命の限界が

あり、その運送条件は予定の航海時間に従って

可能な限り厳密な計算の上で決められているの

です。ほんの 2、3 日の遅延でもこの条件を崩

すことがあります。結果は、限られた寿命の食

品である場合など、全貨物の損傷のクレームに

なることがしばしばあります。 

 
結論 
人間であれば、時として間違いを起こすことが

あります。幸いなことに間違いが重大な結果を

引き起こすことは稀ですが、ときには燃料の補

給作業に従事中や本船上で燃料の使用準備中の

人たちが間違いを犯し、燃料油の流出や本船の

メイン・エンジンその他の機器への損傷が起き

ることがあります。 

 
人為的ミスを完全に排除することは明らかに不

可能です。事故は時として発生することを認め

なければなりません。そのために P&1 保険があ

るのです。しかし綿密な手順を作成し、明確な

解説を加えておけば、その手順を適切に踏むこ

とによって上記のようなトラブルや事故は防ぐ

ことができるのです。 

 
 


