
     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ISSUE 201 February/April 2011 
和訳 

 
 
 
 
 
 



      
 
A time of contemplation                                   Gard News 201 February/April 2011 

 

熟考の時 
A time of contemplation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Claes Isacson (ｸﾗｳｽ･ｲｻｯｸｿﾝ) 

                       Chief Executive Officer 

 
熟考の時 
毎年、私たちはさまざまな問題に直面するものです。

2010 年は、ユーロ圏を始めとする世界各国におい

て、不安定な経済状態が続きました。こうした問題

がもたらす影響に対応することは、本来、ガードの

業務の範囲ではありません。しかし、私たちガード

では、お役に立てる範囲において、組合員およびク

ライアントの皆様にサポートをご提供できように

最大限の努力を行っています。 
 
将来に向けて 
毎年、秋から初冬は、ガードのメンバーにとって関

心の高まる時期に当たります。この時期に、船舶保

険と P&I の更改の話し合いが始まり、アンダーラ

イターがマーケットの感触をつかみ始めます。今年

は、各地域において、全保険種目を扱う引き受けチ

ームによる二度目の更改を迎え、アンダーライター

はマーケットに対する理解を着実に深めていって

います。現在までのところ、南北ヨーロッパにおい

て P&I 保険の更改に相当な進展が見られますが、

その他の地域においては、例年通りややペースが遅

れている状況です。 
 
当社の財務状況についても、積極的な評価をいただ

いています。当社の上半期末時点の資産総額は 20
億米ドルに達し、第 3 四半期に入ってからも財務強

化が進んでいます。保険金の支払状況は引き続き穏

やかで、引受実績も堅調に推移しています。こう

したことから、2 年度についても、次年度の一般

P&I保険の前払保険料の増額は要請いたしません。

ガードでは、強固な財政基盤を背景として、一般

保険料の調整額を低額に抑えながら、魅力的な保

険料政策を維持することで、組合員の皆様の将来

の保険料の節減に貢献いたします。船舶市況は、

船腹余剰を始めとして、未だ厳しい環境が続いて

います。しかし、ガードでは、長年にわたる引受

経験から、これまで同様に発展を続けていけるも

のと感じています。私たちの目標は、引き続き引

受業務に注力し、それぞれのお客様のリスク全体

を考慮した上で、最適なソリューションをご提供

することです。このような考え方に基づいて、お

客様に最良のサービスをご提供していることが、

ガードが長年にわたり成功を続けている秘訣な

のです。 
 
新しい基準の設定について 
私たちは、事業の現状に自己満足することなく、

直面する課題に対して、常に新しく、より優れた

ソリューションを求めていかなければならない

ことを十分理解しています。以前、どこかガード

が提供するクレームサービスの改善への取り組

み状況についてお話したことがありますが、次の

更改までにクレーム分配モデルの改訂版を導入

できる運びとなったことをご報告いたします。モ

デル改訂の主な目的は、クレームのタイプ別（流

体貨物・ドライカーゴ、用船・貿易船等）に知識

を集約することによって、効率的かつ効果的にク

レームを取り扱いできる体制に移行する一方で、

満足度の高いサービスを提供することにありま

す。 
 
外部に目を向ける 
私が国際グループの議長職を引き受けてから 1年
が経ちます。事務局の皆さんを始めとして、分科

委員会やワーキンググループで行っていただい

ている仕事の量と質には今も驚かされます。スポ

ットライトが当たることは少ないかもしれませ

んが、世界中の船主に多大なる恩恵をもたらして

いることは疑う余地もありません。 
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当グループの保険契約に対する EU の調査につい

ては、EU に包括的に問題を理解していただけるよ

う、引き続き多くの時間と労力を当てることが求め

られます。もう一つの取り組みは、当グループへの

加盟基準の改定です。改定結果は、2011/12 年保険

年度のプーリング契約に組み込まれる予定です。こ

の新しい基準は、既存のメンバークラブと、新規の

申込者にも適用されます。基準の要旨は、メンバー

クラブは独立した相互保険組合であり、所定のソル

ベンシー基準を満たしているか、あるいは国際的な

格付基準によって財務上の健全性を証明できる外

航船の船主であるメンバーによって運営されると

いうものです。既存クラブも定期的にこれらの要件

等の適合状況を証明する必要があります。 
 
今年、ヨーロッパの広い範囲で、予想以上の寒気を

伴って例年より早い冬が到来しました。経験的には、

北半球において、今後数か月間、厳しい状況が続く

可能性があります。このホリデーシーズンに皆様が

ご家族とともに楽しくリラックスした時間を過ご

され、リフレッシュした気持ちで、2011 年の残さ

れた期間に多くの成果を上げられることを期待し

ています。 
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粒状貨物を詰めたジャンボバッグの積み付けと固定 
Stowing and securing of jumbo bags filled with granulated cargo 

 
今回の Gard News は、ジャンボバッグに入れて輸送される積荷に関する問題点と、その解決策について取り

上げます。 
 

およそ 1 年前、Gard と保険契約を締結している冷

蔵船がヨーロッパから南米に向けて出港しました。

しかし、船はビスケー湾で悪天候の影響を受け、積

荷が移動した結果、船は左舷に傾いて転覆、沈没し

てしまったのです。船員 24 名のうち 2 名が行方不

明になりました。この事故から、1997 年に冷蔵船

バネッサ号が、同じく悪天候の中、転覆・沈没した

事案が思い起こされます。いずれの冷蔵船もジャン

ボバッグで肥料を輸送していました。 

 
Gard では、他の類似の事例を調査し、冷蔵船の帰

り荷としてジャンボバッグに入れて輸送される粒

状貨物に注目しました。果物の輸送用に設計された

冷蔵船が、果物の原産国までの復路に、果物以外の

貨物を積載する場合があります。農業国では肥料の

需要が大きいため、帰り荷の主流は肥料です。種類

としては、爆薬にも使用される硝酸アンモニウム、

尿素などの硝酸・リン酸肥料などがあります。いず

れも乾燥した粒状で、無包装や、布袋、大型の袋（ジ

ャンボバッグと呼ばれる）詰めの状態でばら積み船

や乾貨物船で輸送されます。このような積荷袋は、

「ビッグバッグ」、「スーパーサック」、「バルクバッ

グ」と呼ばれることがありますが、フレキシブルコ

ンテナバッグ（FIBC）というのが正しい名称です。 
 
フレキシブルコンテナバッグ 
ジャンボバッグで輸送される貨物は増加傾向にあ

ります。サイズは、容量 500～3,000kg を中心に多

様です。普及しているのは、円筒型または角型で、

高さ 100～200cm、外層は強度を出すためポリプ

ロピレン製で、内層はポリエチレン製のものです。

荷積みは、通常、ループを吊り上げて行います。

その際、クレーンで吊り上げるか、フォークリフ

トを使用するか、その方法に合わせてバッグ上部

のループの数が異なります（1 個、2 個、4 個のも

のがあります）。フォークリフトで扱いやすいよ

うに、バッグをパレットに載せて輸送する場合も

あります。バッグは、上から荷を詰めて、底から

荷が取り出せるタイプのものもありますが、再利

用可能なもの以外は切り開いて取り出します。バ

ッグは、粉状、ペレット、粒状貨物の輸送には適

しています。そのほか、じゃがいも、玉ねぎなど

の小塊状の積荷にも使用されることがあります。

ジャンボバッグは、化学品の原材料の輸送や、セ

メント、肥料、塩などの製品の輸送にもよく使用

されます。ジャンボバッグは貨物コンテナに収納

できます。例えば、肥料を詰めたバッグの場合、

トラックでそのまま農家に直送することも難し

くありません。ジャンボバッグの利用は広がって

おり、2010 年 9 月にアムステルダムで「第 6 回世

界 FIBC 会議」が開催されるなど、現在では生産

者と利用者が参加する国際会議も開催されるほ

どです。 
 
転覆の危険 
船舶であれば、種類を問わず、座礁、衝突、火災

の危険にさらされることがありますが、この種の

危険は、船員がある程度対処できるものであり、

対処不可能な場合も、船から逃れることはできま

す。しかし、転覆の場合はそうはいきません。対

処する時間もなく、自身の生命を守る余裕さえな

い場合があります。そのため、IMO と船級協会で

は、船体にある程度の損傷を受けた場合でも、船

舶が安定性を保てるように規則を定めています。 
 
まれに、船内の燃料庫やバラストタンクの自由水

面影響が転覆の原因となる場合がありますが、や
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はり、積荷の移動と浸水が転覆の 2 大原因です。こ

の 2 つは相互に影響を及ぼす場合もあります。浸水

による転覆に関しては、国際満載喫水線条約の

IMO 関連規則、国際貨物船構造証明書の取得に関

する SOLAS 条約で規定されています。積荷の移動

については、SOLAS 条約第Ⅵ条「貨物の運送」の

ほか、貨物の積み付けおよび固定のための安全実施

規則で規定されています。 
 
ジャンボバッグは、肥料のような粒状貨物を扱うの

に適しています。ただし、悪天候の影響を受けて荷

がバッグ内で移動してしまい、バッグの形状が変形

してしまうことがわかっています。箱型の船倉内に

隙間なくきっちり積み重ねておけば、このような問

題は起きません。しかし、バッグが上部甲板から支

持されていない場合には、積荷が移動してしまう可

能性があります。複数の甲板で積荷の移動が起きる

と、船が傾き、転覆を誘発する可能性があります。

冷蔵船は、他の船舶以上にジャンボバッグの移動に

よる影響を受けやすいといえます。冷蔵船は速度重

視で設計されているため、船体の幅が狭く、大きく

横揺れすることがあるからです。通常、高さ 2.2 メ

ートルの甲板が 4 層あり、1 層に 1 段しかバッグを

積めないため、上部に隙間ができます。また、冷蔵

船によく使用されるアルミコーティングされた床

や、衛生面の配慮から甲板に敷かれたプラスチック

シートの影響でバッグが横滑りしやすくなってい

ることがあります。 
 
過去の事例 
ジャンボバッグの積み付けと固定方法に関する指

針や、冷蔵船に冷蔵貨物以外の貨物を積載する場合

の警告情報などはそれほど多く発行されていない

ため、過去の事例を学んでおくとよいでしょう。 
 

1981 年 12 月 13 日、Gard と P&I 契約を締結して

いたエクアドルの冷蔵船ボニータ号が、ハンブル

クからパナマを経由してエクアドルに向かう途

上、イギリス海峡でハリケーンに見舞われました。

船は 8400GT のクリッパー型で、1971 年にノルウ

ェーで建造されたものです。船体の幅が狭く、22
ノットでの高速航行用に設計された同船に、大き

な横揺れが生じました。積載していた積荷はプラ

スチック袋に入った肥料で、ハンブルクで手作業

で荷積みされたものです。9 メートルの波で船は

激しく横揺れし、25 度傾き、船員が船から逃れた

ときには 60 度も傾いていました。乗員 37 名のう

ち 35 名は無事難を乗り切り、イギリスのヘリコ

プターとガーンジー島からの救助艇によって救

助されました。この事例は、今でも王立救命艇国

民協会が行った 大級の救助活動として、ガーン

ジー島セントピーターポートの海洋博物館にも

記録が残されています。 
 
ボニータ号は、翌晩沈没しました。ジャンボバッ

グは当時あまり使用されておらず、この船にも積

み込まれていませんでした。肥料を入れたプラス

チック袋が上部甲板から支持されておらず、船倉

の両端部への積み付けが不十分であったことが、

転覆を誘発したものと考えられます。同船は、安

価なエクアドルの燃料を調達して利益を確保す

るため、いくつかの燃料油タンクが空の状態でハ

ンブルクを出港しました。この事案の後、後継船

では、船底タンクの追加バラストとして掘削泥水

を使用するようになりました。 
 
1986 年 2 月 26 日、一般貨物船アンジェラ・スミ

ッツ号（建造後 6 年経過）は、ビスケー湾で悪天

候に見舞われて沈没しました。積荷が移動したこ

とによって、船は大きく傾いた結果、沈没したも

のです。積荷はジャンボバッグに入った硝酸アン

モニウムで、ポルスグルン（ノルウェー）の Norsk 
Hydro 社の工場で積み込まれ、オーストラリアに

向かう途上でした。 
 
1994 年 12 月 9 日、ジャンボバッグを輸送してい

た船に大惨事が起きました。ウクライナのサルバ

ドール・アジェンデ号が北大西洋で沈没したので

す。同船はテキサス州フリーポートからヘルシン
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キへの航海中、ノバスコシア沖 750 マイルで嵐に遭

遇し左舷に傾いた後、船尾から沈没しました。波高

は 50 フィート（約 15 メートル）あったと言われて

います。偵察機、ヘリコプターのほか、急遽参加し

た 6 隻の貨物船によって大規模な捜索・救助活動が

展開されました。ニューヨーク空軍州兵第 106 救難

航空団の 2 機のヘリコプターが厳しい条件下で捜

索を行いました。この間、10 回もの空中給油を余

儀なくされ、のちに「航空史上 長のヘリコプター

による水上救難活動」と認定されるほどのものでし

た。ヘリコプターの 1 機が海上から 1 名の生存者を

救助し、ドイツの船舶が 2 人目の救助に成功しまし

た。しかし、残りの 29 名もの船員の命は、大西洋

に奪われる結果となりました。 

 

サルバドール・アジェンデ号は一般貨物船であった

ものの、建造時に 19 ノットの速度を実現するため

の設計が施されていたこと、船倉の上部と下部の間

に中甲板があるなど、冷蔵船と同じような特徴を備

えていました。積荷である 7300 トンの米が、1.7
㎥のジャンボバッグに約 1 トンずつ詰められてい

ました。米は、他の粒状貨物と同様に、ジャンボバ

ッグ内で移動してしまう特性を持っているうえに、

積み付け自体も不十分であったことが調査の結果

明らかになりました。バッグは下の船倉と中甲板に

高さに応じて 2 層から 5 層に積まれていました。バ

ッグがまばらなに置かれた列や、柱、船首方向側面

の張出部の特設肋骨などの障害物の周辺には相当

のスペースが余っている状態でした。スペースを埋

めるためにゴムやパレットを使用するという、問題

のある手だてが取られていました。固縛にはスチー

ルワイヤーではなく、14 ミリの合成繊維と天然繊

維のロープが使用されていました。また、積荷の一

部しか固定されておらず、ロープは吊り紐に通して

あっただけで、バッグがロープに沿って自由に移

動してしまう状態でした。 
 
船が激しく横揺れすると、バッグは空いたスペー

スを埋めるように動き出し、横からの圧力で積荷

は圧縮されました。バッグ内の荷も押しつぶされ

て、さらに横方向にスペースが生じてしまうとい

う状況が生じました。サルバドール・アジェンデ

号の場合、積荷自体の変形が数千トンに及んだ可

能性があることが判明しています。1 列に 24 個の

バッグが並んだ状況では、バッグ 1 袋が 2cm 動い

ただけでも、危険な傾斜モーメントが発生します。

その結果、船が傾き、浸水・転覆につながったの

です。 
 
サルバドール・アジェンデ号は Gard の加入船で

はありませんでしたが、次にご紹介する冷蔵船バ

ネッサ号は加入していました。バネッサ号は総ト

ン数 4000、速度 16 ノットのバハマ船籍の船でし

た。バネッサ号は、スウェーデンのチェピングか

らコロンビアのプエルトボリバーへの航海中の

1997 年 10 月 23 日、ニューファンドランドのセン

トジョーンズの東方 435マイルの海上で時化に見

舞われ沈没し、6 名の命が失われました。バネッ

サ号は、ジャンボバッグに入った硝酸アンモニウ

ムを積載していました。硝酸アンモニウムは、南

米貿易に従事する冷蔵船の帰り荷として人気が

高く、果物農場の肥料として、あるいはコロンビ

アの鉱山で爆薬として利用されていました。 

 

バネッサ号とともに喪失した貨物の代替品を輸

送するため、同型船のニャンティック号がすぐに

荷積みして出港しました。1997 年 11 月 15 日、悪

天候の中、同船も傾いたものの、アゾレス諸島の
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避難港になんとか着港し、積み付けをやり直しまし

た。ニャンティック号も Gard の P&I 契約に加入し

ていましたが、クレームには至りませんでした。難

を乗り切った同船を調べた結果、ジャンボバッグの

積荷の動きに関する貴重な情報が得られました。 
 

ジャンボバッグを積んだ船舶が転覆した例や、船が

傾いたために港に避難した例がほかにもあります。

ただし、転覆してしまったケースでは、積荷の移動

の実態を推測するしかなく、転覆した原因を特定す

ることはできません。2003 年 1 月 4 日、ノルウェ

ーの小型貨物船コングスティンド号が 4 人の船員

とともに Hustadvika で消息を絶ちました。その原

因は特定できないものの、積荷の移動が生じたので

はないかと推測されました。積荷の半分は、ジャン

ボバッグに入った肥料で、残りは、パレットに積載

された袋入りの肥料でした。同船は、過去にも同様

の積荷を輸送した実績があったものの、その後の調

査では、船体が傾いた状態で入港したことが何度か

あったことが判明しています。ジャンボバッグが相

互にぶつかって圧縮されてしまったことが転覆の

原因です。同船は中甲板のある型式で、荷積みはい

つも荷主の作業員が行い、船員は監督を担当してい

たとのことです。 
 
FIBC に関する IMO の勧告 
SOLAS 条約第Ⅵ条「貨物の運送」A 部第 5.1 規則

は、貨物の積み付けと固定について規定するもので

あり、「甲板積みまたは倉内積みされる貨物、貨物

ユニットおよび貨物輸送ユニットは、全航海を通じ

て船舶および乗船者に損傷および危険が及ばない

ように、また、貨物が船外へ投げ出されないように

荷積み、積付け、および固定すること」を要求して

います。さらに、第 5.6 規則では、固形および液体

のばら積み貨物を除く貨物の運送に際し、あらゆる

種類の船舶に対して、承認された「貨物固定マニュ

アル」に従うよう求めています。IMO も、貨物固

定マニュアルの作成に関する指針を発行していま

す（MSC/Circ.745）。ほかには、冷蔵船も貨物固定

マニュアルを備えつける必要があり、冷蔵貨物以外

を積載する場合には、それについてもマニュアル内

に記載することが求められています。 
 
「貨物の積み付け及び固定のための安全実施規則」

には、特定の種類の貨物に関する勧告が盛り込ま

れています。特に、付属書 10 でフレコンバッグ

に言及しています。「FIBC の輸送に適した船舶は、

FIBC を移動させなくても直接積み付け位置に荷

積み可能な広いハッチを有する船舶である」こと、

および「貨物スペースは、矩形で障害物が置かれ

ていないことが望ましい」と指摘しています。こ

れは Gard の経験にも合致しています。箱型の船

倉に、バッグが隙間なく荷積みされている場合に

は、ジャンボバッグの輸送に問題が発生したケー

スはありません。問題は、ハッチの開口部が狭い、

多層甲板型の船舶で発生しています。 

 
「貨物の積み付け及び固定のための安全実施規

則」は、中甲板を有する船舶の問題点に触れ、「ハ

ッチの両翼の奥に FIBC を積み付ける必要がある

場合、容易にアクセスが可能で、フォークリフ

ト・トラックを操作するための十分なスペースが

あることが必要である」と勧告しています。冷蔵

船の場合、一般のフォークリフトを使用してバッ

グをループで吊り上げて移動させることができ

るだけのスペースが倉内にはないため、この勧告

はやや理想的過ぎるかもしれません。大手の荷主

の場合には、専用のフォークリフトに投資したり、

ハッチ開口部へフォークを延伸させて、その上に

バッグを載せる方法も使えるでしょう。その場合、

バッグの形状は、バッグを甲板に降ろした後に、

バッグの底からフォークが引き抜けるような形

状にする必要があります。 
 
また、規則では、FIBC を横方向に積み付ける場

合、余分なスペースが両サイドにできないように

（中央にスペースが残るように）、船倉の両サイ
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ドから順に積み付けを行うように勧告しています。

中央にできたスペースは後で埋める必要がありま

す。中甲板や船倉の下部が FIBC で一杯にならない

場合は、バッグを支持し、船倉の端から端まで渡し

たワイヤーでバッグを固縛しなければなりません。

合成ロープでは伸縮したり、悪天候下で重い貨物を

固定したときに強度不足がたびたび生じるため、規

則ではワイヤーによる固縛を要求しています。 
 

 
Yara の冷蔵船向けソリューション 
1997 年に転覆した冷蔵船バネッサ号は、スウェー

デンのチェピングからジャンボバッグに入った硝

酸アンモニウムを積載していました。Yara Industrial, 
Technical Nitrates（当時は Hydro Chemicals AB）は、

粒状硝酸アンモニウムの大手荷主で、ジャンボバッ

グに詰めて製品を出荷していました。バネッサ号の

転覆に続いてニャンティック号で積荷が移動して

しまう事案が発生したことを受けて、Yara は硝酸

アンモニウムを詰めたジャンボバッグの動きを調

査することを決定しました。この任務は、輸送用

貨物固縛の専門会社 MariTerm が引き受け、ニャ

ンティック号の事例から貴重な情報がもたらさ

れました。ニャンティック号では、ジャンボバッ

グが片側に圧迫されて、反対側には 1～1.5 メート

ルのスペースができていたことが報告されまし

た。ニャンティック号の事案が発生した後、Yara
では、冷蔵船用の「鎖固縛法」を開発するまでの

間、貨物の輸送に他の種類の船舶を使用すること

を決定したのです。ジャンボバッグで硝酸アンモ

ニウムを積載する冷蔵船は、貨物固定マニュアル

に補遺を追加し、貨物が移動してしまう危険を回

避できるように、貨物を固定しなければならない

ことが決定されました。 
 

2004 年、MariTerm は、Seatrade の依頼を受けて、

Yara が使用しているジャンボバッグを使用した

実地テストを行いました。ジャンボバッグに入っ

た硝酸アンモニウムが船舶の加速に伴ってどの

程度圧縮されるか、傾斜時の角度はどの程度か、

横移動が生じた場合の角度はどの程度か、摩擦係

数はどの程度か、といった項目の判定が行われま

した。テストには、Seatrade の冷蔵船が使用して

いる敷き板で覆った傾斜台付きのトラックが使

用されました。この調査結果は、Yara のジャンボ

バッグを積載した冷蔵船での貨物固定に活用さ

れるようになりました。示された結果は、積載貨

物には 0.6g を超えて加速を加えてはならず、その

ためには、GM は船舶の高さ以下でなければなら
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ないというものでした。 

 

高さのあるジャンボバッグを、船倉の端から端まで

を一まとめにして固定する 2 つの方法が考案され

ました。いずれの方法も、バッグを使って縦方向に

2 つの境界（すなわち「隔壁」）を作るという点で

共通しています。1 つは、船倉に対して横方向に 3
～5 メートル間隔でバッグの上にスチールの鎖を

渡し、バッグを縦方向にウェブストラップで固定す

る方法です。もう 1 つは、縦方向のバッグの列を倉

内の固定された構造物に鎖でつなぐ方法です。後者

の方法では、鎖をつなぐ頑丈な固定具が必要で、そ

のような固定具が装備されていない場合は、船倉の

ライニングと断熱材を切り取って、船体のフレーム

に頑丈な突起部を溶接する必要があります。鎖、シ

ャックル、ターンバックルは 20 トン以上、ウェブ

ストラップは 4 トン以上の耐荷重があることが必

要です。固縛装置はすべて Yara が用意し、装置の

品質を荷主が完全にコントロールしています。船舶

の両サイドが垂直でない場合、傾むかないようにバ

ッグを両サイドに固縛する必要があります。バッグ

とバックの間や、バッグと船の構造体の間のスペー

スは、すべてエアバッグ等で埋めなければなりませ

ん。バッグには先端が尖ったものが接触しないよう

にし、破損したバッグを積載することは禁物です。

さらに、甲板の積載限度を超えないように注意する

必要があります。 

 

 
上記の要件に従ってバッグを固縛しても、多少横

移動してしまう余地は残ります。例えば、16 個の

バッグを固縛しないで横方向に一列に積載した

場合、バッグに圧力が加わると、重心が 1.28 メー

トルずれてしまうというテスト結果が出ていま

す。Yara では、自社の貨物を積載する船舶に対し

て、以下の安定基準を満たすことを求めています。 
 
1. ジャンボバッグが移動した場合も、傾斜角は

12 度を超えないこと。 
2. 静的安定性を示すダイアグラムにおいて、2 つ

の曲線の差が 大となる横傾斜角、または 40 度

もしくは浸水角度(θ)のいずれか小さい角度まで

の範囲において、傾斜偶力てこ曲線と復原力曲線

に囲まれた部分の面積は、いかなる状況において

も 0.075 メートルラジアン以上であること。 
3. 当初のメタセンター高さが、すべてのタンク内

の液体の自由表面効果の修正後で0.30m以上であ

ること。 
 
この基準は、IMO の「ばら積み穀物の安全輸送に

関する国際基準」をベースにしたものであり、正

式にはジャンボバッグに入った貨物には適用さ

れないものの、かかる貨物を積載する船舶が安全

に航行を続けるための1つの基準を設定するもの

です。 
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Yara は、自社の貨物を積載する船舶に対して、気

象コンサルティングサービスに登録し、提供される

予報や航路選定に関する助言に従って航行するこ

とを強く推奨しています。Seatrade では、これをジ

ャンボバッグで硝酸アンモニウムを輸送する自社

のすべての船舶の標準手順に定めました。Gard の

これまでの経験では、この種のサービスを採用して

いる船舶会社のマネジメント層は、悪天候に遭遇す

る危険が軽減されることと、少しでも航海期間を長

くできることに価値を見いだしているようです。 
 
Yara Industria、Technical Nitrates は、今回のテスト

結果と、ジャンボバッグの固縛に関して同社が設定

した基準は、自社で使用している同型のバッグと、

それを積載する船舶に対してのみ有効であると表

明しています。昨年は 40～50 隻の冷蔵船にこのよ

うな貨物が積載されました。1997 年以来、Yara の

貨物をジャンボバッグで輸送した船舶の数は 500
隻にのぼりますが、すべて無事に仕向け港に到着し

ています。Yara が策定した基準は、他の荷主や海

運会社にとっても学ぶ価値のあるものです。 
 
冷蔵船に粒状貨物が詰まったジャンボバッグを固

縛する方法に関して、情報を提供していただいた

Yara Industrial、Seatrade Reefer Chartering および

MariTerm の皆様に感謝いたします。 
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アンカーとチェーンの喪失 
Loss of anchors and chain 

 
最近、アンカーを喪失する事例が増加傾向にあります。Gard の事例では、毎年約 200 隻当たり 1 隻の割合で

発生しています。船級協会の統計では、発生割合はこの倍の 100 隻当たり 1 隻にのぼっているようです。 
 
Gard が関与したアンカー喪失事例の大半は、P&I
が適用されています。喪失したアンカーを海底から

撤去することを要求する港湾当局が増えており、そ

の場合、「海難残骸物除去」作業が必要になります。

喪失したアンカーとチェーンの価値は、通常、免責

金額を下回るため、船舶保険が適用されるケースは

それ程多くないのが現状です。 
 
最も弱い環 
Gard では、アンカー喪失の背景にある技術的な原

因を探った結果、コモンリンク、ジョイニングシャ

ックル、スイベル、アンカーシャックル、クラウン

シャックルなどの破損、あるいはアンカー自体の破

損がアンカーを喪失する原因になっている可能性

があることをつかみました。対象とした事例の中に

は、錨爪が破損したケースや、驚いたことに、頑丈

なアンカーシャンクが破損したケースもありまし

た。 
 
「鎖の強さは最も弱い環によって決まる」と古くか

ら言われていますが、磨耗や腐食、あるいは過大な

圧力がかかったことが鎖の破損の原因になったと

考えられます。船級協会は、5 年ごとにドックでア

ンカーとチェーンを甲板に並べることを要求して

いますが、その際に、アンカーチェーンの状態を点

検することが必要です。Gard は船長と管理者に対

し、ヤードや船級のサーベイヤーに任せきりにせず、

点検に積極的に参加するよう助言しています。船級

協会では、コモンシャックルについては、最も磨耗

しやすい末端部分を測定することを要求し、損耗の 

許容範囲は径の 12%までと規定しています。 
市場には中古のアンカーチェーンも出回ってい

ますが、品質証明書が付属しないものを購入すべ

きではありません。中古品を購入の際は、船級協

会にご相談ください。アンカーやチェーンが偽の

船級証明書を添付して販売されていた事例もあ

るため注意が必要です。値段が安いものは、品質

を疑うべきでしょう。 

 
アンカーチェーンは、磨耗や腐食による損耗以外

にも、スタッドが弛緩したり、脱落してしまった

りする問題がよく発生します。スタッドには、張

力がかかったときにコモンシャックルの両側面

を十分に広げ、アンカーチェーンの「よじれ」を

防止する役割がありますが、アンカーチェーンは

その分重たくなります。スタッドが脱落すると、

鎖環の強度は著しく低下します。緩んだスタッド

が溶接されているのをよく見かけますが、スタッ

トの溶接には十分な注意が必要なため、必ず船級

協会に相談してください。まず、溶接量は抑えて

ください。また、鎖環は事前に加熱し、溶接後は

ゆっくり冷却するようにします。ほとんどの場合、

溶接するよりも、アンカーチェーン全体を廃棄す

るか、連結用シャックルを使って問題のある鎖環

を交換した方が良好な結果が得られるでしょう。 
 
アンカーチェーンは、長さ 15 尋（27.5 メートル）

の鎖をケンターシャックルとアンカーの隣の「フ

ォアランナー」で連結したものです。スイベルや

ケンターシャックルが破損することはまれです

が、磨耗した鎖を交換しなければならない場合に

は、スイベルと大型鎖環とジョイニングシャック

ルで構成される「フォアランナー」も交換する必

要があります。テーパーピン、つまりケンターシ

ャックルの各部を嵌め合わせる円錐状のピンが

重要です。このピンをハンマーで打ち込み、鉛の

ペレットで丁寧にシールします。適正な証明書が

inoaki
Text Box
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付属した品質のよいものだけを購入するようにし

てください。 
 
テーパーピンの脱落 
「フォアランナー」をアンカーのクラウンシャック

ルにつなぐアンカーシャックル（D シャックル）の

ピンは、ケンターシャックルのピンと同様の方法で

シールされています。アンカーチェーンに異常はな

いにもかかわらず、アンカーとアンカーシャックル

のピンが落失した事例が何件かありました。シャッ

クルのメインピンを固定するテーパーピンが脱落

するケースは比較的多いようです。Gard では、調

査の結果、2 つの原因を特定しました。1 つの原因

は、鎖の取り付けを実施する造船所にあります。テ

ーパーピンの円錐形は、シャックル側の穴に完全に

合わせる必要があります。つまり、製造上の品質の

問題なのです。従来、テーパーピンの穴は、造船所

で特殊工具を使用して鉛のペレットを打ち込んで

シールしていましたが、現在は、溶かした鉛を穴に

流し込んでシールする場合があります。鉛は冷却中

に収縮してしまうため、ハンマーで叩く必要がある

のですが、この工程が省略されているケースがある

ようです。 
 
もう 1 つの原因は船上にあります。アンカーの大部

分が、荒天航行中にホースパイプ内に叩きつけられ

ます。何度も叩きつけられるうちに、アンカーシャ

ックルのテーパーピンが緩んで、脱落してしまって

いると考えられます。航行中に揺れが生じないよう

に、アンカーをテンショナー、ターンバックル、固

定用ワイヤーなどで固定しておく必要があります。 
 
破損 
アンカーの破損は、鋳物に不純物が混入していたり、

亀裂が入っていた場合だけでなく、岩の多い海底に

落下させてしまって生じることもあります。Gard
には、アンカーシャンクが折損した事例も報告され

ていますが、これは予想していないものでした。通

常であれば、アンカーシャンクが破損するよりも先

に、張力で鎖環が切断されることが予想されます。

破損したアンカーシャンクを調べた結果、製造段階

の焼きなましが不十分であったため、金属がもろく

なっていたことが判明しました。アンカーシャンク

とアンカークラウンは鋳鋼製であり、鋳造後に長時

間の熱処理が必要です。メーカーが生産を急いだ

結 

 

果、十分な時間をかけず、温度不足の状態で熱処

理が行われ、検査と証明に携わった当局側もその

ことを見抜けなかった模様です。アンカーシャン

クの汚損が発生した場合には、残った部分を検査

機関に送付し、その検査結果を証明書と比較され

ることを推奨します。 
 
使用状況 
アンカーの喪失は、投錨時の落下速度を揚錨機の

ブレーキで制御できなくなった場合や、船がまだ

動いているうち投錨した場合などに発生してい

ます。また、悪天候下の海域に錨泊し、船が流さ

れて、アンカーとチェーンを喪失する可能性もあ

ります。この場合は、船舶自体が損傷を受けたり、

衝突事故を招く危険がありますが、実際にそのよ

うな事例が一度ならず発生しています。アンカー

を引きずって航行した場合、海底パイプラインや

ケーブルに損傷を与える危険があります。損傷を

与えた場合には、高額の賠償金が発生します。ま

た、水深の深い場所で投錨したり、停電が発生し、

あわてて投錨した結果、アンカーを喪失したケー

スもあります。 
 
Gard には、航行中にアンカーが落下した事例も何

件か報告されています。これは、固定が不十分で

あったことが原因であるのは明らかです。航行中

にアンカーが脱落するのは、錨鎖止め、固定ワイ

ヤーとテンション調整装置、揚錨機のブレーキが

効かなかったり、正しく取り付けられていないこ

とが原因です。航行中にアンカーが脱落すると、

小型の船舶の場合、船速が落ちたり、アンカー側

に舵が取られるなど、船舶の挙動に変化が生じま

す。しかし、Gard に寄せられたある事例では、船

速が低下したにもかかわず、波・風の状態や、エ

ンジンの燃焼効率の低下が原因であると決めつ
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けて、アンカーの状態を実際に確認しに行った者は

いなかったのです。アンカーを引きずったまま港や

水深の浅い水路に侵入すると、海底ケーブルやパイ

プラインを抜いてしまったり、損傷を与える可能性

があります。実際にそのような事態になれば、高額

の賠償金が発生する可能性があります。 
 
揚錨機のブレーキの効き具合も重要な要素です。ブ

レーキバンドのライニングが磨耗している場合は、

ただちに交換してください。また、ライニングが磨

耗している場合は、バンドの「遊び」が大きくなっ

てしまうため、ブレーキスピンドルを締めるだけで

は最大制動力が得られなくなります。大型の揚錨機

の場合は、下部にブレーキバンド調整装置が設置さ

れています。揚錨機メーカーの保守担当者によると、

この装置を使用して自ら調整を実施している船員

はほとんどないようです。保守マニュアルを読み、

それに沿って実施してください。 
 
船級規則 
錯泊設備の仕様に関する規則は、船級協会が定めて

います。ただし、この規則は最低限の要件を示して

いるに過ぎないことを認識し、計算に使用されてい

る前提条件についても理解しておいてください。船

級協会では、錯泊設備は港や安全な場所で係留した

り、潮などを待つ間、一時的に停泊するための手段

に過ぎないことを強調しています。また、錯泊設備

は、荒天時に切り立った海岸線の沖合に船を停泊さ

せたり、漂流を止める目的で使用するものではない

ことも強調しています。船級規則では、錯泊設備の

使用を、安定した場所に船舶を固定させるためだけ

に限定することを要求しています。また、アンカー

チェーンのスコープは、6～10 倍を前提としていま

す。ここでいう、スコープとは、繰り出したアンカ

ーチェーンの長さと水深の比のことをいいます。水

深の深い場所に大型船舶が錨泊する場合には、この

スコープからは逸脱します。船長には、錯泊設備を

過信しないことが求められます。また、物事を予防

的に対処し、天候が悪化しているときに出港する機

会を増やすことも求められています。 
 
錯泊設備に関する規則の全文については、IACS の

ウ ェ ブ サ イ ト

（www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Unifi

ed_requirements/PDF/UR_A_pdf148.PDF）を参照し

てください。また、Gard の損害防止回報 No. 12-10
で、規則に関する説明が行われています。これに

ついては、www.gard.no を参照してください。 
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船舶の事故 － エンジン故障 
Hull and machinery incident – Engine breakdown 

 
一般貨物船において次のような事故が発生しています。 
 
RPM（回転数）の低下 
事故発生当時、船は満積載の状態でヨーロッパの港

へ向かっていました。主機は正常に稼働し、船は海

上を 高速度で順調に航行しているように思える

状況でした。 
 
機関士が異常に気づいたのは、主機の回転数が低下

し、軸受の高温警報装置が作動していることに気づ

いたときでした。 
 
主機の回転数が低下し、主機軸駆動の発電機が接続

されていたため、停電も発生しました。補助発動機

が自動的に始動し、電力は回復しました。しかし、

主機は稼働を続けていたため、手動で停止しなけれ

ばなりませんでした。 
 
確認 
機関士はクランクケースの扉を開けずに、扉の温度

をチェックしただけだったので、過熱の兆候を見つ

けられませんでした。潤滑油の油圧にも異常を感じ

ませんでした。10 分後、機関長は、主機を再始動

させ、航海を続けることを決定しました。 
 
主機の回転数は徐々に上昇して 高回転数に達し、

軸受の温度が許容限度以上まで上昇した後、再び低

下しました。それと同時に、いくつかの潤滑油フィ

ルター警報装置が鳴りました。これはスラッジが原

因であることが判明しました。 

軸受の温度がすべて正常値を上回り、複数の潤滑

油フィルターの警報が記録され、潤滑油のスラッ

ジは問題を抱えた状態であるにもかかわらず、

高速度で航行を続けることが決定されました。船

は、翌朝、クランクケースの爆発が起きるまで、

高速度を維持していました。オイルミスト検出

装置によって主機の自動停止装置が作動し、大量

の煙が発生し火災警報器が鳴り響きました。 
 
調査 
詳細調査を実施し、後日、クランクケースの構成

部品を分解した結果、主軸受とクランク軸受に著

しい損傷があることが判明しました。軸受シェル

の中には、完全に破砕していたり、変形している

ものがありました。また、ピストンにも、ライナ

ーも含め、亀裂が入っているものがありました。

機関士は自力でのエンジンの修理は不可能であ

ることを認識し、曳航が必要な旨を船長に伝えま

した。 
 
港への到着後、すぐに製造元の修理技師が乗船し、

詳細調査のため、クランクケースの分解を行いま

した。クランクシャフトが曲がり修理不能である

ことがすぐに判明しました。スペア部品がなく、

配送に時間を要するため、修理には 10 週間程度

かかることが見込まれました。調査では、主軸受

の 1つの薄肉のホワイトメタルライニングが破損

してクランクケース内部に落下したことが故障

原因になった可能性が大であると結論付けられ

ました。このことが潤滑油の流れを妨げ、損傷を

招く原因となったようです。 
 
このように、クランクシャフトは主軸受という支

えを失い、爆発を起こしました。クランクシャフ

トの取り替えが必要となったことで、修理期間が

長引く結果となりました。 
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教訓 
後に、何か手を打って損害を防止・軽減できなか

ったか考えてみる必要があります。上で説明したよ

うに、異常がある場合は、それを示すいくつかの兆

候があります。このケースでは、警報が鳴り出した

時点で、クランクシャフトの扉を開けて温度を確認

することが行われていませんでした。 
 

 

 

 

 
 
 

異常を示す兆候であったと思われる潤滑油の警

報とスラッジの問題も無視されていました。 
 
このような状況下で、爆発まで数時間にわたって

エンジンが稼働していたという事実にも注目し

ておく必要があります。 
 
結果として、関係者全員にとって高くつくものと

なりました。異常を示す警報や兆候があった場合、

安全が十分に確認されるまで、無視せずに対処す

ることが強く推奨されます。 
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船員雇用契約 － メンバーの責任について 
Crew employment contracts – Members’ liabilities 

 
P&I によって保障される船員に関する責任とは? 
 

 
メンバーやマンニング会社から Gard に対して、内

容の点検を求めて、船員雇用契約が送られてくるこ

とがあります。しかし、P&I クラブの役割につい

て、多少の誤解が見受けられる場合があります。

P&I クラブが船員に対する直接の保険業者である

かのように誤認されているため、傷害や死亡等に対

する給付金は「船主の P&I 保険の条件に従って」

（または同様の主旨の文言）支払われると契約書に

記載されています。この記事では、契約書に適切な

条件が盛り込まれるよう、船員に対する責任という

視点からクラブの役割を簡単に説明します。 
 
契約書の点検 
船員雇用契約の条件はさまざまですが、船員が事故

に遭った場合に損害賠償金や補償金を支払う雇用

主の責任（もしあれば）を記載できます。船員個々

の雇用契約には、通常、所定の団体協約（CBA）

の条件が盛り込まれています。CBA は、雇用主と

1 つまたは複数の労働組合の間で合意された労働

協約です。個々の船員の雇用契約とそこに組み込ま

れた CBA は、船員が病気、怪我、障害、死亡など

を負った場合に受け取る権利のある給付金を証明

するものです。また、賃金、労働時間、休日、休暇

などの条件を定めるものでもあります。このように、

雇用契約は船員と雇用主の双方にとって重要な

意味をもちます。  
雇用契約に労働協約が組み込まれているか否か

は、P&I クラブとは無関係です。しかし、契約条

件、すなわちメンバーの契約上の責任は重要です。

メンバーは、自分たちの責任が妥当なものかどう

かを確認する必要があります。不安がある場合に

は、P&I クラブにご相談いただければ契約書を点

検いたします。 
 
Gard が新しい契約書や改訂版を点検する際には、

一定のガイドラインに従います。その際には、当

然、標準的な P&I 保険で保障される各種給付金に

重点を置きます（Gard ルール 27）。これらの給付

金には、通常、次のものが含まれます。  
– 医療費  
– 疾病手当  
– 障害補償金  
– 死亡補償金  
– 所持品の損害または損失に対する補償金  
– 雇用解除に対する補償金   
 
管轄地と準拠法に関する条項も重要です。紛争が

示談で解決しなかった場合、司法による解決に際

して複数の管轄地が考えられる場合があります。

船員の国籍、雇用主の登録住所（国）、船籍、事

故が起きた場所などは、どの管轄地で審理が行わ

れるか、どの法律が適用されるかに関係する重要

な要素です。とりわけ人身傷害の場合、米国やブ

ラジルなど一部の管轄地はほかの管轄地に比べ

予測しにくく、それだけ潜在的な危険が大きいこ

とがあります。したがって、紛争の場合にどの法

律と管轄地が適用されるかを定める管轄地条項

が役に立つでしょう。 
 
さらに、契約条件を明確にし、誤った解釈を避け

るために、曖昧な文言や不明瞭な文言は修正すべ

きです。  
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医療費と疾病手当 
通常、雇用主のための業務中に怪我や病気が発生し

た場合、船員は雇用主の費用で医療を受ける権利が

あります。しかし、その病気が職務に関係するもの

であると断言できる場合に限り、このような給付金

が適用されると契約で規定している場合もありま

す。いずれにせよ、このような給付金が支払われる

期間はさまざまです。120 日などと日数を指定して

いる契約もあれば、船員が海上勤務可能な健康状態

であると宣言されるまで、あるいは医療による回復

限度（MMI）が宣言されるまで（この場合、後遺

障害の宣言が必要）としている契約もあります。同

じ問題は、雇用主による疾病手当の支払責任にもあ

てはまります。疾病手当は雇用契約に記載された基

本給に基づく場合もありますが、士官の場合など、

固定時間外手当を含めている契約もあります。 
 
障害補償金と死亡補償金 
障害補償金は、医師により後遺障害を負ったと宣言

された船員に対して支払われます。大抵の CBA は、

障害補償金の上限額を 6 万ドルから 15 万ドルの間

に定めていますが、さらに高い場合もあります。通

常、船員が受け取れるのは、傷害または「業務上疾

患」による障害補償金のみです。CBA は、障害を

等級分けし、最高度障害の補償金額に対する比率を

定めている場合がほとんどです。障害の程度が 50%
以上の場合、補償金を満額支払うとしている契約も

あります。また、障害の程度が 50%未満であって

も、永久に海上勤務は不可能と宣言された場合には、

やはり 100%の補償金を受け取れるとする契約もあ

ります。   
 
死亡補償金は、概ね 6 万ドルから 25 万ドルの範囲

です。扶養中の子供に対して追加金額が支払われる

場合がほとんどです。Gard では、過去に、1 つの事

案で複数人から契約上の死亡補償金が請求された

ことがあります。このような難しい状況を避けるた

め、契約書には誰が受益者となるかを明記すること

をお勧めします。これは必ずしも最近親者と宣言さ

れた人物である必要はありません。多くの管轄地で

は、最近親者は単に緊急時の連絡先と見做されるだ

けです。 
 
 

所持品 
ほとんどの契約には、沈没、座礁、その他の海上

事故による所持品の損失や損害について、船員に

補償する規定があります。補償の上限額を記載し

ただけの契約が多く、上限は概ね 3,000 ドルです。

窃盗や横領による場合は除外されるのが通常で

す。しかし、メンバーは Statutes and Rules の Rule 
27 にある補償除外規定に注意する必要がありま

す。たとえば、現金、宝飾品、蒐集品またはその

他の高額な金品は、たとえメンバーがその損失や

損害について補償責任を負ったとしても、P&I で
は保障されません。これらの金品の存在が事前に

クラブに通知され、メンバーがそれに関するクラ

ブの指示に従った場合には、例外が適用されます。 
 
雇用解除 
雇用解除に対して雇用主が補償責任を負うのは、

通常、座礁、沈没、火災等の海難事故の場合に限

られます。この場合の補償金は、基本給の 2～3
か月分とするのが一般的です。 
 
まとめ 
P&I クラブは、船員個人に対して直接責任を負う

ことはありません。クラブは、雇用契約の条件や

法律によりメンバーが船員に対して負う責任に

ついて、Gard 規則・規約集の条件と各メンバーの

P&I 保険の条件に従って保障するにすぎません。

契約上の責任が、クラブの保障対象から除外され

る場合もあります。  さらに詳しい情報について

は、www.gard.no から Gard Guidance to the Statutes 
and Rules の Rule 27 についての備考をご参照くだ

さい。ご質問がありましたら、Gard の Personal 
Injury and Crew 部門へお問い合わせください。 
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IMSBC コードの発効 
IMSBC Code comes into force 

 
国際海上固体ばら積み貨物規則（IMSBC コード）

および IMSBC コードを強制化するための SOLAS
条約第Ⅵ章の改正は、2008 年の第 85 回海上安全委

員会（MSC）により採択され、2011 年 1 月 1 日に

発効します。IMSBC コードは、最初 1965 年に勧告

として採択され、以後定期的に更新されてきた固体

ばら積み貨物の安全実施規則（BC コード）に代わ

るものです。2011 年 1 月 1 日より BC コードの使

用は中止する必要があります。 
 
強制力のある IMSBC コードの目的は、固定ばら積

み貨物の安全な船積みを促進することです。その目

的は、ばら積み貨物の運搬中に遭遇しうる危険に対

処するための国際的な公認手法を、関係者に知らせ

ることにあります。 
 
IMSBC コードは、特定の種類のばら積み貨物の船

積みに伴う危険に焦点を当て、採用すべき各種手続

きについて指針を示し、一般的にばら積みされる製

品を挙げ、その特性と取扱方法について助言し、貨

物固有の特性を判断するために用いるべき各種テ

ストの手順を説明するものです。 
 
IMSBC コードの詳細については、www.imo.org を

ご参照ください。 
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目に見えない侵入が続く ― 船舶と侵入生物種に関する最新情報 
The invisible invasion continues – Update on ships and invasive species 

 
船舶によって世界中に運ばれる侵入生物種の問題が深刻化しています。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

近年、船舶のバラスト水や船体付着によって運ばれ

る侵入生物種の問題が各国で重大な関心事となり、

規制による対応がとられています。この問題は、

Gard News の過去の記事でも取り上げました。1 こ
の問題に対処するため、さまざまな手続き、許認可、

基準が公布されており、さらにいくつかの地域でも

計画されています。 
 
この問題は確かに深刻なものです。侵入生物種の導

入の原因が船舶であることが特定された例で最も

知られているのは、1986 年の事例です。黒海の港

を出発した船がエリー湖でバラスト水を放出し、小

さな密航者であるカワホトトギスガイを放ったの

です。これらは在来の捕食者種にも妨げられること

なく、ハドソン川、ミシシッピ川、果てはメキシコ

湾まで広がり、大きな群れを作って取水口、工業排 

水口、細い水路などを詰まらせました。また、在来 

種を殺したり絶滅に至らしめ、ブイや船のロープに

付着し、水産養殖業の妨げとなっています。 

                                                  
1  以下の各掲載記事を参照してください。Gard News 155 号

「More on unwanted aquatic organisms in ballast water – All 
ships are now potential polluters」、Gard News 157 号「California 
– Ballast Water Regulations」、Gard News 163 号「Unwanted 
aquatic organisms in ballast water – New requirements in 
Australia」、Gard News 173 号「Control and management of 
ballast water – Recent developments」、Gard News 181 号

「New ballast water regulations in force in Brazil」、Gard News 
183 号「Ballast water – Victoria, Australia」、Gard News 183
号「Ballast water – Peru」、Gard News 198 号「Carp(e) diem – 
Current issues on ballast water regulations in the US」、Gard 
News 199 号「Norway – Ballast water regulation」  

 

これが多面的な問題となっていることを示すよ

うに、上記の逆の例も起きています。北米から黒

海に入った船が、北米のツノクラゲの一種、ムネ

ミオプシス・レイディを持ち込み、これが在来の

プランクトンの群集を破壊したため、黒海のカタ

クチイワシ漁の大半を含むいくつかの商業漁業

が壊滅的な被害を受けました。 
 
世界規模の対策が必要 
1990 年代から、船舶が侵入有害生物種が外来種生

態系を形成する主因となっている問題に対応す

るため、各国で法律や規制が可決されました。こ

れらの措置の中には、多大な費用や、時間、労力

を要するものもあるため、船舶業界では必ずしも

歓迎されていません。しかし、これらの措置に配

慮して費用をかければ、問題は解決されるのでし

ょうか。 
 
地中海地域海洋汚染緊急対応センターが 2010 年

6月10日に発行

した国連環境

計画（UNEP）
の地中海行動

計画（MAP）に

関する報告書

によると、問題

は依然として

深刻な現象と

して存在して

います。この報

告書によると、

年間 1 万隻の船
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舶が航行する地中海では、現在、9 日ごとに 1 種の

新しい外来種が商船によって持ち込まれています。 
 
報告書はさらなる措置が必要であるとし、これらの

措置は生態系全体を考えて実施しなければならず、

これらの有害種に対する遮断線を強化するために

は、商業貨物船のみならず漁船やレジャー用船舶も

対象とすべきであるとしています。例えば、漁師の

ブーツでさえ、その踏み跡には少数の侵入微生物が

付着し、後に甲板で漁業活動を行った時に再び濡れ

て海へ洗い流され、招かれざる訪問者として新しい

生態系に侵入する可能性があります。 

 
そこで 2010 年 11 月 3 日、船舶、漁業、観光、海洋

環境の各企業で構成される業界団体である世界海

洋会議は、2004 年 2 月に承認されたバラスト水管

理条約の批准国を十分増やすような、新たな努力が

必要であることを呼びかけました。2 この条約の発

効には 30 か国の批准が必要ですが、これまでのと

ころ 26 か国しか批准しておらず、発効には 4 か国

不足しています。各国はそれぞれ独自の法律を施行

していますが、最近の研究によれば、効果を上げる

ためには世界規模で総合的な計画を実施する必要

                                                  
2 Gard News 175 号の掲載記事「Ballast Water Convention 
adopted」を参照してください。  

があることは明白であると考えられます。 
 
そうしなければ、人類はこれらの目に見えない水

生侵入種との戦いに負け続け、世界の海産物産業

を含む海洋関連産業は重大な経済的危機にさら

されます。また、海水を淡水化して飲用とするこ

とも、在来種が特定の生態系の多様化と活性化に

重要な役割を果たすことも難しくなります。 
 
参考文献 
侵入水生生物種の拡大と、その抑制のために講じ

られている措置に関する詳細については、米国沿

岸警備隊（USCG）運用環境基準局の環境保護ス

ペシャリスト、John Morris 氏による記事「Setting 
a Course for Ballast Water Management – Reducing 
the global spread of aquatic nuisance species 」
（ http://homeport.uscg.mil/cgi-bin/st/portal/uscg_doc
s/MyCG/Editorial/20090422/winter2008-09.pdf?id=2
f1a9522ccb33c1fbf152fd5d98b6fdd4872aaff）を参照

してください。 
 
ただし、USCG はバラスト水放出基準の公開予定

日を改定しています。現在の公開予定日は、2010
年 12 月ではなく、2011 年 4 月となっています。 
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南アフリカの避難港および避難場所 
Ports and places of refuge in South Africa 

 
Alan Reid／Mike Heads 
P&I Associates (Pty) Ltd （南アフリカ・ダーバン） 
 
とりわけスペイン沖におけるプレスティージ号の重油流出事故以降、世界各地の避難港および避難場所の問

題は、さまざまな関係団体の間で頻繁に論じられるようになってきました。 
 
プレスティージ号の事故が起きたとき、船の処置や

各機関のとるべき手順について、いくつかの点が問

題になったことは間違いありません。事故の後、船

を港か避難場所に移していれば、原油流出をコント

ロールできたはずだとする専門家もいました。この

問題はきわめて微妙なため、このような議論が起き

るのはこれが初めてではありませんでした。しかし、

プレスティージ号の事例に見られるように、トラブ

ルに遭った船舶の処置には慎重なアプローチが必

要です。MSC ナポリ号の事例では、船体に亀裂が

入った後、船をどうするかという決断を迫られ、環

境へのダメージを抑えてコントロールするには浜

に上陸するのが 適の方法であるとの決定が下さ

れました。 
 
このような背景のもと、南アフリカは、トラブルに

遭った船を処置するための緊急対応計画を見直し、

上記のようなシナリオに直面した場合の対応方法

を検討してきました。 
 

南アフリカは、大西洋と太平洋を隔てる全長

2,798 キロメートルの海岸線に囲まれています。

その天候、潮流、険しい岩塊のため、季節によっ

ては、この海岸線全体が世界でもきわめて危険な

海岸線になることがあります。こうした理由から、

計画を準備し、生態系を破壊する可能性が万一生

じたときに対処するために南アフリカがとりう

る選択肢を認識しておくことが重要です。海岸線

には数百年前にもさかのぼる難破船の残骸が散

乱しており、次にいつ海難事故が起きるかわから

ない状況です。 

 
理に適った商業的アプローチ 
船がトラブルに遭った場合のシナリオに対処す

るため、南アフリカ政府は法律を制定し、南アフ

リカ海上保安局（SAMSA）に対し、船舶が万一

トラブルに遭った場合にとるべき手順について

国内の海事専門家とともに選択肢を検討する任 
務を与えることを承認しました。 
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南アフリカは、トラブルに遭った船舶の問題につい

て、理に適った商業的アプローチを採択しました。

緊急時に船舶が利用できる避難港と避難場所が必

要であるというものです。南アフリカには深喫水船

が利用できるいくつかの避難場所と、一定の要件を

満たせば利用可能な港があります。 
 
南アフリカ海岸線には、利用可能な避難場所が 3
か所あります。 
1. セントヘレナ湾 – 湾の水深は深いが北西の風

を受けやすい。 
 2. フォルス湾 – 安全性の高い優れた水域。  
3. アルゴア湾 – 西風に対してのみ適した避難場

所。 さらに、南アフリカには、サルダニャ湾、ケ

ープタウン、モッセルベイ、ポートエリザベス、コ

エガ、イーストロンドン、ダーバン、リチャーズベ

イという 8 つの商港があります。 
 
勝手に停泊することは違法 
船主または船長は、南アフリカの海岸線に自由に船

を停泊させることはできません。これを防止するた

め、さまざまな法律が制定されています。 
– 1981 年海上交通法第 2 条  
– 1998 年南アフリカ海上保安局法第 5 条 – 2004 年

商船（海上保安）規則 ― SOLAS 条約（ISPS）規

則 X 1-2/9 を組み込んでいます  

– 1981 年海洋汚染（管理および民事責任）法第 6
条  
– 1996 年遭難救助法第 94 条  
– 1951 年商船法第 57 条（改正法） 
– 2005 年国家港湾局法第 12 条  
 
海上交通法は、国際水域との間を出入りする船舶

に関する法律で、港の外での停船、係船、停泊ま

たは投錨や港での漁については規制があると記

載されています。南アフリカの海岸線で必要な許

可を得ずに係船すると、この法律に違反すること

になります。係船許可は関係省庁から SAMSA を

通じて与えられ、SAMSA は各種条件を満たすよ

う求める場合があります。例えば、SAMSA は、

係船中は常時、船にタグボートをつないでおくこ

とを求める場合があります。緊急時には、タグボ

ートによって船舶を移動できるからです。タグボ

ートがつながれていれば、船の移動や配置替えが

必要になった場合も、ほとんど遅れがありません。 
 
SAMSA の役割 
SAMSA には、停船や係船に対して適用される条

件を執行したり、法律に基づく SAMSA の権限を

執行したりするために SAMSAが負担した費用を

回収するため、船長または船主に対し、SAMSA
が決定する金額の保証金を差し入れるよう求め
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る権限があります。 

SAMSA には、海岸線に近づく船が避難を求めるの

を防ぐ権限があり、この権限はあらゆる湾と停泊地

に適用されます。港湾を運営するのは Transnet 国家

港湾局（TNPA）ですが、TNPA もしばしば SAMSA
に助言と支援を求めることがあります。南アフリカ

の特定の場所や港で船が避難を求めるには、まず

SAMSA の許可を受け、それが港である場合には、

次に TNPA にも相談して承認を得る必要がありま

す。SAMSA は常に生命の安全を 優先し、ケープ

タウンの海難救助協力センターが、あらゆる救助活

動について、 寄りの港の港湾部長と調整を行いま

す。次に優先されるのが環境です。以上の要因を考

慮した上で、次に財産の安全が考慮されます。 
 
南アフリカは、避難港や避難場所を求める船舶に対

し、いつも優れたアプローチをとってきました。そ

れについては、SAMSA の果たしてきた役割が大き

いと言えるでしょう。SAMSA は難しい任務を遂行

しており、私たちはいつも、南アフリカ水域を避難

場所として利用しようとする船主は、SAMSA には

大限の誠意をもって対応するべきだと主張して

います。特定の事実を開示しなかったりすると、船

舶の避難が認められない可能性もあります。 
 
船体に損傷がある場合、SAMSA は船を検査し、問

題を評価してから、沿岸に近づくことを許可します。 
 
許可が得られた場合でも、以下のような特定の条件

がつくことがあります。 
– 船舶の有効な船舶保険証明書を作成するよう要

求される場合があります。 
– 船舶の有効な P&I 保険契約承諾証を作成するよ

う要求される場合があります。 – すべての燃料庫

と黒油を船舶から除去しなければならない場合が

あります。  
– 十分な馬力のある救助用タグボートを船舶に

つないでおかなければなりません。  
– 船主は救助業者を指定しておかなければなり

ません（救助業者は国際救助者連盟に加盟してい

ること）。  
– SAMSA が運用計画を作成、承認しなければな

りません。  
– 適切な保証金を求められる場合があります。 
有効な保険証明書が要求されるのは新しい動向

ですが、重要なことです。船舶が海岸を利用した

いと考える場合には、船を持ち主が放棄すること

になった場合、南アフリカはその撤去費用を負担

させられないよう自衛策をとる必要があること

を理解すべきです。適切な保険があれば、避難中

に万一不運な出来事や危険が生じても、ある程度

の保護が提供されます。   
 
SAMSA と TNPA のいずれも、IG クラブの保証状

を確認し、受け入れています。この保証状の文言

は、各クラブと合意したもので、標準 IMO の避

難港に関する規定とほぼ同じです。唯一の違いは、

南アフリカ法を取り入れている点です。 
 
資源 
幸い南アフリカの沿岸部では、トラブルを抱えた

り係船を必要としたりする船舶を支援するため

の各種資源が入手可能です。南アフリカは、上記

の目的のためにのみタグボートを保有する必要

があることを 初に認識した国であり、その結果、

世界のほかの国々も緊急曳航船（ETV）を導入す

るようになりました。 
 
ケープタウンには 2社の海難救助業者の支社があ

り、倉庫に十分な装備があります。防舷材や移送

ホースなどを調達する先もあります。 
 
協力が 重要 
南アフリカは沿岸国であることから、船舶が避難

を求めなければならないような状況が発生する

ことを認識しており、通常は避難プロセスを支援

します。しかし、その場合、当局の要件を満たす

ことと、船主、船舶、それぞれの保険会社が常に

協力することが重要です。 
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大気排出－カリフォルニア 新情報 
Air emissions – California update 

 
Frances Keeler 
Keesal, Young & Logan 
（カリフォルニア州ロングビーチ） 
 
CARB は低硫黄燃料規制を積極的に推進中。 
 
低硫黄燃料規制 
2009 年 7 月に施行された低硫黄燃料義務化の再採

択以来、カリフォルニア大気資源委員会（CARB）
は同規制への遵守強化を積極に推し進めています
１。CARB の調査員が港湾を訪問し、検査用の燃料

サンプルの収集と、各種記録や燃料の切り替え手順

の確認作業を実施しています。CARB では、これま

で実施した約 400 件の調査のうち、22 件について

書面による違反通知を行いました。この大半が、記

録保管義務違反、あるいは燃料の切り替えをカリフ

ォルニア水域内に完全に入ってから実施したこと

に関する違反に関する通知でした。 
 
現在では、カリフォルニアに寄港する大半の船舶に

周知されているとおり、CARB 規制は、外航船舶に

対して、海岸から 24 海里以内において、すべての

主機関、補助機関、補助ボイラに 0.5 パーセントの

硫黄分を含む船舶用軽油または舶用ディーゼル油

を使用することを要求しています。2012 年 1 月 1
日からは、0.1 パーセントに引き下げられることが

決定しています。 
 
この規制にはいくつかの適用除外がありますが、低

硫黄燃料油を使用するには船舶設備の改造が必要

であることを証明した場合に適用される「不可欠な

改造」が特に知られています。これまでに CARB
は、タンカーの補助ボイラに関連するものを中心に、

450 件近くの適用除外を発行しています。 
 
2010 年 10 月 12 日、CARB は、低硫黄燃料油規制

の修正案について議論するワークショップを開催

しました。CARB は、接続水域と一致する南カリフ

ォルニア水域まで、規制の適用範囲を拡大すること

を提案しています。この提案に従うと、規制水域は

チャネル諸島から 24 海里までとなり、規制水域が

現在の 2 倍近くになります。CARB のスタッフの説

明では、この変更には 2 つ理由があります。1 つ

目は、米国海軍が試験や訓練に使用しているポイ

ントマグ海域を通過する船舶量の急増を米国海

軍が懸念し始めたことです。当該海域は、接続水

域内の、低硫黄燃料油の使用が要求される現行の

24 海里水域外に位置しています。CARB では、船

舶が規制の適用を逃れるため、既定のサンタバー

バラチャネル海上交通路から、試験海域経由のル

ートに変更しているのではないかと見ているよ

うです。同水域内を航行する船舶は低硫黄燃料油

への切り替えを行わないため、CARB が規制を採

択した当初に期待したとおりの排出ガスの削減

を実現できていないのが現状です。CARB では、

現在、大気質モデリングにより、航行ルートの変

更による影響評価を実施しています（CARB のス

タッフからの情報では、今年の末までに完了予

定）。この点については、第 2 回ワークショップ

で取り上げられる予定です。 
 
さらに、CARB は、遵守の徹底を図るため、遵守

違反に係る納付金額の変更など、規制内容の修正

を検討しています。現状では、船舶がカリフォル

ニアに寄港する前に、遵守していない旨を当局に

通知することを条件に、45,500 米ドルの納付金支

払いを選択することができます。納付金額は寄港

の都度増額され、逸脱の程度にかかわらず、すべ

ての不遵守に対して適用されます。納付額はカリ

フォルニアの港を出港する前に支払いを済ませ

る必要があります。 
 
また、CARB のスタッフは、10 月 12 日開催のワ

ークショップにおいて、燃料を切り替えても推進

力が大きく削がれることはないとの見解を示し

ました。推進力の低下が見られたほぼ全ケースで、

船舶は動いていたので、推進力の低下と燃料の切

り替えには因果関係がほぼ認められないであろ
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うとの考えを示しました。CARB は、規制の施行来、

推進力の低下事故の件数が減少傾向にあることも

指摘しました。  
 
CARB の規制に関するご質問やご意見、情報をお持

ちでしたら、CARB のスタッフまでご連絡ください。

規制の修正案に意見等を反映させるには、今がよい

タイミングです。CARB と海軍によるプレゼンテー

シ ョ ン は 、 CARB の ウ ェ ブ サ イ ト

(http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/marinevess.ht
m)でご覧いただけます。 
 
ロサンゼルス港 
ロサンゼルス市によると、船舶の排煙に対する住民

の懸念が高まりつつある中、これに呼応した市の検

察局が、南岸大気管理局（SCAQMD）が発行する

排煙に関する違反通知を基に刑事告発を開始した

ようです。同管理局の規則では、1 時間当たり 3 分

を超えて大気汚染物質を排出することを禁じてい

ます。これは、リンゲルマン濃度の 1 度（不透明度

20 パーセント）に相当するものです。市の検察局

は、今後、排煙違反に関する刑事訴追件数の増加が

見込まれることを示唆しています。  
  
 
                                                  
１ ガードニュース 195 号「Every breath you take? – California’s 
legal and regulatory changes with regard to ship air emissions
（息を吸う度に？‐カリフォルニアの船舶排気に関する法規制改

正）」、ガードニュース 193 号「Is it still all up in the air? – New 
regulations for fuel and marine diesel air emissions in California 
– Timing and status（まだ空気の中に？‐カリフォルニアにおける

燃料油および舶用ディーゼル油による排気の新規制‐タイミングと

現状）」、ガードニュース 186 号「The new California Vessel Air 
Emission Regulations – Facing legal challenges（カリフォルニア

の新たな船舶排気規制‐法的課題への対処）」、ガードニュース 188
号「Airing differences – Vessel air emissions in the US（空気の

入れ換え‐米国における船舶排気）」、ガードニュース 190 号

「California diesel engine regulations – An update（カリフォルニ

アのディーゼルエンジン規制‐最新情報）」、およびガードニュース

191 号「Update on California Air Emission Regulations（カリフォ

ルニア排気規制最新情報）」をご参照ください。 
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英国法 － 船荷証券の交換 
English law – Switching bills of lading 

 
運送人が最初の B/L を新しい B/L に交換するよう依頼を受けた場合には、関連リスクに対する注意が必要で

す。最近の英国のある事例は、この問題のいくつかの側面を浮き彫りにしています。 
 

 
最近の英国高等法院におけるある判例 11は、船荷証

券の交換、すなわち最初の B/L を新しい B/L に交

換するというさほど珍しくない慣行に関するきわ

めてまれな事例です。 
 
背景 
中国企業 Yekalon Industry Inc (Yekalon)は、コン

テナ30個分のタイルをSonaec SA (Sonaec)に販売

し、商品は現地代理店の High Goal Logistics GD 
Ltd (High Goal)を通じて Maersk の定期便により

出荷されました。船荷証券は、後に英国法廷により

貨物運送状として扱われることになりますが（また、

この記事では明確にするためこの用語を使用。）、

Sonaecを荷受人とし、Vernal Investment (Vernal)
およびYekalonの代理人であるB & D Co Ltdを荷

主としていました。Vernal は Sonaec の子会社ま

たは関連会社です。荷受人は、ベナン共和国コトヌ

ーの Sonaec Villas でした。着荷通知先は、Sonaec 
Villas 代理人の Vernal でした。コンテナは中国で

船積みし、ベナンで荷揚げする予定でした。   
 
売主への不払い 
貨物運送状が発行されてまもなく（コンテナが実際

に出荷されたかどうかは、いまだ不明。）、売主の

Yekalon は、買主で荷受人である Sonaec から支払

いを受けていないと主張し、代理人の High Goal
に貨物運送状を要求しました。High Goal は、荷主

                                                  
1 1 A.P. Moller-Maersk A/S (trading as Maersk Line) .v Sonaec 
Villas Cen Sad Fadoul [2010] EWHC 355 (Comm). 

の代理人である B & D Co Ltd から指示を受けて

いないとして、これを拒否しました。Yekalon は

中国の裁判所に申請し、貨物運送状の所有権は

Yekalon にあるとの宣言を受けました。   
 
証券の交換 
Yekalon は、依然 Sonaec から支払いを受けていな

いと宣言し、最初の貨物運送状を Maersk に返却

し、Yekalon の指図により新しい証券を発行する

よう依頼しました（これは「指図による」もので

あるため、船荷証券となります）。Yekalon はその

後新しい買主を見つけ、交換した船荷証券を、新

しい買主を荷受人とする 2 回目の交換のために

Maersk に返却しました。 
 
買主がキャリアーに対する訴訟を開始 
買主の Sonaec は、後にベナンのキャリアーであ

る Maersk を相手取り訴訟を開始し、積荷の所有

権は自分にあると主張しました。ベナン裁判所は

Sonaec に有利な仮命令を下し、Maersk に積荷の

Sonaec への運送を要求するとともに、Maersk に

対し命令に応じるまで 1 日につき 4,800 ドルの罰

金を課しました。Maersk はベナン裁判所の管轄権

に異議を申し立て（貨物運送状には、英国の排他

的な法律および管轄権に関する条項がありまし

た。）、さらに貨物運送状は無効となっているため

Sonaec には訴訟を起こす権利はないと反論した

にもかかわらず、このような決定が下されました。   
 
キャリアーが英国高等法院に救済を求める  
ベナン裁判所の説得に失敗した Maersk は、英国

高等法院に、Sonaec は紛争を同法院に提起しなけ

ればならず、すでに当該貨物運送状に基づき訴訟

する権限はもたないとの宣言を求めました。高等

法院はMaerskに対し両方の宣言を与えましたが、

この決定までの過程で、高等法院はいくつかの難

しい問題に取り組まなければなりませんでした。

Sonaec は貨物運送状の当事者であるか、また、貨

物運送状が返却された後も Sonaec は英国の排他
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的な法律および管轄権に関する条項による拘束を

受けるのかという問題です。   
 
この 2 つの問題に対する高等法院の答えはイエス

でしたが、貨物運送状の返却により Sonaec の権利

が消滅したかどうかという問題の方が困難でした。

これは、B & D Co Ltd が売主の Yekalon と買主

Sonaec の子会社である Vernal という 2 つの法人の

代理人を務めると貨物運送状に記載されていたた

めです。高等法院は、最終的には貨物運送状を

Yekalon に引き渡すとの中国裁判所の決定を尊重し

これに従ったため、荷渡先を変更するか、貨物運送

状を取り消す権利が Yekalon に与えられました。 
 
備考 
Sonaec は英国での訴訟に対し書面による回答を提

出しましたが、これには真正宣言文がなく、Sonaec
は英国の裁判手続きに出廷しませんでした。これら

が行われていれば、宣言は簡単に得られなかった可

能性があり、とりわけ貨物運送状に B & D Co Ltd
が対立する利益をもつ 2 つの法人の代理人として

記載されていることを考えると、荷渡先を変更する

か、貨物運送状を取り消す権利を Yekalon だけが有

するとの宣言を得ることは困難だったかもしれま

せん。 
 
また、B & D Co Ltd が Sonaec に代わって商品を引

き受けることを証明した可能性のある書類（英国で

の訴訟に対する Sonaec の回答書において言及され

ています。）についての Maersk の知識、および中国

裁判所における Yekalon が所有者であり荷主であ

るとの証拠に関して、英国の訴訟において提出され

た証拠が不十分であることに裁判官が不服を示し

た点にも注目すべきでしょう。 
 
Sonaec が中国裁判所の決定に異議を申し立てよう

としたのかどうか、また、英国法廷の宣言がこの事

例全体にどのような影響を及ぼしたのかはあきら

かではありません。 
 
まとめ 
この事例では、貨物運送状であれ船荷証券であれ、

誰が荷主であるかを券面に明記することの重要性

が強調されました。この点が不明確だと、荷主がキ

ャリアーに荷渡先の変更や交換証券の発行を依頼

した場合に、問題が生じる可能性があります。ま

た、この事例では、そのような依頼を行う権限を

もつ適正な当事者を明らかにしておくことの重

要性が強調されています。  
 
証券の交換に伴うリスクはほかにもありますが、

それらについてはこの記事では扱いません。少な

くとも、運送人は最初に発行したすべての証券が

回収されたことを確認してから新しい証券を発

行する必要があります。証券の内容について変更

依頼があった場合、同意する前に助言を求めてく

ださい。  
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マレーシアに海事裁判所新設 
New Malaysian Admiralty Court 

 
 
 
マレーシアに海事を専門に扱う海事裁判所が新設

されました。裁判所の主な目的は、海事・海運に関

するすべてのクレームを効率的に裁定し、クレーム

や差止請求の登録に関する情報を集中化すること

などです。当事者間の合意があれば、あらゆる海事

クレームを自由にこの裁判所に提出することがで

きます。 
 
マレーシア海事裁判所が審理する案件には、次の

12 のカテゴリーがあります。 
 
1. 1964年司法裁判所法第 24(b)条を参照することに

より特定される 18 分類の海事問題に関連するクレ

ームまたは紛争。  
2. 商業および運送契約、輸出入、商品の海上輸送

を含む国際通商貿易に関連するクレーム。  
3. 制限法適用申請。 
4. 海運・運送業者および仲介業者の問題を含む海

上保険および再保険。 
5. 船舶の建造、設計、保守および修理。 
6. 海洋汚染による民事クレーム。  
7. 海事関連業、複合輸送および倉庫業。  
8. 商品の海上輸送に関する金融および荷為替信用

状に関連するクレーム。 
9. 海洋施設の内部または周辺における海上活動に

より生じた死亡または人身傷害、損失または損害。

海洋施設には、港湾、船渠、泊地、または海事法に

おいて「船舶」と定義されるあらゆる形式の構造物

が含まれる。  
10. 仲裁に関連して、 終的な仲裁裁定が下される

までの資産保全を求める仮申請、仲裁人の任命に関

する紛争。海事関係の裁定の検討、破棄および執行。 
11. 海事規則およびコンプライアンス。  
12. 船員の福利厚生に関する紛争。 
 
海事裁判所の所在地はクアラルンプールです。 
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Oy Gard (Baltic) Ab のご紹介 
Gard News presents the members of staff in Gard’s Helsinki office.  

 
Gard News では、Gard ヘルシンキ支社のスタッフ一同を紹介します。  
 

 
 

Oy Gard (Baltic) Ab は、2003 年、If 社とフィンラン

ドの大手保険会社 Sampo 社の損害保険ポートフォ

リオの合併にともない設立されました。 
 
その後、フィンランドとバルト海に Gard の現地サ

ービスが必要であると判断されたため、Gard は

1989年からフィンランドにおけるGardの総合代理

店であったOy Baltic Protection Abの株式の 100%を

取得しました。 
 
当時フィンランドで Gard が引き受けていたのは数

隻の船舶のみで、この市場では UK Club と Skuld
が優位を占めていました。 
 
フィンランドで唯一の P&I クラブ代理店で、マー

ケティング、法務、保険クレームの各分野にスタッ

フを擁する Baltic Protectionからこの地域で Gardの
メンバーを拡大するための協力を得たことにより、

今日 Gard はフィンランドとバルト諸国で最大の

P&I クラブとなりました。 
 
買収後、社名は Oy Gard Services (Baltic) Ab に変更

され（現在は Oy Gard (Baltic) Ab）、Baltic Protection
の社員 6 名と If のフィンランド海事部門の社員 7
名が、ヘルシンキ市中心部にほど近い Rettig House
の新しい事業所に移転しました。 
 

Oy Baltic Protection の創設者 3 名のうちの 1 人で

あるRoberto Lencioniに、引き続きOy Gard (Baltic) 
Ab の最高責任者に就任するよう要請しました。

同氏はヘルシンキ大学で法律の学位を取得し、

Baltic Protection に参加する前は、フィンランドの

巨大複合企業 Aspo Group の顧問弁護士と営業部

長を務めていました。地域担当マネージャーとし

ての通常の管理業務に加え、マーケティングや営

業にも積極的に参加し、外洋船（大型船舶）クラ

イアントのほとんどについて保険契約の調整を

行っています。 
 
保険契約チーム 
ヘルシンキ支社の保険契約チームは、北欧チーム

や小型船舶チームと緊密に協力しています。とり

わけ小型船舶分野を中心に、フィンランド語を話

すクライアントやメンバーが多いため、保険証券、

請求書などの資料の多くはフィンランド語で発

行されています。 
 
Patrik Palmgren は保険契約部門の責任者で、小型

船舶チームの一員でもあります。ヘルシンキ大学

で法律の学位を取得し、Gard 入社前は、当時 Silja 
Group の傘下にあった Neptun Juridica で 9 年間弁

護士を務めました。また、5 年間にわたり Silja 
Group の人事部長を務め、3 年間は取締役会の一

員でした。 
 
Henry Hemtman はヘルシンキ・ビジネススクール

で理学修士号を取得し、保険査定員として If P&C
から Gard へ移りました。それまでは、AGA Group
のガス・サービス部門で金融業務とマーケティン

グ業務に携わり、約 20 年にわたり、製品マネー

ジャーや企画予算マネージャーなどさまざまな

職務を歴任しました。現在、小型船舶チームの保

険契約を担当しています。 
 
Inkeri Ailus は、ローレア専門大学で財務・リスク

管理を専攻し、経営学士号を取得しました。現在

はスウェーデンのハンケン経済大学で不動産投
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資・金融のパートタイム修士号プログラムに参加し

ています。保険契約担当助手として、主に海上およ

び小型船舶保険のクライアントに対応しています。

また、支社の財務・予算・会計も担当しています。 
 
保険契約担当助手の Camilla Ölander は、If から Oy 
Gard (Baltic)に移りました。1974 年から If、Sampo
とその前身である Finnish Marine に勤務し、再保険

と会計を担当してきました。Gard (Baltic)ではサポ

ート業務を担当し、主に大型・小型船舶両方の海上

保険クライアントに対応しています。さらに、保険

金支払いの処理と会計も行っています。 
 
保険クレームチーム 
保険クレームチームは、P&I および海上保険の保険

クレームに対応します。技術、海軍、法務といった

分野の経歴をもつスタッフで構成され、メンバーの

ほとんどは、現在、専門スキルの向上と拡大のため

にパートタイム教育を受けています。 
 
海上保険の保険クレーム担当者のうち 2 名は、オス

ロとヨーテボリの保険クレームチームを兼任して

いるため、ヘルシンキはノルウェーやスウェーデン

の業務とも密接に連携しています。支社は地元の各

メンバーやクライアントの近くにあるため、保険ク

レーム担当スタッフは、メンバーやクライアントの

オフィスで開催される会議やセミナーにも頻繁に

参加しています。 
 
保険クレーム担当シニア・マネージャーの Saila 
Hiirsalmi は、ヘルシンキ大学で法学修士号を取得

し、フィンランドの弁護士資格をもっています。

Gard に移る前は、Baltic Protection で保険クレーム

担当管理者を務めていました。その前は、ヘルシン

キとロンドンの地方裁判所や法律事務所に勤務し

ていました。同氏は P&I を専門とし、特にドライ

カーゴ、人身傷害、油流出による請求に重点を置い

ています。メンバーやクライアントの業務会議や契

約更新会議に積極的に参加し、フィンランドの海事

関連業界のさまざまなセミナーで専門家および講

演者として評価を得ています。 
 
Martin Jansson は造船技師で、If から Gard に入社し

ました。その前は、Sampo の海上保険部門でヨッ

トや輸送・運搬船の検査を担当していました。

Finnish Loss Survey Ltd でヨットの検査官やヨッ

ト検査用製品マネージャーを務めたこともあり

ます。同氏は主にフィンランドやエストニアの主

要海上保険クライアントを担当し、状態調査や保

険金査定も行います。 
 
Jan Sundberg は船長の資格をもち、15 年にわたっ

て多種類の船舶の乗船経験を持ちます。Gard に入

社する前は、Royal Caribbean International でさま

ざまな任務を行っていました。船舶金融法を専攻

して海事法の大学院修了認定を受けています。現

在はロイズ・マリタイム・アカデミーとミドルセ

ックス大学による船舶・物流 MBA 課程の修学中

です。Gard (Baltic)では保険クレーム担当管理者

を務め、あらゆる種類の船舶保険および建造保険

の請求に対応しています。特にオスロの海上保険

クライアントが中心ですが、ヘルシンキ支社の海

上保険の保険クレーム対応も調整しています。 
 
Johan Lång は船長の資格をもち、各種船舶で 9 年

間の経験があります。また、トゥルクのオーボ・

アカデミー大学で法学の学位を取得しています。

Gard に入社する前は Rettig Group Ltd Bore に勤め、

一等航海士の地位を得ました。ヘルシンキで P&I
と船舶保険の請求を扱うほか、ヨーテボリの船舶

保険クレームチームの一員でもあります。 
 
保険クレーム担当管理者の Riika Ahtiala は、ハー

ガヘリア応用科学大学で国際ビジネスを専攻し、

経営学士号を取得しています。Oy Gard (Baltic)で
は、主に客船やフェリーのメンバーからの P&I
請求を担当しています。主に船員保険、人身傷害

保険、小規模な貨物保険の請求に対応しています。 
 
業務管理 
Taru Natri は、現在、Oy Gard (Baltic) Ab のアシス

タント・マネージャーを務めています。ハーガヘ

リア応用科学大学で国際ビジネスを専攻し、経営

学士号を取得しました。同氏はオフィスマネージ

ャーとして、現地 ICT 関連、スタッフの健康管理、

主要クライアントの契約管理など、総務全般を担

当しています。また、P&I 関連を中心に、地元の

保険契約サポート業務の一部を担当しています。 
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Virpi Hakalax はオフィス・アシスタントを務め、

2011 年秋まで育児休暇中の Anna Ehrnrooth の任務

を代行しています。Ernst & Young と Boston 
Consulting Group で役員補佐を務めた経験がありま

す。 
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バルト海の環境保護 
The protection of the Baltic Sea 

 
 
 
Gard は数十年来、海洋環境の保護に対する議論

において積極的な発言を行ってきました。2010
年 11 月 2 日、Oy Gard (Baltic) Ab は Baltic Sea 
Action Group (www.bsag.fi)と共同で、バルト海の

汚染問題に注目を集めるためのセミナーを開催

しました。セミナーの参加者は、フィンランド

とバルト諸国のクライアント、メンバー、弁護

士、サーベイヤー、当局関係者など、84 名とな

りました。 
 
バルト海は、閉鎖されて水深がごく浅く、多数

の川が流れ込んでいるため、環境汚染の影響を

受けやすい海です。海岸周辺には 9,000 万の人び

とが暮らし、その多くが何らかの形で海に頼っ

て生活していますが、その海には工業、農業、

生活廃棄物が流れ込み、バルト海は世界でも最

も汚染された海の 1 つになっています。この海

を守るには、すぐに具体的な行動を起こす必要

があります。 
 
Oy Gard (Baltic) Ab のセミナーでは、P&I 保険会

社、船主、当局関係者など、数名の講演者がさ

まざまな視点から環境問題を論じました。Baltic 
Sea Action Group の創設者で評議会会長兼

Gargotec Corporation 会長の Ilkka Herlin 氏が開会

の挨拶を行い、ITOPF のマネージング・ディレ

クターである Karen Purnell 氏による HNS 流出に

関する議論および油流出との比較などのプレゼ

ンテーションが行われました。また、油流出と

その影響（Haaga-HeliaのKenneth Kumenius氏）、

調査手法（Neste Oil の Esa Päivinen 氏）、大気放

出（フィンランド輸送安全庁の Anita Mäkinen
氏と Rettig Bore マネージング・ディレクターで

フィンランド船主協会会長の Thomas Franck
氏）などもテーマとなりました。 
 

Gard の Saila Hiirsalmi と Tonje Castberg は事故

が起こる原因についてプレゼンテーションを

行い、Oy Gard (Baltic) AbのRoberto Lencioniは、

P&I 保険会社の役割と自分たちがどのように

海洋保護に貢献できるかを紹介しました。同氏

は、フィンランド共和国大統領の挨拶をセミナ

ー参加者に伝える栄誉にも浴しました。タル

ヤ・ハロネン大統領は、バルト海保護活動グル

ープ（BSAG）国際諮問委員会の委員長です。 
 
 

inoaki
Text Box
26



      
 
Venezuela – Amendments to legislation on drug                     Gard News 201 February/April 2011 

 

ベネズエラ ― 麻薬密輸に関する法律の改正 
Venezuela – Amendments to legislation on drug 

 
 
 
2010 年 9 月、船上で麻薬が発見された場合に適用

されるベネズエラの法律が改正されました。中でも、

麻薬密売については、懲役期間が従来の 8～10 年か

ら 15～25 年へと厳罰化されました。船舶は、予審

まで最大で 3 か月間差し押さえられる可能性があ

ります。差し押さえられた船舶は、予審の後、解放

されるか、あるいは当局が刑事訴追を決定した場合

には、1 年以上にわたって差し押さえられる場合が

あります。クラブの保証状に対して解放が行われる

可能性はまずありません。有罪判決が出た場合には、

船舶は没収される可能性があります。この法律に対

する違反には時効は適用されません。 
 
メンバーにおかれましては、ベネズエラに寄港する

際には十分に注意し、水中探査や安全検査の実施に

あたって地元当局と緊密に連携するようにしてく

ださい。 
 
上記の情報は、ベネズエラにおける Gard のコレス

ポンデンツである Globalpandi S.A.からの情報に依

拠しています。 
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英国法 – 「without prejudice」ルールの例外  
English law – Further exception to the “without prejudice” rule  

 
英国最高法院は、「without prejudice」ルールに対するいくつかの例外を検討しています。 
 
2010 年 10 月 27 日、英国最高法院は、「without 
prejudice」ルールの例外に関する判決を言い渡しま

した。1 
 
「without prejudice」ルールとは、一般に、紛争を

解決するために行われた供述が、その供述を行った

当事者に不利な証拠として裁判所に提出されるこ

とを防ぐものです。「without prejudice」ルールには

いくつかの例外があり、そのいくつかは過去の判例

に示されています。2 
 
最高法院の決定は、「without prejudice」ルールの例

外、without prejudice との条件付きで出された証拠

を裁判所が認容し得る範囲を拡大すべきかどうか

を検討するものでした。 
 
最高法院と判決を言い渡した Lord Clarke は、この

ルールの重要性を認識する必要性を強調し、このル

ールを軽々しく損なうべきではないと判断しまし

た。しかし、今回の事例においては、例外を認める

べきであるとの結論に至りました。 
背景として、両当事者は複数の貨物輸送契約を締結

しており、紛争が生じたため両当事者は和解契約の

交渉を行いました。次に、和解条件の 1 つから両者

間に紛争が生じました。一方の当事者は、和解交渉

中に「without prejudice」ベースでいくつかの意見

表明を行い、これらは和解協定の特定の条項の解釈

に関連するものであると主張しました。最高法院は

同意し、Lord Phillips は本件から引き出された次の

ような原則を掲げました。「二者間の契約を解釈す

る場合、両者が共通して知る事実が契約文言のもつ

意味に関係するものである場合、その事実は証拠と

して容認されうる。これは、『without prejudice』交

渉の過程において、一方の当事者が他当事者にその

事実を知らしめた場合であっても同じである。この

原則は、『without prejudice』交渉によって締結され

た契約についても、同じ当事者間で後に締結された

                                                  
1 Oceanbulk Trading T Shipping S.A. v. TMT Asia [2010] 
UKSC44. 
2 Unilever plc v. Procter & Gamble [2001] 1 All ER at 783. 

その他の契約についても適用される」 
 
まとめ 
この件が実際に和解交渉の当事者に大きな影響

を与えるかどうかは、議論の余地があると思われ

ますが、交渉の内容が証拠として容認される可能

性があることを認識し、例外がすでに存在するこ

とに注目すべきです。 
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Medicare（高齢者・障害者医療保険）報告義務の施行延期 
Medicare delays implementation of mandatory reporting requirement 

 
CMS へのデータ記録および報告期日が再び延期に 
 
Medicare および Medicaid サービスセンター（CMS）
は、Medicare Secondary Payer に該当する賠償請求

について、報告責任のある者（RRE）による報告義

務の発効を再び延期すると発表しました。この義務

は当初は 2010 年 1 月に開始する予定でしたが、こ

れで 2 回目の延期となります。1 
 
Medicare Secondary Payer による報告義務は、受益

者の医療費が労災保険、無過失保険、責任保険のい

ずれかによって支払われる場合、Medicare の給付

責任をなくすためのものです。同法の規定に従わな

かった場合、高額の罰金が科されることがあります。
2 
 
今回の延期により、RRE は、継続中の医療責任

（ORM）がない限り、2012 年 1 月 1 日まで保険金

支払いの報告を行う必要がなくなりました。ただし、

RRE が延期後の期日より前に報告を行いたいと考

える場合には、これを行うことができます。 
 
ご不明な点については、CMS に問い合わせるか、

CMS のウェブサイト（www.cms.gov）をご参照く

ださい。 
 
 

                                                  
1 Gard News198 号掲載記事「Medicare delays implementation 
of some mandatory reporting requirements」を参照してください。 
2 Gard News197 号掲載記事「Medicare reporting and set 
asides」を参照してください。 
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損害防止回報・P&I メンバー回報 － 2010 年秋 
Loss Prevention and P&I Member Circulars, autumn 2010 

 
以下の損害防止回報と P&I メンバー回報は、2010 年秋に Gard が発行したものです。 
 
損害防止回報 
– 損害防止回報 No. 10-10、2010 年 9 月: レバノン

における罰金 
 
– 損害防止回報 No. 11-10、2010 年 10 月: トルコに

おける雑排水流出と汚染への罰金 
 
– 損害防止回報 No. 12-10、2010 年 11 月: 船舶の投

錨装置に関する制限 
 
– 損害防止回報 No. 13-10、2010 年 12 月: アルゼン

チン ― 現地税関規則 
 
– 損害防止回報 No. 14-10、2010 年 12 月: 船主また

は管理者の変更時の船舶記録の消失 
 
P&I メンバー回報 
– P&I メンバー回報 No. 13-10、2010 年 10 月: 国際

グループの補償状の標準様式 
 
– P&I メンバー回報 No. 14-10、2010 年 10 月: 米国

における油濁事故対応計画書 - 2008 年 12 月 31 日

付け最終規則における救助および海上火災活動に

関する要件（実施期限 2011 年 2 月 22 日）の更新情

報 
 
– P&I メンバー回報 No. 15-10、2010 年 10 月: 各保

険年度総括、2011 保険年度保険料率算定、2010 年

8 月 20 日付け半期報告書 
 
– P&I メンバー回報 No. 16-10、2010 年 12 月: イン

ド ― インド港からの微粉鉄鉱石の安全な輸送 
 
損害防止回報と P&I メンバー回報は、すべて

www.gard.no から入手できます。Gard の損害防止回

報の電子メールによる受け取りをご希望の方は、

terje.paulsen@gard.no までご連絡ください。 
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人事ニュース 
Staff news 

 
 
 
Jannike Olsson は、P&I 保険クレーム部門に新設さ

れた流体貨物セクションの責任者に任命されまし

た。 
 
Terje R. Paulsen は、損害防止・リスク評価部門のシ

ニア・マネージャーに任命されました。 
 
Karl Petter Muhlbradt と John Scalia は、保険クレー

ム担当シニア・アドバイザーに任命されました。  
 
Andres Duran、Tonje Castberg、Roar Larsen、Alf Ove 
Stenhagen は、保険クレーム担当シニアマネージャ

ーに任命されました。 
 
Marius Schønberg は、損害防止・リスク評価部門の

損害防止担当シニアマネージャーに任命されまし

た。  
 
Catherine Wong は、P&I 保険クレーム部門用船・貿

易船セクションのシニアロイヤーに任命されまし

た。  
 
Claudia Botero-Gotz と James Hawes は、弁護チーム

のシニアロイヤーに任命されました。  
 
Jennie Gibson、Riika Ahtiala、Charmaine Chu は、保

険クレーム担当マネージャーに任命されました。  
 
Alexandra Chatzimichailoglou と Veronica Villegas は、

弁護チームの弁護士に任命されました。  
 
Alf-Ove Stenhagen、Robert Skaare、Severin Frigstad、
Karin Moy Laursen は、P&I 保険クレーム部門に新

設された流体貨物セクションに異動しました。 
 
Joakim Bronder は、ギリシャでシニア・マネージャ

ー兼保険クレームチーム主任という新たな任務に

就くため、Gard (Greece) Ltd に転属されました。 
 

Silje Skjævesland は、P&I 保険クレーム部門ドラ

イカーゴセクションの保険クレーム担当マネー

ジャーとして Gard に入社しました。同氏はオス

ロ大学で法学修士号を取得しています。 
 
Themis Ploumidakis は、Gard (Greece) Ltd に保険ク

レーム担当マネージャーとして入社しました。同

氏はギリシャとイギリスでソリシターの資格を

もち、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで法

学士号と法学修士号を取得しています。Gard に入

社する前は、ピレウスの Prime Marine Management 
Inc.で社内弁護士を務めていました。 
 
Kelly Wagland は、弁護チームのシニア・マネージ

ャーを退き、シニアロイヤーの職務に専念するこ

ととなりました。 
 
Harald Fotland は、P&I 保険クレーム部門災害・環

境・損害保険クレームセクションのヴァイスプレ

ジデントを辞任しました。同氏の今後のご活躍を

お祈りします。 
 
Stuart Ross は、損害防止・リスク評価部門のシニ

ア・マリン・インスペクターを辞任しました。同

氏の今後のご活躍をお祈りします。 
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