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想定外の事態への対応 
Dealing with the unpredictable 

 
 

 
 
本稿執筆時点では、日本で発生した地震と津波

による影響をすべて織り込んだ有効な指標はま

だ出てきていません。日本のメンバーとクライ

アントの皆様に心からお見舞い申し上げたいと

思います。Gard グループは、東京オフィスを通

じて、可能な限りの支援を行って参ります。 
 
今回の震災をはじめとして、2011 年第 1 四半期

にはさまざまな事象が各地で発生しました。中

東・北アフリカ諸国においては、政情不安が高

まり同地域との交易に懸念が生じたものの、ス

エズ運河が閉鎖されるなどの深刻な事態までは

至っていません。 
 
最近、インド洋周辺でも海賊行為が広がってい

ます。ペルシャ湾を出航するタンカーは、ソマ

リアの海賊にも警戒しなければならず、安全な

航路が減少するという事態が生じています。現

在、船舶のハイジャックに遭って身代金を要求

されている船員は 800 人を超えており、身体

的・精神的に困難な状況に置かれています。

Gard はメンバー、クライアント、関係当局と連

携して有効かつ迅速なアドバイスを提供するな

ど、個別事案の解決とハイジャック防止に取り

組んでいます。 
 

会計年度末 
正式な決算報告については、例年どおり、監査

終了後の 5 月に行いますが、非常に良好な決算

をご報告できる見込みです。保険事業の業績は

順調で、前年に引き続き高い投資収益率は達成

することができました。冬場には、例年クレー

ム件数が増加しますが、今保険年度の第 4 四半

期においても同様の傾向が見られました。 
 
当グループの財務の健全性と高い収益力につい

ては、最近の Standard & Poor’s のレポートでも

取り上がられています。その中で、S&P は、当

グループの格付けを A とし、Gard の中核事業

の見通しを「ポジティブ」に引き上げています。

A 格付けも十分良い評価ではありますが、今後

数年 Gard が好調な業績と財務の健全性を維持

できれば、格付けがさらに引き上げられる可能

性があるという、グループの全関係者にとって

喜ばしい評価をいただいています。 
 
P&I 保険の更新 
保険料・加入トン数ともに予算を達成すること

ができました。例年と同じく、Gard のスタッフ

全員が協力して取り組んだ成果であり、年度の

良い締めくくりとなりました。新規メンバー・

既存メンバーのいずれもがポートフォリオの拡

大に寄与し、技術基準、格付けレベルともに高

水準を維持することができました。今後も総ト

ン数の拡大に向けた積極的取り組みを行います。

地域別では、アジア、米国、ギリシアが好調で、

これまでの投資効果が現われました。長年の実

績がある北欧地域においても、加入トン数を増

加させることができました。 
 
Gard が強みを持つ、用船者責任保険と MOU 向

け P&I 保険の 2 分野についても、順調に更新が

行われました。オフショアの再保険については、

すべてのエネルギー保険事業者が生産能力の不

足による影響を受けるなど、市場環境は厳しい

ものとなりました。 
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計画を行動に 
以前、当グループのクレームへの取り組み計画

についてお話ししたことがあります。クレーム

処理の「ベストプラクティス」に合わせた体制

を検討するプロジェクトのことです。当グルー

プの組織体制は、過去 10 年の間、船主の皆様

が抱える課題の変化に合わせて大きく変化させ

て参りました。また、最高品質のサービスが提

供できるように、プロセスと基準の維持・見直

しも行って参りました。これらを踏まえて、保

険の種類別（船体、エネルギーなど）から、ク

レームの種類別（貨物、衝突など）へと、処理

体制を移行いたしました。この組織体制を中核

として、メンバーやクライアントの皆様により

適したソリューションを効率良くご提供して参

ります。さらに、現状に満足することなく、今

春からマリンクレームに取り組む予定であり、

このことは、当グループが常にサービス向上に

能動的に取り組んでいることの一例でもありま

す。メンバーとクライアントの皆様に、私たち

の取り組みの成果がお届けできれば幸いです。 
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船員の公正な処遇 – 一歩前進、二歩後退？ 
Fair treatment of seafarers – One step forward, two steps back? 

 
業界関係者は、船員の不当な処遇による影響について懸念を示しています。 
 

 
国際海事機関（IMO）と国際労働機関（ILO）

は、2005 年開催の「船員の公正処遇に関する特

別専門家作業部会」において、業界関係者、海

事労働者、法律関係者を交えて、海難事故の際

に船長や船員が「有罪化される」傾向について

対応を協議しました1。この傾向は、特に汚染事

故の場合に顕著に表れています。 
 
船員の公正処遇に関するガイドライン 
不当な処遇の例としては、プレスティージ号が

油流出事故を起こした際、Mangouras 船長がス

ペイン当局に逮捕され、直ちに拘禁されたケー

スが有名です。作業部会の取り組みの結果は、

2006 年に IMO と ILO が採択した「海難事故の

際の船員の公正処遇に関するガイドライン」に

まとめられています。 
 
同ガイドラインは、船員は特殊な職種であって、

海難事故の際には公正に処遇し、その心身の健

康に配慮することを求めています。このガイド

ラインは強制力を持たない「ソフト・ロー」の

位置付けであるものの、船員が海難事故の捜査

に伴って拘留されている間の「適正手続き」を

受ける権利と心身の健康を取り上げた国際的に

認められた勧告です。海難事故が発生した港や

沿岸の管轄区においては、船員が外国人の立場

                                                            
1 IMO/ILO 作業部会は、中国、エジプト、ギリシャ、ナイジェリア、

パナマ、フィリピン、トルコ、米国で構成されていました。議長は

Liliana Fernandez（パナマの政府関係者）、副議長は Joe Cox
（船主代表者）と Brian Orrell が務め、P&I クラブ国際グループ

からは Hugh Hurst がオブザーバーとして参加しました。その他、

ICS/ISF、国際船長協会連合（IFMA）、INTERTANKO、BIMCO
などの代表者も参加しました。 

であることが多いことに配慮して、捜査を迅速

に行い、管轄国に必要以上に拘留しないことを

求めています。関係国に対して、「捜査や司法

手続きが終わる前であっても、妥当な額の保釈

金または保証金を差し入れた場合には、拘留し

た船員の保釈または本国送還を行う制度を設け

る」べきであると勧告しています。 
 
では、このガイドラインが採択されてから、各

国の行動には実際に変化がもたらされたのでし

ょうか。個別のケースについて、このガイドラ

インがその関係当局にどの程度理解されていて、

注意を喚起することにつながったかを示すこと

は不可能です。また、ガイドラインが実際に適

用されていたとしても、そのことが報道される

ことはないため知る由もありません。ただし、

船員に刑法が適用されるケース（特に汚染事故

の場合）が減っていないことだけは明らかです。

BIMCO は、2010 年 11 月の IMO 法務委員会へ

の報告書の中で、船員に適用される法律自体は

公正なものがほとんどであるが、「事故後に拘

留された船員に対し、刑事過失であることを前

提としたり、保証金の形として、その公正な法

律が不当に適用されている不幸なケースが見受

けられる」と指摘しています2。 
 
Mangouras 船長は、逮捕後、船主の P&I クラブ

が 300 万ユーロの保釈金を差し入れるまで、83
日間にわたり拘禁されました。担当裁判官は、

汚染が引き起こした「国民の抗議」などを理由

に、保釈金の額を正当化し、スペイン憲法裁判

所と欧州人権裁判所もその決定を支持しました。 
 
欧州人権裁判所 
2010 年 9 月、欧州人権裁判所の大法廷は、保釈

金額が船長の個人資産をはるかに超えているに

もかかわらず、その金額の妥当性を是認しまし

                                                            
2 2009 年 3 月 23 日付けの BIMCO の報告書は 2006 年版の

改訂版です。BIMCO のウェブサイト（www.bimco.org）で閲覧

できます。 
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た。大法廷では、このけたはずれに高額な保釈

金は、「保証金を裁判に出頭させるための条件

とすることが認められる」迅速な裁判あるいは

裁判前の保釈を規定する、欧州人権条約第 5 条

第 3 項の下での Mangouras 船長の権利を侵害す

るものではないとの判断が下されました。この

判断は、刑法にあたる汚染を引き起こした海難

事故を「第 5 条第 3 項を解釈する際に斟酌すべ

き新しい事実」として扱う欧州連合各国の傾向

を反映しています。 
 
ガイドラインの草案作成に参加した業界団体の

多くは、第三者調停人の立場から参加していま

した3。調停人らは、国連海洋法条約

（UNCLOS）第 230 条の下では、沿岸国が自国

の領海外において外国籍の船舶が起こした汚染

罪について罰金以外の罰則を科すことが禁じら

れていると指摘しました。プレスティージ号の

油流出事故の発生場所は、スペインの排他的 
経済水域内ではあったものの、領海外でした。

調停人らは、BIMCO の報告書とガイドライン

を考慮することを求めたものの、大法廷でガイ

ドラインの「妥当な保釈金」要件に言及される

ことはありませんでした。 
 
ここからわかることは、船員個人の保釈金支払

能力とは関係なく、事故が環境に与える影響度

を織り込んだ保釈金額が裁判前に科される可能

性があるということです。その際、個人の責任

度合いが評価されることはなく、UNCLOS では、

領海外で発生した流出事故について、金銭的処

罰しか規定されていないことも勘案されないと

いうことです。 
 
大法廷での評決は 10 対 7 に割れましたが、強

い調子の反対意見が述べられたことが状況を物

語っています。このように明快かつ詳細に異議

が唱えられることはめずらしく、大法廷がはっ

きりと二分されたことを示しています。反対者

は、保釈金は船長個人の状況は踏まえずに潜在

的な損失額に基づいたものであるため、

                                                            
3 ITF、ICS、ISF、BIMCO、INTERTANKO、香港船主協会、

Intercargo、ISMA、ギリシャ海運協力委員会、アジア船主フォー

ラム、P&I クラブ国際グループ、国際海事使用者委員会、欧州

共同体船主協会。 

Mangouras 船長の人権を侵害している主張しま

した。また、賛成者が言及した「新しい事実」

について、たとえ第 5 条第 3 項を解釈するにあ

たってこれらの新しい事実を斟酌する必要があ

るとしても、申し立てられている罪の重大さは、

保釈金額を正当化する決定的要因にはなりえな

いとも述べています。環境にダメージを与えた

からといって、申請者が到底保釈を求めること

ができないような水準に保釈金額を設定するこ

とは正当化されないとの見解も示しました。反

対者の意見は次の結論部分に集約されていると

思われます。「賛成者は、申請人の個人的事情

についてはスペインの裁判所で十分検討されて

おり、油流出事故の環境面、経済面への影響が

甚大であることを考慮して、裁判所の判決には、

その罪の重大さと申請人が負担すべき金額が反

映されいるという論拠で結論を導き出した。こ

れには反対である。スペイン裁判所が申請人の

保釈金を決定した方法は、何人もみだりに自由

を奪われることがあってはならないとする、条

約第 5 条第 3 項の基本目的に基づいて裁判所が

確立した原則と矛盾すると我々は考える」。

Mangouras 船長は保釈金を差し入れた後、釈放

され、ギリシャに帰国したものの、今でも定期

的に地元警察署に報告する義務を負っています。

事故から 8 年がたっても未決の状態が続いてい

ます。 
 
刑法の差別的適用 
2010 年 11 月の IMO 法律委員会の会議において、

万国海法会（CMI）は、P&I クラブ国際グルー

プ、BIMCO、国際海運会議所（ICS）、国際海

運連盟（ISF）、国際運輸労連（ITF）、

INTERTANKO と共同で、船員に対して刑法が

みだりに適用されていることを取り上げた文書

を再度提出しました4。 
 
この CMI が提出した文書は、ガイドラインを

遵守していない国があるだけでなく、多くの国

は UNCLOS の下で履行すべき条約上の責務も

遵守していないと指摘しています。つまり、被

告が管轄区を離れることを妨げたり、何らかの

                                                            
4 この文書は、船員の公正処遇に関する CMI 作業部会を代表

して、Ince & Co.の Olivia Murray が作成・配布し、BIMCO、

P&I クラブ国際グループ、ITF、ICS、ISF が支持を表明しました。 
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形で拘留状態に置くなど、国際法（UNCLOS 第

230 条）の下では認められいない拘留罰が、十

分に正当化されないまま行われたケースがあっ

たということです。また、UNCLOS 第 230 条の

規定を回避しようと、汚染とは無関係な（ただ

し、拘留判決が得られる）別の「仮の」罪に持

ち込まれる場合があったことも指摘されていま

す。CMI は法律委員会に対して、UNCLOS の加

盟国にとっての第 230 条の規定の有効性と重要

性を説明し、国際法の下での自国の義務を遵守

することを促し、その規定を浸透させることを

検討するよう求めました。 
 
この文書を支持するすべてのグループが、船員

の不当な処遇が船員の採用と雇用環境に影響し、

その結果、航海の安全性に悪影響が及ばされる

という、BIMCO が示した懸念への同意を表明

しました。 
 
結局、海難事故が発生した場合の船員の権利は、

守られる方向に進んでいるのでしょうか、それ

とも後退しているのでしょうか。IMO/ILO のガ

イドラインが一歩前進であるとするならば、最

近の欧州人権裁判所の大法廷の判決は二歩後退

にあたるでしょう。 
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重大な石油流出問題に対応するための大規模なソリューション – 
Marine Well Containment Company の設立 

Big oil and a big solution - The creation of the Marine Well Containment Company 
 
石油各社は、海底のウェルヘッドから油が噴出した場合の対応策を検討せざるを得なくなっていま

す。 
 
2010 年 4 月に発生したマコンド油田の海底油井

爆発と可動式オフショア掘削施設ディープ

ウォーター・ホライズンの損傷によって、社会、

法律、商業、政治のあらゆる面で、オフショア

エネルギー業界全体に大きな混乱がもたらされ

ました。事故の影響を直接受けたのは、大手石

油会社の BP 社 1 社だけであったものの、他の

石油メジャーも、事故とその余波（米国メキシ

コ湾沿岸地域への汚染と経済的ダメージの広が

りや、沖合の深海探査の停滞）がもたらした深

刻な問題に向き合うことを余儀なくされました。 
 
石油大手各社は、以下の質問を自らに問いかけ

る必要に迫られました。 
– 自社にこのような事故が起こったら、会社は

どうなっていただろうか。 
– 米国メキシコ湾沿岸地域や米国外の他の地域

でのオフショア石油探査の継続に対して、今回

の事故はどのような影響をもたらすだろうか。 
– 今回のような事故はどうすれば再発を防止で

きるだろうか。また、将来再び同様の惨事が起

きた場合、どうすれば有効に対処できるだろう

か。 
 
最も直接的で効果的な解決策は、今後このよう

な事故が一切起こらないようすることです。事

故後に発行された調査結果と勧告の多くは、こ

の考え方に依拠するものになっています。実際、

暫定的に強化された規制の多くは、ディープ

ウォーター・ホライズンに悲惨で不名誉な結末

をもたらした原因の再発を防止するための手だ

ての整備を促すことに主眼が置かれています。 
 
このように、予防を中心としたリスク管理に関

心が集まっている中、石油各社はもう 1 つの現

実的な問題に直面しています。つまり、人間の

作ったルール体系や技術に完璧なものはなく、

同じような海底油井爆発が再び起こる可能性は

あるという事実です。それはそれとして、海底

のウェルヘッドから油が噴出した場合、流出を

止め、海洋環境に漏れ出してしまった物質を封

じ込めるには、どのような対処方法があるので

しょうか。 
 
世界の石油メジャー4 社、シェル、コノコフィ

リップス、シェブロン、エクソンモービルは

（主導的組織として）、将来同様の事故が起き

た場合にはより適切な対処する必要があるとの

共通認識から、2010 年 7 月、テキサス州ヒュー

ストンに Marine Well Containment Company
（MWCC）を設立しました。 
 
MWCC は、米国メキシコ湾沿岸部における将

来の海底油井の爆発を抑制する能力を高めるこ

とを目的として設立された非営利の業界団体で

す。これと同様の動きは、1990 年、アラスカで

のエクソン・バルデス号の原油流出事故の後に

も見られました。当時は、海面に流出した原油

の処理能力を高めるため、石油メジャー各社に

よって Marine Preservation Association と Marine 
Spill Response Corporation が設立されました。 
 
MWCC は、この問題に対する二面的なアプ

ローチを発表しました。メインのアプローチは、

「海底油井封じ込めシステム」（MWCS）と呼

ばれる新しいプログラムの創設に 10 億ドル以

上投じて、人材の整備と、機器の設計から製

造・配置までを実施するというものです。

MWCC では、このシステムが完成するまでの

暫定策として、同様の事故が発生した場合に備

えて、既存の油回収装置を確保するとしていま

す。 
 
同システムの初期設計はただちに開始され、さ

まざまな経歴や専門性を持つ 100 人以上の専門
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家によって短期間でコンセプトモデル（6 ペー

ジの図 1 を参照）が構築されました。 

 
 
2010 年 10 月、エクソンモービルは、MWCC を

代表して、オフショア技術会社 Technip との間

で、コンセプト計画書の概要設計に基づいて、

海底油井装置（封じ込め用アセンブリ、マニ

ホールド、制御用アンビリカル、アキュムレー

タ、分散剤注入、ライザー、フローライン）の

基本設計と詳細設計を実施する契約を締結しま

した。 
 
この計画では、海底坑井に直接接続して海底坑

井を密封し、事故で流出した油を回収する能力

を持ったシステムを開発しようとしています。

このシステムには、さまざまなオフショア事業

者が設置した多種多様な型式のウェルヘッドや

アセンブリに適合できることであったり、天候

や潮流状態を問わず、水深最大 1 万フィートで

稼動し、1 日当たり最大 10 万バレルの油を回収

できること、出動要請後 24 時間以内に配置可

能なことなどの要件が盛り込まれています。同

時に、暫定利用する既存の油回収装置の契約も

締結されています。MWCC のサービスは、同

社のパートナーとメンバー以外でも、サービス

契約を締結することで利用できるようになりま

す（詳細は未発表）。MWCC は、2011 年 1 月

31 日に、同社発足の契機となった事故の当事者

である BP が新たに参加し、MWCC へのリソー

ス提供を行うことを発表しています。 
 

 
 
ディープウォーター・ホライズンの事故以降、

沖合の海底油濁に対する対応能力強化を打ち出

したのは MWCC だけではありません。Helix 
Energy Solutions Group（テキサス州ヒュースト

ン）も、HFRSシステム（7ページの図 2）と呼

ばれる仕組みを使って、油濁への対応と封じ込

め能力を高めることができると発表しています。 

 
 

Helix のシステムはさまざまな点で MWCC のシ

ステムにきわめて似ているように思われますが、

いくつか大きな違いがあります。特に異なるの

は、MWCC は「一から」設計、建設、配備を

行うという包括的なアプローチをとっている点

です。Helix のシステムは、すでにある「既製

の」装置を利用するというより簡易的なアプ

ローチを採用しています。既製の装置の中には、

2 隻の船舶（ヘリックス・プロデューサーI と
Q4000）をはじめ、ディープウォーター・ホラ

イズンの対応に使用された実績を持つ装置が含

まれています。また、Helix は産業油濁浄化

「協同組合」である Clean Gulf Associates と契
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約を締結し、同システムの統括業務と、資金調

達業務を委託しました（上記図 3 参照）。 
 

 
 

将来同様の事故が起きた場合にどちらのシステ

ムが優れているか、どちらのシステムが適して

いるかは現段階では判断できませんが、複数の

システムが生み出せされるという動きは、エク

ソン・バルデス号の事故後に海上油濁浄化会社

が急増した状況に似ています。発生頻度は低い

ものの、発生した場合には大規模化する海底油

濁事故に対応するシステムとして、2 つの類似

したシステムが、今後共存していくのか、どち

らか一方のみが残るのかは、開発初期のこの段

階で予測することはできません。 
 
現在両社が導入を計画している「暫定的な」対

策に関して、米国メキシコ湾に装置と人材への

投資をもたらす契約が締結された場合に、すで

に導入されている海上油濁対応計画の意義が損

なわれるかどうかは不明です。新設された米国

メキシコ湾の海底油濁防止を担当する海洋エネ

ルギー管理・既製・施行局（BOEMRE）と、同

じ水域の海上油濁対応を担当する米国沿岸警備

隊の間に対立が生じるのではないかとの興味深

い見方もあります。 
 
結論 
MWCC のモットーは、「設計と構築を行うこ

と。ただし、それを必要とする状況を作り出さ

ないこと」です。 
 

このモットーを達成できるかどうかは、MWCC
（あるいは Helix）の努力というよりも、他の

当事者の事故防止に対する取り組み方にかかっ

ており、MWCC がコントロールできるもので

はありません。海底油濁対応のための全く新し

いシステムの創設に向けた大規模な取り組みが、

資金、時間、人材への膨大な投資額に見合う成

果を生み出せるかどうかは、未来のみが知って

いることです。しかし、ディープウォーター・

ホライズン事故の影響が今も続いていることが

示すとおり、事故が発生した場合のインパクト

は甚大であることから、エネルギー業界にとっ

ては、「大規模なソリューション」の確立にベ

ストを尽くす以外、多くの選択肢は残されては

いません。 
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スペイン、ロッテルダム・ルールを批准 
Spain ratifies the Rotterdam Rules 

 
2011 年 1 月 19 日、スペインはロッテルダム・

ルールの最初の批准国となりました。他国も追

随することが見込まれるものの、他国の意思決

定に間違いなく大きな影響を与える米国の動向

は依然として不明です。ロッテルダム・ルール

は、批准、受諾、承認、または加入を示す文書

の提出国が 20 か国に達してから 1 年後に発効

します。 
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オーストラリア – クイーンズランド州 
環境保護法違反に対する罰金を強化 

Australia – Tougher penalties for Queensland environmental offences 
 
クイーンズランド州海域で油や有害液状物質を流出させた場合の罰金上限額が大幅に引き上げられ

ました。 

 

 
 
多くの読者はすでにご存じのとおり、クイーン

ズランド州ではここ数年、同州海岸線にバン

カー油が流出した事故（PACIFIC 
ADVENTURER）や、グレートバリアリーフの

座礁事故（SHEN NENG 1）など、大きく報じ

られる大事故が相次いでいます。このため、ク

イーンズランド州政府は海洋汚染罪に適用され

る罰金の上限額を大幅に引き上げました。 
 
クイーンズランド州海域で油、有害液状物質、

有害物質を流出させた場合の罰金上限額は、企

業の場合の 175 万豪ドルが 1000 万豪ドルに、

個人の場合の 35 万豪ドルが 50 万豪ドルに引き

上げられました。もちろん、実際に裁判所が科

す罰金は、これを上限とした範囲内で、流出の

重大性と状況に関して裁判所の事実認定を反映

した金額になります。しかし、今回の大幅な引

き上げにより、クイーンズランド州もニューサ

ウスウェールズ州など他のオーストラリア国内

管轄区に同調したことになります。 
 
この新たに見直された罰則規定は、主に船舶を

中心に、1995 年輸送（海洋汚染）法（クイーン

ズランド州）（TOMPA）の遵守の強化を図る

ことを目的として、2010 年 5 月に発効しました。

同法は、船主や船長に汚染防止の責任を負わせ

る体制を確立するためのものであり、違反した

場合は、海洋汚染防止条約（MARPOL）に基づ

く抗弁が可能な場合もあるものの、厳格責任が

問われます。 
 
クイーンズランド州当局は、油、有害液状物質、

有害物質の流出に対する罰金の引き上げに加え、

船舶によるグレートバリアリーフ海洋公園の違

法航行防止にも取り組んでいます。周知のとお

り、グレートバリアリーフはオーストラリア法

に基づく保護区域であり、この海域の船舶航行

は厳しく制限されています。禁止区域の航行

（意図的か否かを問わず、緊急時または特別許

可のある場合を除く）に対しては、最高で罰金

22 万豪ドルまたは禁固 3 年が適用されます。船

主と船長も厳格責任に問われ、船主で 27 万

5000 豪ドル、船長で 5 万豪ドル以下の罰金が科

されます。 
 
大きく報道された 2010 年 4 月の事例では、グ

レートバリアリーフ海洋公園内の 2 つの禁止区

域を通過した船舶の船長と士官 2 名が訴追され

ました。罰金は 1 人につき 7 万豪ドルと、過去

に同様のケースの罰金の実績額から大幅に引き

上げられ、今後はこの金額が基準になると見込

まれています。 
 
報告義務とパイロットの乗船義務が適用される

グレートバリアリーフ海洋公園内の区域を拡大

する法案が現在検討されていますが、クイーン

ズランド州当局は領海内の海洋汚染と違法航行

に対する取り締まりを大幅に強化する意向を示

しています。 
 
上記の記事は、Messrs Bayside Shipping Services 
Pty Ltd（シドニー）から寄せられた情報に基づ

き、執筆されたものです。 
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バラスト水規制 – バラスト水管理条約は未だ発効に至らず 
Ballast water regulations – Pending entry into force  

of the Ballast Water Management Convention 
 
世界のバラスト水に関する実務慣行と規制要件の共通化を目指した BWM 条約は、未だ発効には

至っていません。 
 
発効 
バラスト水管理条約（BWM）は 20 年前から議

論が続けられています。2004 年に漸く採択され、

調印待ちの状態までたどり着きました。現在 27
か国が批准しているものの、条約の発効には後

3 か国必要です。条約は批准国が 30 か国に達し

た 1 年後に発効されます。ただし、その場合も、

批准国が保有する商船の合計が、世界の船舶総

トン数の 35%以上を占めていることが必要です。 
 
過去の Gard News でも取り上げたように、バラ

スト水が世界各地に持ち込まれることから生じ

る問題について、沿岸国のほとんどが懸念を深

めており、国際規制の早期施行を求める動きも

見られます。多くの国では、BWM 条約の発効

を待つ一方で、国内規制も施行されています。

その中には、BWM とは独立した制度を国内規

制に採用している国もあります。そのため、船

主は寄航港ごとに異なる規制への対応が迫られ

ているのが現状です。 
 
規定 
BWM 条約は、記録管理、サンプリング、公海

上でのバラスト水の交換など、船内で日常的に

実施される業務について規定しています。また、

積載されるバラスト水の処理に関する義務や、

バラスト水の排出基準も盛り込まれています。

条約参加国には、バラスト水と沈殿物の受入施

設を作るも求めています。同条約は、参加国が

より厳しい規制を採用することも認めているも

のの、その場合も、条約の指針に沿い、条約の

規定と矛盾しないものであることを求めていま

す。これによって実務慣行の世界共通化を実現

し、船舶業界内において共通の実務慣行が確立

されることを目指しているのです。 
 
しかし、条約で規定されている水処理システム

を承認するというプロセスもまだ残されていま

す。議論が始まった当初には、処理システム自

体が存在していなかったことを考え合わせると、

条約発効の条件が十分に整っていなかったとい

うことができます。条約を契機として、水処理

分野の開発が進み、現在では、新しい発明や特

許が考案されて承認待ちの状態です。 
 
現在までに、BWM 条約の要件に沿った受入施

設を整備した沿岸国はごくわずかで、この面で

も一層の努力が必要です。 
 
各国の規制や慣行の修正 
オーストラリアやノルウェーなど、すでに条約

に調印した国の中には、国内の規制を条約に合

わせて修正した国もあります。しかし、条約を

遵守するだけの技術力が不足していたり、受入

施設が整備されていないことから、ほとんどの

国では、記録管理と、海岸から離れた場所でバ

ラスト水の交換しか実行に移せていないの現状

です。 
 
バラスト水管理に関して独自の実務慣行を定め

ている国もあり、ウクライナのように、より厳

しい罰則を科すことを計画している国もありま

す。1 
トルコは、当局による船舶のバラスト水のサン

プリングと検査を強化し、バラスト水が国内要

件を満たしているか、下水、油などの汚染物が

バラスト水を通じて違法に排出されていないか

をチェックしています。トルコで違法排出が発

見された場合、罰金は高額に上り、告発された

場合の弁護もきわめて困難なものとなります。 
                                                            
1 以下の各掲載記事を参照してください。Gard News 188 号

「Ballast water – High fines for small infringements in 
Ukraine」、Gard News 189 号「De-ballasting in Ukraine – A 
follow-up」 
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米国 
米国はおそらく BWM 条約を批准しないでしょ

う。代わりに、州ごとに異なる実務慣行が採用

される傾向にあります。各州の該当する規制を

遵守するには相応の注意が必要で、船主側には

難しい対応が迫られます。ニューヨーク州では

特に厳しい規制が採択されました。船舶業界は、

実際に同州の基準を満たせる技術が存在しない

ことから考えても、規制が厳しすぎるのではな

いかと抗議しています。これを受けて、ニュー

ヨーク州はやむを得ず新しい規制の発効を延期

しています。 
 
結論 
今後、技術的な進展が見込まれることから、

BWM 条約は 2、3 年以内には発効されると思わ

れます。発効された場合、船主側には実務慣行

の見直しと船舶の改修という大きな負担が生じ

ます。しかし、BWM 条約が、規制要件の世界

共通化と、共通基準の設定を目指していること

は明らかです。したがって、船舶業界にとって

は、沿岸国ごとに異なる実務慣行が求められる

より、同条約が採用された方が良いはずです。 
 
現状では、寄航港ごとに求められる実務慣行に

ついて、現地のエージェントに絶えず確認され

ることを推奨します。 
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船舶バラスト水に関する方針: 慎重に検討中 – 米国における最近の動向 
Vessel ballast water policies: going overboard? - A significant new development in the US 

 
ここ数年、米国の政府機関（特に、沿岸警備隊と環境保護庁）と海運業界の間で、バラスト水の取

り扱いと処理に関する実行性のある基準の設定方法について多くの議論が行われている一方で、こ

れとは別にいくつかの政策の変更も同時に検討されてきました。 
 
その一つが司法制度です。米国水域を通航する

船舶によるバラスト水の取り扱い、処理、廃棄

に関する法令の変更を求めて、さまざまな環境

保護団体が多くの訴訟を起こしています。 
 
そのような訴訟の一つに、天然資源防衛協議会

や全米野生生物連盟などの有名な環境保護団体

が、五大湖地域を含む米国水域を通航する船舶

のバラスト水処理基準に関して、米国環境保護

庁（EPA）に対して起こしたものがあります。

この訴訟は、連邦裁判制度の下、その過程でさ

まざまな中間判決が下されながら、数年かけて

争われており、直近では D.C.巡回区の控訴審裁

判所で審理が行われていました。ただし、最終

的には判決ではなく、当事者間の和解によって

2011 年 3 月 9 日に決着しました。裁判所に提出

された和解契約の中で、EPA は、五大湖および

米国沿岸から 3 マイル以内の海域を通航する

300GT 以上の船舶に適用される船舶通航許可

（VGP）プログラムのバラスト水の項目を完全

に修正すると述べています。また、EPA は、和

解契約の中で、動物プランクトン、植物プラン

クトンなどの微生物が一定量のバラスト水に含

まれる濃度に上限値を設定する意向を示してい

ます。EPA は、この新しい法令を 2012 年中に

公布することを約束しています（ただし、船舶

に対応準備期間を与えるため、2013 年 12 月ま

でには発効させるものとしています）。 

 
これを受けて、EPA の法案起草者は、バラスト

水中の外来微生物の濃度基準の設定という難し

い仕事に取り組まなければなりません。なぜな

ら、その基準は、環境保護団体の同意が得られ、

なおかつ船舶の運航会社が実際に利用可能な装

置と技術を使って達成できるレベルのものでな

ければならないからです。EPA では、この難し

い仕事を、外部の支援を取り付けて仕上げよう

としています。具体的には、全米科学ｱｶﾃﾞﾐｰに

EPA 科学諮問委員会への助言を委託し、生態系

保護の観点からバラスト水排水の微生物含有濃

度の基準の設定方法と、その基準を達成するた

めに利用可能なバラスト水処理技術とその効果

に関する報告書を作成しようとしています。 
 
カリフォルニア州やミネソタ州など一部の州に

おいて、きわめて高い基準を発表したものの、

現在利用可能なバラスト水処理技術ではその要

求するレベルを実現できないという現実に直面

し、ややトーンダウンせざるを得なくなったこ

とがあります。EPA は同じ轍を踏まないよう取

り組もうとしています。今回の和解契約は、各

州が独自の基準を設定することを妨げるもので

はないことに留意が必要です。 
 
これらの基準は、米国の港に入港したり、米国

の沿岸 3 マイル以内を通行する船舶の船主や運

航業者に対して、必要な装置を揃え、船員の訓

練を行い、手順を整備するという負担をもたら

す可能性があります。海運業界は、バラスト水

基準の今後の動向を注意深く見守る必要があり

ます。Gard もこの動向に注視し、EPA から公布

された後、同基準に関する報告を行います。米

国の新しい法令は、バラスト水に関する実務慣

行や基準の見直しなど、他国や IMO などの国

際機関の方針に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、米国水域を通航しない運航業者も、

バラスト水浄化基準が変更される可能性がある 
ことを理解しておいてください。 
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カナダの新環境法令: 法案 C16、C469、C606 
Canada’s new environmental legislation: Bills C16, C469 and C606 

 
John O’Connor（Langlois Gaudreau O’Connor LLP、ケベック） 
カナダの環境法令の最新状況をご報告します。 
 

 
 
Gard News の読者であれば、「カナダの新環境

法令: 法案 C16」という記事を覚えている方も

いらっしゃるかもしれません。「一定の環境関

連法の改正および環境関連法の施行に関する規

定の制定を行う法律」（略称: 環境施行法）で

ある法案 C16 を扱った記事で、Gard News 第
196 号に掲載されたものです。その法案 C16 は、

2009 年 6 月 18 日にカナダ議会を通過していま

す。 
 
環境施行法は段階的に施行される予定です。い

くつかの規定は、2009 年の法律の採択と同時に

施行されました。続いて、2010 年 12 月に、カ

ナダの一連の環境法令を改正する規定が施行さ

れました。読者にとって一番関心があるのは、

1994 年の渡り鳥協定法（MBCA）と 1999 年カ

ナダ環境保護法（CEPA）でしょう。過去の記

事でも指摘したように、議会が法案 C15 を採択

した 2005 年に、カナダ環境省はこの 2 つの法

律に大幅な変更を加え、海洋汚染防止の分野に

足を踏み入れました。 
 
2005 年までは、船舶に起因する汚染については、

カナダ運輸省の所管でした。しかし、法案 C15
に基づき、CEPA と MBCA がカナダ運輸省が所

管する法令の範囲を超える環境関連規定を継承

したのです。この法案 C15 の採択により、新法

令は 1992 年油濁民事責任条約（CLC）と国連

海洋法条約（UNCLOS）の下でのカナダの国際

的義務に抵触するものになったとの批判を招い

ています。 
 
法案 C16 により、CEPA と MBCA の両方が再度

修正されました。主な変更点としては、前稿で

指摘したとおり、汚染に対する罰金が大幅に引

き上げられたこと、法人と積載重量 7,500 トン

超の船舶に対する最低罰金が設定されたこと、

非利用価値と将来的な「仮想評価法」が導入さ

れたことが挙げられます。法案 C16 は、是正措

置または予防措置に要した費用の全額をいかな

る者にも補償するよう、判決宣告裁判所が違反

者に指示することを認めるものですが、このこ

とも CLC に抵触するおそれがあります。 
 
法案 C16 は、カナダ環境省が所管する法令に行

政罰金刑を導入しようとするものです。法案

C16 のうち、環境法違反行政罰金刑法と称され

る行政罰金法令が、他の部分とは独立して、12
月にその他の改正とともに施行されました。こ

の結果、無過失責任という環境犯罪が創設され、

今後、注意義務を尽くしたという抗弁は行えな

くなるでしょう。実際に裁判所で新しい罰金法

令に基づいて事案が処理されるようになるのは、

もう少し先になると思われます。 
 
しかし、法案 C16 のうち、CEPA と MBCA に対

する主要な改正案（罰金の引き上げ、非利用価

値、是正措置または予防措置に伴う費用など）

は、12 月の段階では施行されませんでした。こ

れらが公布・施行されるのは 2011 年後半にな

る見込みです。これらの改正案が施行されては

じめて、法案 C16 の影響が明らかになるでしょ

う。 
 
カナダ議会の少数派 
過去数年にわたり、カナダ下院において、与党
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が少数派である状態が続いています。つまり、

党単位では、与党が他のどの野党よりも多くの

票数を持っているものの、野党合計では与党の

票数を上回っているということです。すべての

野党議員が支持すれば、法案を下院で通過させ、

与党の承認がなくても法律として成立させるこ

とができる状態にあります。そのため、政府は、

野党が提出した法案には一層の注意を払わなけ

ればなりません。連邦法の承認にはカナダ上院

での採択も必要であり、その上院では与党が過

半数を占めています。しかし、与野党の票差は

僅差であり、上院議員が 1、2 名欠席すれば、

与党の支持なしでも野党の法案が法律として成

立する状況です。最近成立した 2 つの法案が、

与党の置かれた立場をよく表しています。いず

れの法案も与党の支持は得られなかったものの、

野党が支持を表明した結果、成立したものです。  
 
法案 C469 
この法案は、カナダ環境権法の成立を目指すも

のです。カナダにはすでに人権法があり、権利

と自由のカナダ憲章がカナダ憲法の一部を構成

しています。州であれ連邦政府であれ、憲法を

侵害することはできません。カナダ環境権法は

憲法的な性格のものではないものの、環境被害

に対する不作為によって、権利と自由のカナダ

憲章の下で保護されるカナダ国民の生命、自由

および安全が脅かされるおそれがあることを示

唆しています。 
 
法案 C469 は、「健康で生態学的にバランスの

取れた環境」と「重大な環境被害」について、

考え得る限り広義に定義しています。さらに、

同法案は、2 つの救済を設けています。1 つ目

は環境保護措置で、連邦政府が「環境の受託

者」としての自己の責務を果たさない場合や、

環境法を執行しない場合、健康で生態学的にバ

ランスの取れた環境に関するカナダ国民の権利

を侵害した場合には、それらを理由として、住

民や事業体（カナダの環境ロビー団体を含む）

が連邦政府に対する差止命令を得ることを可能

にしようとするものです。この申立てを審理す

る連邦裁判所には、連邦政府に対して、環境に

関する作為または不作為の是正を命じる広範な

権限が与えられています。 
 
2 つ目は、ある者が議会法または規制に違反し、

「重大な環境被害」をもたらすおそれがあるか、

または「そのおそれがある」ことが仮に証明さ

れた場合、州の最高裁判所において住民または

環境ロビー団体がその者に対して民事訴訟によ

る損害賠償を請求できるようにするものです。

訴えを起こされた側は、「自らの行為が議会法

で認められていた」であったり、「環境被害を

防止できる合理的または賢明な選択肢が他にな

かった」などと主張するだけの抗弁は認められ

ないことに注意する必要があります。 
 
法案 C469 では、環境ロビー団体が連邦裁判所

に政府の行為に対する司法審査を求めたり、州

の上級裁判所でエネルギー企業とその役員・取

締役に損害賠償を求めることを認めています。

カナダの海洋法協会や海運協会の団体が、CLC
や UNCLOS 等の国際法が優先適用されるよう

に法案の修正を働きかけたものの、残念ながら、

下院の環境委員会で否決されました。法案

C469 は、近々、下院で最終投票に付される予

定です。採択されれば、上院に上程され審議さ

れます。 
 
法案 C606 
法案 C606 も野党法案の 1 つです。この法案は、

タンカーによってカナダの太平洋岸のバンクー

バー島北部の指定地域に炭化水素が持ち込まれ

ることを防止することを目的として、カナダ運

輸省所管の海洋法令である 2001 年カナダ船舶

輸送法を修正しようとするものです。指定地域

には、オイルサンド炭化水素のアジアへの輸出

を積極的に推進している、プリンスルパート港

とキチマット港が含まれます。この法案が制定

されれば、両港とも、炭化水素のターミナル施

設を閉鎖せざるを得なくなり、アルバータ州で

産出された石油は、バンクーバー港経由でしか

アジア向けに出荷できなくなります。バンクー

バー港はすでに過密状態であり、それゆえに、

近年、キチマット港とプリンスルパート港の重

要性が高まっていたのです。 
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法案 C606 は、多くの環境団体が西海岸につい

て抱いてきた誤解から生まれたものです。1980
年代に、連邦政府は、アラスカの石油を米国本

土に輸送するタンカーはブリティッシュコロン

ビア州の海岸沿いの島々の海側に停泊すること

を求める交渉を石油メジャーとの間で行ってい

ました。これは、座礁や衝突が発生する可能性

が高い内海航路を大型タンカーが行き来しない

ようにすることを目的としたものでした。石油

会社は、この提案を自発的に受け入れることに

同意したのであり、ブリティッシュコロンビア

州の海岸沿いを船舶が航行することを禁止する

規制が成立したという事実はありません。一部

のロビー団体は、海岸近くを航行するタンカー

に規制実施までの猶予期間が与えられていると

誤解していたようですが、事実とは異なります。

しかし、法案 C606 によって、タンカーは、航

行どころか、キチマット港やプリンスルパート

港といった主要港に出入港することさえできな

くなります。 
 
法案 C606 の眼目は、石油の輸送を禁止するカ

ナダ水域内の海域を政府が追加指定できるよう

に、2001 年カナダ船舶輸送法を改正することに

あると思われます。この法案が UNCLOS に抵

触するのは明らかですが、改正された場合、オ

イルサンドプロジェクトに関与する企業には厳

しい経済的な制裁が科されることになります。 
 
結論 
2005 年以降、カナダ環境省は海洋分野に積極的

に取り組んできました。法案 C15 はすでに施行

されています。法案 C16 も大部分が施行済みで、

残りの規定も今年後半には公布される予定です。

両法案は CEPA と MBCA の修正を目的とした

ものであり、混乱の原因となっています。また、

カナダ運輸省の海洋環境法令だけでなく、カナ

ダが批准した CLC、UNCLOS、MARPOL にも

抵触します。しかし、カナダの議会は主権を有

しており、国際的な義務を無視することも可能

です。法案 C16 は、環境省がまさに国際的な義

務を無視することを認めるものであるといえる

でしょう。また、法案 C469 と C606 は、カナダ

が負う国際的な義務に反する法令を成立させる

おそれがあります。そうなれば、カナダの経済

成長に悪影響を及ぼしかねません。さすがに、

上院で与党が反対し、採択されることはないで

しょうが、カナダ環境省がすでに法案 C15 と法

案 16 を施行済みであることを考えると、カナ

ダの今後の動向は依然として不透明です。 
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米国法－乗組員による船上での危険状況の通報懈怠 
US law – Crew’s failure to report hazardous condition aboard vessel 

 
Philip R. Lempriere、John D. Kimmerlein  
（Keesal, Young & Logan、シアトル） 
 

 

 
米国控訴裁判所は、乗組員が船舶の危険状況を

通報しないのは犯罪行為であると判示しました。 
 
米国の第 6 巡回区控訴裁判所の最近の判決1は、

乗組員が船舶の危険状況を直ちに米国沿岸警備

隊（USCG）に通報しないのは港湾水路安全法

の故意または意図的な違反にあたるとの陪審の

評決を復活させました。米国水域を通航する船

舶の所有者と運航業者は、その乗組員と運航要

員の全員に対して、危険な状況または災害が発

生した場合には直ちに USCG に通報することを

周知しなければなりません。一般的な基準につ

いては以下に触れますが、具体的な状況におい

て通知や通報を行う必要があるか否かについて

は、適用される米国の規則（連邦規則集または

C.F.R.）を参照して、その判断を行うようにし

てください。 
 
背景 
港湾水路安全法に基づいて公布された規則では、

米国水域を通航する船舶は、危険状況が発生し

                                                 
1 米国対運河バージ会社事件（U.S. v. Canal Barge 
Company）（2011 年 1 月 7 日第 6 巡回区控訴裁判所） 

た場合には、これを直ちに最寄りの USCG 事務

所に通報することが求められています。 
「危険状況が船舶上に発生したか、または船舶

もしくはその航行により引き起こされた場合、

船主、エージェント、運航業者、または責任者

は、直ちに最寄りの沿岸警備隊地区事務所また

はグループ事務所に通報するものとする（本条

を遵守した場合でも、C.F.R. 4.05–10 で要求さ

れる書面による報告を行う責任を免れるもので

はない）」2。 
 
「危険状況」とは、「船舶の安全に悪影響を及

ぼすことがあるあらゆる状況」を含むものと広

義に定義されています。 
「危険状況とは、米国の船舶、橋梁、建造物、

沿岸域、または港湾もしくは航行可能な水路の

環境の質に悪影響を及ぼす可能性があるあらゆ

る状況を意味する。これには、衝突、火災、爆

発、座礁、流出、損傷、乗船者の負傷もしくは

疾病、または人員不足等が含まれるが、必ずし

もそれに限られるものではない。」3。  
 
これらの規則に違反して、過失により危険状況

を通報しなかった場合には、民事罰が科される

ことがあります4。故意または意図的にこうした

通報を行わない場合には、クラス D の重罪とし

て刑事訴追を受けることがあります。刑事訴追

は、当該状況を通報する責任を負う従業員およ

びその雇用主に対して行われる可能性がありま

す5。また、当該規則の違反の対象となった船舶

には、対物責任が課されることがあります6。 
  
運河バージ（Canal Barge）事件 

                                                 
2 33 C.F.R. 160.215. 
3 33 C.F.R. 160.204. 
4 33 U.S.C. § 1232(a). 
5 33 U.S.C. § 1232(b). 
6 33 U.S.C. §  1232(c). 
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運河バージ事件7では、危険状況を直ちに USCG
に通報しなかったかどで、バージの所有者、そ

の陸上管理者、タグボートの船長たる従業員 2
名が刑事訴追を受けました。本案における危険

状況とは、船体の亀裂であり、この亀裂から貨

物のベンゼンの一部が漏れ出しました。勤務中

の船長が亀裂と漏れを陸上管理者に通報し、亀

裂を石鹸で塞ぐよう依頼したのに対し、陸上管

理者は、より丈夫な材料（ただし、恒久的なも

のではない）での補修案を提案しました。タグ

ボートに乗船していた別の船長も、亀裂と補修

の件を認識していました。その 4 日後に、当該

バージを別のタグボート会社が曳航している最

中に補修材が外れてしまうまで、誰も USCG に

通報していませんでした。 
 
USCG は、以下の 3 件の嫌疑でバージの所有者、

陸上管理者、両船長に対して刑事訴追を行いま

した。1. 危険状況の通報を意図的に怠ったこと。

2. 危険状況の通報を過失により怠ったこと。3. 
共同謀議により、通報を求める規則に違反した

こと。陪審は、危険状況の通報を意図的に怠っ

たことについては被告人の全員を有罪であると

しましたが、過失および共同謀議の罪について

は無罪としました。その後、第一審裁判所は、

通報の懈怠は、起訴された裁判地区とは異なる

裁判地区で発生したものであることを理由に、

被告人を無罪としました。 
 
第 6 巡回区裁判所は、危険状況を直ちに通報し

なかったことは継続的な違反であることから、

USCG が通報を受ける前にバージが通過したい

ずれの地区においても起訴は可能であるとして、

無罪判決を破棄しました。 
 
おそらくさらに重要なことは、第 6 巡回区裁判

所が、個々の被告人が亀裂を知っていたにもか

かわらずその通報を怠ったという事実は、その

乗組員が状況を知っていながら故意に船体の亀

裂の通報を怠ったという認定を裏付ける十分な

証拠であるとも判示したことです。この結論に

                                                 
7 米国対運河バージ会社事件（U.S. v. Canal Barge 
Company）（2011 年 1 月 7 日第 6 巡回区控訴裁判所） 

至った理由として、裁判所は、ベンゼンの漏出

はきわめて危険であること、被告人それぞれの

海事経験が長いこと、会社の油濁事故対応計画

書では流出または流出のおそれがある場合には

通報することが要求されていること、会社が実

施した全船長を対象とする通報訓練を受講して

いること、タグボートの乗組員が流出または補

修を日誌に記録しなかったことを挙げました。

裁判所は、これらの事実は、通報の懈怠が単純

なミスではなく故意または意図的な違反である

という陪審員の認定を十分に裏付けるものであ

るとしました。 
 
また、裁判所は、バージ会社の従業員によるこ

うした行為は会社の刑事責任を認定する裏付け

となると判断しました。裁判所は、バージ所有

者たる被告人の従業員は、流出を直ちに通報す

れば荷下ろしと補修に時間が取られてしまい、

会社に余分な時間とコストが生じてしまうと考

え、会社の利益を守る意図をもって行動したも

のであると認定しました。このように会社の利

益を守る意図があったことは、会社が有罪であ

るという認定の十分な裏付けとなりました。 
 
危険状況および海難の通報 
米国規則では、船舶は危険状況および一定の海

難事故を直ちに USCGに通報することを求めて

います。以下に記すように、規則はさまざまな

状況を対象としていることから、通報を要する

状況をここに簡潔にまとめるのは困難です。通

常は、「危険状況」の通知義務は、「海難」の

通知・通報義務よりも幅広い状況または災害に

適用されます。 
 
危険状況の通知義務は、33 C.F.R. 160.202、204、
215 に定められています。海難の通知・通報義

務は、46 C.F.R. 4.03-1、4.05-1、4.05-2、4.05-5、
4.05-10、4.01-3 のほか、これらの条項で引用さ

れるその他の C.F.R.に定められています。 
 
通報すべき危険状況の定義  
「危険状況」の定義（上記のとおり）は、かな

り簡潔なものですが、適用範囲は広範に及びま

す。危険状況は、「船舶、橋梁、建造物、沿岸
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域、または港湾もしくは水路の環境の質に悪影

響を及ぼす可能性があるあらゆる状況」を含む

ものと定義されています。さらに続けて、危険

状況は、例えば、衝突、火災、爆発、座礁、流

出、損傷、乗船者の負傷もしくは疾病、または

人員不足を伴う場合があるとしています8。 
 
「危険状況」を構成する事項の範囲については、

USCG の内部でさえ、解釈が分かれる可能性が

あります。米国の裁判所において、この「危険

状況」の定義について、意味のある解釈が行わ

れたことはなく、何が危険状況で、何が危険状

況に該当するかを裁判所が示した例はほんの少

ししかありません。米国の裁判所は、タンカー

やバージの船体の亀裂は危険状況に該当すると

判断していますが、遠隔錨地での走錨や補修し

た曳航索を使用して曳航を継続することは危険

状況には該当しないと判断しています。 
 
最近 USCG が行った 2 件の調査の状況から、

USCG が、危険状況の定義について、解釈に幅

を持たせている可能性があることが見て取れま

す。1 つは、港内艇の船体の小さい穴から流出

が生じていたもので、運航業者は穴が開いてい

ることを認識しながら、乾ドックで補修が施さ

れるまで監視していたというものです（ただし、

少量の水の浸入を定期的に排出してはいまし

た）。もう 1 つは、使用中のモーターにヒュー

ズの不具合が生じて、ステアリングギアモータ

ーを切り換えるほんの数秒の間に、ごく短時間、

操舵が制御できなる状況が発生したというもの

です。いずれも USCG への即時通報は行われて

いません。この２件（その他の同様の事故を含

めて）については、USCG が全く別のもっと深

刻な事故に関連して当該船舶運航業者を調査し

ていたときに、これも違反にあたる可能性があ

るとして USCG によって提起されたものです。

ここから、何が「危険状況」に該当するかにつ

いて、USCG が広く解釈することがあることが

わかります。 
 

                                                 
8 8 33 C.F.R. 160.204. 

通報すべき海難の定義 
すべての海難のうちの、通報すべきものが限ら

れています。海難については、その状況と事象

がより具体的に列挙されているため、危険状況

ほど広く解釈されることはありません。しかし、

海難の定義には、「船舶の堪航性、効率、航行

もしくは航路の適合性に影響を及ぼすか、また

は阻害するおそれのあるその他の状況」という

包括的な語も含まれていて、それが非常に広く、

さまざまに解釈される余地を残しています（海

難の正式な定義については、46 C.F.R. 4.03-1 を

参照）。 
 
しかし、USCG の海難通知義務は、以下に列挙

する一定の海難にのみ適用されます。通知義務

を要する海難は、具体的かつ狭義に定義されて

おり、それに該当する「災害」はわずかしかあ

りません。 
1. 故意でない座礁、または故意でない橋梁との

衝突。 
2. 航行、環境もしくは船舶の安全に対して危険

をもたらすか、または（a）（3）乃至（8）の

いずれかの基準に合致する故意の座礁または橋

梁との衝突。 
3. 主推進装置、主操舵装置、または船舶の操舵

性能を低下させる付属装置もしくは制御システ

ムの機能低下。 
4. 船舶の堪航性または航行もしくは航路の適合

性に重大な悪影響を及ぼす事象。これには、火

災、浸水、固定式消火システム、救命装置、補

助発電装置またはビルジポンプシステムの故障

または損傷を含むが、これに限定されない。 
5. 人命の喪失 
6. 専門的な治療（応急処置を超える治療）を要

する負傷であって、その負傷を負った者が船内

で業務に従事する被雇用者である場合は、その

者が日常業務ができなくなるような負傷。 
7. 25,000 米ドルを超える財産的損害を発生させ

る事象。この損害には、財産を事象発生前の状

態に回復させるのに要する人件費および材料費

を含むが、救助費、洗浄費、ガスフリー費用、

乾ドック入梁費用または滞船料は含まない。 
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8. §4.03–65 に定める、環境に著しい悪影響をも

たらす事象9。 
 
危険状況の通知義務には、ドル換算の基準は設

けられておらず、建造物、沿岸域、または環境

の質に「悪影響を及ぼすことがある」状況等、

船舶以外への影響や損害が多く含まれています。

海難の場合、通知・通報義務の対象は、船舶と

乗組員に対する危険（一定の例外あり）のほか、

高額の財産的損害と「著しい」環境危害に絞ら

れています。また、危険状況には、乗組員の疾

病または人員不足のほか、負傷も含まれていま

す。これに対して、通報すべき海難の定義では、

負傷または人命の喪失にしか触れられていませ

ん。 
 
USCG へはいつ通知しなければならないか？ 
通知は、「直ちに」（危険状況の場合）または

「安全性の懸念への対処後直ちに」（通報すべ

き海難事故の場合）行われなければなりません10。

理論的には対応可能ですが、危険状況に該当す

る事態が生じた場合に、船舶の乗組員がその事

態に対処した後に通報を行ったとしても通知義

務に違反とされる可能性はまずないように思わ

れます。危険状況を直ちに USCG に通知すれば、

通報すべき海難を「直ちに」USCG に通報すべ

き必要性も満たされます。 
 
通知義務はどこで適用されるか？ 
危険状況通知義務は適用される地域も広く、米

国内の「港湾または場所を発着する」あらゆる

船舶に適用されます11。USCG が米国を発着す

る公海上の船舶に、危険状況を直ちに通報する

ことを求める義務を強制できるか否かについて

は議論の余地があります。しかし、危険状況に

該当する場合には、到着通知書にて（必要に応

じて）報告し、それが米国水域内で発生したも

のである場合は、USCGに直ちに通知するよう

にしてください。 
 
海難の通知・通報義務は、全世界のあらゆる場

                                                 
9 46 C.F.R. 4.05-1. 
10 33 C.F.R. 160.215, 46 C.F.R. 4.05-1. 
11 33 C.F.R. 160.202. 

所を航行する米国籍船舶および米国水域内（通

常、米国の海岸から 12 マイル以内）を通航す

る非米国籍船舶に適用されます。また、排他的

経済水域内（通常、米国の海岸から 200 マイル

以内）を通航する非米国籍のタンカーの場合は、

環境への著しい危害または船舶の堪航性もしく

は効率に影響を及ぼす重大な損害を伴う一定の

災害および状況について、USCG に通知しなけ

ればなりません12。 
 
通知と通報の方法 
いずれの場合も、即時通知の方法については定

められていません。危険状況の通知は、「最寄

りの沿岸警備隊地区事務所またはグループ事務

所」に対して行わなければなりません。海難に

ついては、「最寄りの地区事務所、海事検査事

務所または沿岸警備隊グループ事務所」に直ち

に通知しなければなりません。 
 
USCG のすべての地区司令部には、24 時間対応

の電話が設置されており、VHF チャンネル 16
の監視も行っています。衝突、火災、落水者等

の重大な緊急事態が生じた場合に、直ちに実効

的に通報するには、VHF チャンネル 16 で

USCG を呼び出すのが最善の方法です。 
  
さほど緊急性の高くない場合、特にプライバシ

ー上の心配があるときまたは VHF チャンネル

16 を監視している全員に対して自船の状況もし

くは災害を一斉送信することを望まないときは、

USCG に電話をかけるのが望ましいと言えます。

USCG の地区の電話番号については、現地のエ

ージェントから入手するか、または VHF チャ

ンネル 16 で USCG に連絡して適切な電話番号

を尋ねてください。 
 
通知の内容 
いずれの規則にも、危険状況を即時通知の際に

通知すべき内容は定められていません。しかし、

通報すべき海難については最低限の通知要件が

定められており、これが「即時」通報を行う際

に最低限伝達すべき情報の指針となります。関

                                                 
12 46 C.F.R. 4.03-1. 



 

      
 
US law – Crew’s failure to report hazardous condition aboard vessel             Gard News 202 May/July 2011 

-5- 

係する船舶の名称および公式番号、船舶の所有

者またはエージェントの名称、災害の性質およ

び状況、発生した場所、負傷の内容および程度、

財産の損害が含まれます13。USCG に通知した

担当者が、通知の日時・内容に加えて、通知を

受けた USCG の担当者名、通知方法（該当する

場合は電話番号を含む）を記録しておくように

してください。 
 
書面による海難の報告 
通報すべき海難について、5 日以内に書面でも

USCG に報告しなければなりません14。この書

面による報告は、「海難事故、負傷または死亡

に関する報告書（Report of Marine Accident, 
Injury, or Death）」（様式 CG2692）によって行

う必要があります。一定の状況下では、追加の

様式（CG 2692A「バージ追加書（Barge 
Addendum）」または CG 2692B「薬物・アルコ

ール検査（Drug and Alcohol Testing）」）も

USCG に書面で提出しなければなりません。こ

れらの書式はすべて USCG から入手できます。

オンラインでも入手可能です。  
 
船舶の船長は、運航事務所および／または現地

の法律担当コレンスポンデントと災害および報

告案について話し合う機会を持てるまで、可能

な限り、海難の書面報告を差し控えるべきと思

われます。なぜなら、USCG に提出された書面

に事実に関する誤りがあれば故意の不実陳述ま

たは妨害と誤解されるおそれがあるほか、船舶、

乗組員、運航業者に対するさらなる問題（刑事

訴追の可能性を含む）をもたらす可能性がある

からです。 
 
通知に関して、船舶の運航業者が行っておくべ

き対策は？ 
1. USCG と米国司法省は、会社または乗組員が

故意または意図的に危険状況を直ちに USCG に

通報しなかったと判断した場合、そのかどで個

人および会社を起訴する法的権限を有していま

す。 
2. 船舶の所有者と運航業者は、その乗組員と運

                                                 
13 46 C.F.R. 4.05-5. 
14 46 C.F.R. 4.05-1. 

航要員の全員に対して米国の通報義務に関する

訓練を行い、また、通報義務を事故対応計画書

および訓練監査に組み込まなければなりません。 
3. 船舶の所有者と運航業者は、乗組員に対し、

通報すべき対象であるかどうかについて疑義が

ある場合には通報する方がよい旨を繰り返し周

知しておかなければなりません。 
4. 船舶の所有者と運航業者は、船舶と USCG と

の連絡がスムーズに行われるように、通航する

地域の USCG 事務所と良好な関係を築かなけれ

ばなりません。 
 
この通知または米国の危険状況または海難に関

する通報義務についてご質問がありましたら、

Gard までお問い合わせください。 
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BIMCO の EU 貨物事前申告条項 
BIMCO EU Advance Cargo Declaration Clauses 

 
BIMCO は、EU の貨物事前申告規則の要件を満たすための用船契約条項を作成しました。 
 
米国が貨物の事前申告制度を採用したのに続き、

欧州連合（EU）も 2005 年に独自の貨物事前申

告制度1を採用し、2011 年 1 月 1 日に発効しま

した。EU の規則では、船会社は貨物の情報を

該当する EU 国の税関当局に事前に電子申告す

る必要があります。この規則は、EU 内の港に

輸入される貨物、EU 内の港から輸出される貨

物、EU 内の港を経由する貨物に適用されます。

米国の自動積荷目録システム（AMS）や自動輸

出手続きシステム（AES）と同じように、EU
の規則でも全船舶が貨物の積荷目録情報を通関

当局へ自動申告することを求めています。規則

では、契約当事者のいずれかが貨物情報の申告

に責任を負うことを求めています。 
 
BIMCO はこれらの EU 規則の要件を満たすため、

EU 貨物事前申告条項を作成しました。同条項

は、2004 年に発行された BIMCO 米国 AMS
（自動積荷目録システム）条項をひな型とし、

EU 規則に沿った修正が施されています。航海

用船契約版では、EU 規則への準拠責任を含め、

同条項でいう「運送人」の役割を担うのは船主

であり、期間用船契約版においては、「運送

人」として行動する用船主がこの責を負います。 
 
BIMCO から発行された特別回報（2011 年 1 月

第 1 号）の中に、EU 規則に関する有効な指針

や、条項に関する補足説明が記載されています。

この回報は

www.bimco.org/~/media/Documents/Special_Circul
ars/SC2011_01.ashx からダウンロードできます。 
 
 
 
 
 

                                                            
1 EU 貨物事前申告制度は規則 648/2005 号で規定されていま

す。その後、規則 1875/2006 号に基づいて施行され、規則

312/2009 号によって修正されました。 
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コンテナのセキュリティが一歩前進 
Container security moves a step forward 

 
コンテナで運搬中の積荷の窃盗にはさまざまな手口が用いられます。コンテナシールに適用される

新しい ISO 規格は、盗難の防止に役立つ可能性があります。 
 
積荷の盗難 
携帯電話や iPod のように高価で転売しやすいハ

イテク機器を満載したコンテナは、窃盗癖のあ

る者から狙われやすいものです。窃盗には、

乗っ取りや詐欺、シールへの細工など、さまざ

まな手口があります。 
 
コンテナの積荷全体を盗むような大規模な窃盗

の場合、最先端のコンピュータ技術、物流手法、

狙った積荷に対する豊富な知識を駆使して、組

織的かつ巧妙に実行されます。コンテナの窃盗

に最もよく用いられる手口は、コンテナ輸送ト

ラックの乗っ取りです。特にグアテマラやメキ

シコなどの中南米諸国で多く見られる手口で、

その地域では、運送業者がトラックに護衛をつ

けたり、武装警備員を雇用するなどして積荷の

保護に努めています。 
 
最近 Los Angeles Business Journal に掲載された

記事1によると、2010 年には全米で約 250 万ド

ル相当の積荷が輸送中に盗難に遭遇したようで

す。そのうちの約半数は、ロサンゼルス港・ロ

ングビーチ港を通過する積荷の保管場所になる

ことが多いロサンゼルス郡とインランドエンパ

イアで発生しています。 
 
Gard では数年前、中南米で 2 つの事例（ホン

ジュラスとグアテマラ）に遭遇しました。一つ

は、「警官」が運転手を呼び止めてトラックを

停止させ、積荷を強奪したうえに、その運転手

を誘拐し、人里離れた場所に置き去りにしたと

いうものです。 
 
高額な積荷は「時間枠」を決めて運搬するのが

ベストです。これは、船舶が港に停泊中、本船

上に空きスロットがある時に、、トラック運転

                                                            
1 www.labusinessjournal.com/news/2010/dec/20/cargo-
thieves-shift-high-gear/を参照してください。 

者にあらかじめ時間を伝えておき、その時間内

にターミナルや船舶に積荷を運搬させるという

ものです。積み込みターミナル内の安全な構内

や保税倉庫を使用することでも、盗難のリスク

が軽減できます。積荷を陸揚げした後は、決し

て積荷を一晩置いておくようなことはせず、運

転手が陸揚港でコンテナをピックアップした後

は、十分に時間の余裕を持って、荷受人の倉庫

が利用できる時間帯に積荷を運ばせるようにす

ることが望まれます。その際、途中のルート変

更は認めず、荷受人の倉庫まで向かっているこ

とを運転手から荷受人に電話連絡させるとよい

でしょう。過去に、倉庫に早く（または遅く）

到着したため、倉庫の外の外灯の下で一晩待機

することになり、翌朝運転手が目を覚ますと、

トレーラーごとなくなっていたり、コンテナが

空っぽにされていたケースがありました。この

なうなケースでは、当局からの同情も得られま

せん。イタリアでは 2005 年～2006 年に窃盗事

件が多発しました。トラックの運転手がローマ

から南北に伸びる幹線の高速道路のサービスス

テーションに駐車して、食事と睡眠を取ってい

る間にトレーラーごと盗まれるというものでし

た。 
 
コンテナ内の積荷の窃盗には、詐欺もよく用い

られる手口です。偽造文書を使って港やコンテ

ナヤードからコンテナを持ち出すというのが代

表的なものですが、今回はそれ以外の手口をご

紹介しましょう。 
 
封印されている貨物コンテナ内の積荷の盗難 
Gard には、封印されていた貨物コンテナ内の積

荷の盗難に伴う保険請求がときどき持ち込まれ

ます。手口は数通りあるようです。コンテナの

側面や天井に穴を開けて中身が抜け取られると

いうのが一つの手口です。荷物を抜き取った後

の穴は溶接と塗装が施されていて、あまり上手
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くない修理痕のように見えるようです。その際、

シールはまったく破損されておらず、コンテナ

がいじられたことを示す痕跡がないのが特徴で

す。 
 
扉を留めるリベットが外されて、交換されてい

たというケースもありました。 
 
それ以上によく用いられる手口は、シールを

破って、後でシールを交換するか、補修してお

くというものです。シールが破損していないよ

うに見せる手口にはいろいろな方法があるよう

です。例えば、あらかじめ何も記載されていな

い予備のシールを入手しておいて、番号を書き

込んでシールし直すという方法です。あるいは、

シール（または錠）を接合し、塗装やセメント

で証拠を隠蔽するという方法もあります。 
 
コンテナの中身を抜き取った後に、レンガや、

コンクリート、砂袋が入れられていたケースも

あります。普通は、積荷が不足しているかもし

れないことを心配する者がいても、盗難の心配

までする者はいないでしょう。到着地に着いて

からでは、盗難が発生した地点を確認するのも

難しくなります。 
 
H/H コンテナ 
このケースは、クランクシャフトを積んだハウ

ス・ツー・ハウス（H/H）コンテナをブエノス

アイレスからハンブルクに向けて運搬中に発生

したものです。ハンブルクで陸揚げされたコン

テナを大型トラックに積み込む際、トラックの

運転手がトラックのサスペンションの沈みが小

さいのに気づき、シールは破れていないがコン

テナの中身は空ではないかとの疑念を持ったよ

うです。調べてみると、クランクシャフトの代

わりに、壊れた木製パレットや砂を詰めた黒い

ビニール袋が積み込まれているのが発見されま

した。 
 

 
 

 
 
そこで、サーベヤーが任命され、原因と正確な

損失額の調査が開始されました。冶金的な観点

からシールの調査が実施され、ビニール袋に入

れられた砂のサンプル採取も行われました。輸

送中にシールに細工されたのではないかという

のが専門家の見立てでした。ハンブルクで陸揚

げされたコンテナを積み込んだトラックの運転

手は、税関当局に対して、その時点ですでにコ

ンテナは空だった可能性があると語っています。

運転手が税関当局の立ち会いの下で封印シール

を解いたときには、シールには細工された形跡

がなかったように見えたようです。また、ナッ

トとボルトを外そうとしたときには、ナットは

ボルトで締められてはいたものの、手で簡単に

外せる状態であったようです。ハンブルクでの

調査の結果、盗難はハンブルクに入港する以前

に実行されたものであるという結論が導き出さ

れました。 
 
ハンブルクにおいて、まず荷受人が荷送人に対

して訴訟を提起し、続いて、荷送人側が運送業

者に対して訴訟を提起しました。賠償請求額は、

全貨物合わせて 14 万ドルに上ったということ

です。 
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荷送人側の施設でコンテナを積み込んだトラッ

クの運転手は、税関当局の立ち会いの下でコン

テナに封印されるのを見たと供述しています。

荷送人側の施設からブエノスアイレスまでは、

陸上輸送で 12 時間かかったようです。運転手

は、この 2 年間ほど、コンテナをブエノスアイ

レス港まで運送する仕事を行っているが、今回

程短時間で運び終えたことはなかったとも供述

しています。通常は、港で長いときには 4 日間

も待機しなければならないことがあったが、今

回はトラックからの積み下ろしと港湾当局への

引き渡しまで 15 分しか要しなかったというこ

とです。 
 
結論から申し上げると、この訴訟は証拠不足の

ため示談で解決されました。 
 
一歩前進 
上記のような事件を受けて、ここ数年、盗難防

止のため、錠前や安全性の高いバリアシールが

使用されることが多くなっています。 
 
貨物コンテナに適用される ISO（国際標準化機

構）の規格には、寸法と耐久性に関する技術的

な勧告（特にコンテナの互換性）が盛り込まれ

ています。規格の詳細については、www.iso.org
を参照してください。 
 
2010 年 9 月 1 日付けで、ISO が「ISO 17712: 貨
物コンテナ ― 物理シール」を承認して、ISO 
17712 が発効されたことで、コンテナのセキュ

リティが大きく前進しました。この規格は、貨

物コンテナの物理シールに関する統一手順を確

立するもので、ボルト、ケーブル、バリアコン

テナシールの仕様や正しい使用方法について詳

細な基準が定められています。ISO17712 は、貨

物コンテナの物理シールの分類、受入、受入拒

否に関する統一手順を規定しています。これに

より、国際商取引において、貨物コンテナの安

全を確保する物理シールの許容基準に関する情

報が一本化されることになります。 
 
物理シールは、セキュリティシステムの一部と

して、貨物コンテナがいじられていないかどう

か、つまり、コンテナの扉を開けて無断で侵入

した者がいないかどうかを判断するために使用

されるものです。シールは、使用者が使用前に

適切なものを選択・保管し、報告を行い、適用

し、文書に記録し、注意して扱った場合に限っ

て有効とみなされます。このことは、ISO17712
では触れられていないものの、ISO17712 に準拠

したシールを上手に活用するうえで重要な点で

す。 
 
ISO17712 準拠のシールは、国際輸送や国内輸送

で使用される大型貨物列車やトレーラーなどに

も適します。利用者と規制当局が、適切と認め

る場合には、ISO17712:2010 を他の用途に適用

することが可能です。 
 
Gard では、積荷を貨物コンテナで輸送する場合、

新たに発効された ISO17712 に自社基準が準拠

していることを確認されることを推奨します。 
 
詳細については、ISO のウェブサイト

（www.iso.org）を参照してください。 
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トルコの新商法 
The new Turkish Commercial Code 

 
M Fehmi Ülgener 教授・博士 
Ülgener Law Office（イスタンブール） 
 
2011 年 1 月、トルコ大国民議会は、新トルコ商

法（NTCC）と新トルコ債務法を可決しました。

両法は 2012 年 7 月 1 日付けで施行されます。

この記事では、現行法の規定に対する変更点に

ついて、海上貿易法を扱う NTCC 第 4 巻を中心

に、P&I クラブの視点から説明します。 
 
海上運送人の責任 
現行法の規定はヘーグルールに合わせたもので

したが、NTCC の枠組みはヘーグヴィスビール

ールとハンブルグルールの規定を混ぜ合わせた

ものとなっています。第 1178 条は、積荷の損

失または積荷に対する損害も、遅延によって生

じる損失も、運送人がその責任を負うと規定し

ています。これはハンブルグルールの原則に沿

ったもので、ヘーグルールとは大きく異なって

います。一方、積荷の損失または積荷に対する

損害に係る運送人の免責規定は、現行商法のも

のと同じであり、ヘーグヴィスビールールの規

定と類似しています。すなわち、運航上のミス

や火災は明らかに免責対象外であり、海固有の

危険、戦争、軍事的行動、固有の瑕疵等は、運

送人が免責される一応の証拠となります。 
 
複数の原因によって生じる損失について、新し

いルールが導入されました。原因の中に免責事

由とそうでないものが混在する場合、運送人が

支払うべき賠償金は按分計算されることになり

ます。もう 1 つの重要な変更は、1 単位または

1 梱包当たりの上限額が導入された点です。上

限は 1 単位（または 1 梱包）当たり 667.67SDR
か、1 キロ当たり 2SDR のうちいずれか高い方

となります。運送人に故意の不正行為や重大な

過失があった場合、賠償責任の上限に対する権

利は失われます（立証責任は、上限の解除を求

める側にあります）。 
 
定期用船 
定期用船については現行法ではカバーされてい

ません。NTCC に定期用船の規定が設けられた

ことは好ましい変化ではあるものの、定期用船

契約としては扱われていません。すなわち、船

主は船舶の商用空間の使用権を一定期間用船者

に譲渡し、定期用船契約の下では積荷の運搬に

責任は負わないという理由から、他の種類の貨

物運送契約（航海用船など）とは別扱いされて

います（この点について、法案は強い批判を受

けました）。 
 
海運会議所による発議の結果、定期用船に関す

る章に、用船保証、最低オフハイヤー期間、受

け戻しなどの項目も網羅されています。 
 
船舶の差し押さえに対する逆担保 
トルコは本船が差し押さえられる可能性の低い

管轄区であると見なされています。その理由の

1 つは、要求される逆担保が高額であることで

す。すなわち、船舶を差し押さえるには、差し

押さえる側が請求金額の最大 15%（場合によっ

ては 20%）の銀行保証を裁判所に差し入れる必

要があるのです。これが、NTCC の下では異な

ってきます。 
 
第 1363 条の下では、船舶を差し押さえるには、

逆担保として一律 1 万ユーロの差し入れが求め

られるようになります。同条項によれば、逆担

保の金額は、相手側の申請があった場合、裁判

所の判断により、引き上げられる可能性がある

ということです。 
 
一方、逆担保の金額が一律であることが、原告

が少額請求の船舶差し押さえを躊躇する原因に

なると批判されています。これを受けて、海運

会議所は、相手側に認められるのと同様に、原

告が逆担保を差し入れた後、その減額を裁判所

に要求できる仕組みを提案しています。 
 
クラブ保証状 
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NTCC でもう 1 つ改善された点は、クラブ保証

状（LOU）の受け入れについてです。現行法の

下では、LOU は裁判所に一切受け入れられず、

船舶の拘留、または拘留された船舶の解放に係

る保証として、銀行保証（無条件かつ無期限の

もの）が求められます。 
 
NTCC の下では、LOU が裁判所に受け入れられ

るようになります。ただし、相手側が LOU を

受け入れ、そのことを裁判所に通知することが

条件となります。 
 
共同海損 
現行法では共同海損に関するいくつかのルール

が規定されています。NTCC ではこれが変更さ

れ、詳細な規定は設けずに、両者が別段に合意

しない限り、事故発生時に適用される最新のヨ

ーク・アントワープ規則を参照することに改め

られました。 
 
海事クレームに係る責任および油汚染に起因す

る損害の補償に対する制限 
NTCC 第 7 章は、海事クレームに係る責任およ

び油汚染に起因する損害の補償に対する制限に

ついて触れています。NTCC になって大きく変

更される点の 1 つは、汚染問題のために設けら

れたこの新条項です。 
 
第 7 章第 1 項には、海事クレームの責任の制限

というタイトルが付けられ、海事クレームに係

る責任は、1976 年 LLMC（海事債権責任制限条

約）および 1996 年の改正、またはトルコが批

准した同条約に代わる国際文書に従って制限で

きることが規定されています。 
 
油汚染を原因とする損害については、第 7 章に

おいて、1992 年 CLC（油による汚染損害につ

いての民事責任に関する国際条約）および 1992
年 IOPC（国際油濁補償基金）が参照されてい

ます。 
 
これらの条約を国内法体系に組み込むことによ

り、トルコ船籍の船舶にも適用されるようにな

ります。 
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Lingard Limited のご紹介 
Introducing Lingard Limited 

 
Gard News では、Gard バミューダ拠点のスタッフ一同を紹介します。 
 

 
Lingard Limited は、2006 年 8 月 18 日にバミュ

ーダで株式会社として設立されました。Lingard
は、ハミルトン市中心部近くに本拠を置く Gard
グループで最も小さな拠点であり、、免許を得

た保険マネージャーであるとともに、バミュー

ダにある Gard 各社の一次代理人となっていま

す。 
 
管理サービスと一次代理店 
Gard グループはバミューダに 4 つの保険法人を

持つほか、国際グループのキャプティブ保険会

社 Hydra Insurance Co Ltd.にも Gard 支部があり

ます。Lingard はこれらの企業向けに総務など

の管理サービスを提供しています。 
 
1. Gard P. & I. (Bermuda) Ltd は、1988 年にバミ

ューダで設立された「クラス 2」相互保険協会

です。 
2. Gard Marine & Energy Limited は、2003 年 12
月にバミューダで設立された株式会社です。同

社は Gard P&I Bermuda の 100%子会社であり、

海上とエネルギー関連のリスクを補填する「ク

ラス 3b」保険会社として登録されています。 
3. Safeguard Guarantee Co Ltd は、2008 年 11 月に

設立され、「クラス 3a」保険会社として登録さ

れています。同社も Gard P&I Bermuda の 100%
子会社であり、国際 P&I グループのプール協定

外で再保険された船舶に対して、バンカー条約

の下で要求される保証金を提供することを企業

目的としています。 
4. Gard Reinsurance Co Ltd は、この 4 社の中で

最も新しく 2010 年 2 月にバミューダに設立さ

れた「クラス 3a」のキャプティブ再保険会社で

す。Gard P&I Bermuda の 100%子会社です。 
 
残る 1 社 Lingard は、株式会社の形態をとる、

Gard P&I Bermuda の 100%子会社です。Lingard
は Gard P&I Bermudaおよび Gard Marine & 
Energy と管理契約を結び、バミューダの各企業

の日常業務や総務業務を受託しています。引き

受けやクレーム処理などの一部業務は、グルー

プ内の保険仲介業者 Gard AS に再委託していま

す。 
 
スタッフ紹介 
Lingard は、2 名のバミューダ常駐のスタッフで

運営されています。マネージング・ディレクタ

ーの Graham Everard は、Lingard 設立直後の

2007 年 12 月に入社しました。1976 年からロイ

ズ･オブ･ロンドン保険市場を中心に海上保険

（船体・機関）ブローカーとしてキャリアを積

みました。35 年の間に、海上・エネルギー再保

険事業に特化した、ロイズの大手ブローカー3
社に所属し、あらゆる種類の保険に携わりまし

た。その中でも、最後の 12 年間は、船主責任

再保険ビジネスに主に取り組んだ実績を持ちま

す。Everard は、Gard や国際 P&I グループを担

当し、再保険ソリューションの提供を行ってき

ました。このように、Lingard は、Gard グルー

プの各種再保険プログラムの設計、組成、実施

など、Lingard が提供する業務全般に精通して

います。 
 
Lingar のマネージング・ディレクターとしての

職務は、バミューダに拠点を置く各社の管理業

務を担うことです。Everard は、Gard の取締役

でもあり、国際 P&I グループおよび Shipowners 
Insurance Guaranty Company (SIGCo)（いずれも
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バミューダを本拠とする）の「クラス 2」キャ

プティブ保険会社 Hydra の社長も兼務していま

す。 
 
Cymone Sims は、バミューダ出身で、2007 年 5
月に入社して以来、マネージング・ディレクタ

ーの秘書を務めています。同社に入社する前は、

1996 年に Marsh and McLennan に買収されるま

で、Johnson & Higgins の保険契約アシスタント

兼秘書として 13 年間キャリアを積んだ後、バ

ミューダの大手法律事務所 Conyers Dill & 
Pearman において、11 年間、会社設立業務を担

当しました。Gard グループ 2 社のバミューダで

の設立をサポートした経験が大いに生かされて

います。 
 
Cymone は Gard AS の会計業務の窓口のほか、

Safeguard に代わってバンカー条約用のブルーカ

ードの発行も担当しています。  
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英国法 – 次亜塩素酸カルシウム事件が控訴院へ 
English law - Calcium hypochlorite case goes to the Court of Appeal 

 
英国の控訴院は、定期用船者の勝訴とした高等法院の判決を支持しました。 
 

 
Gard News 第 196 号に掲載された記事「英国法

－次亜塩素酸カルシウム事件において、最終的

に公平な評価が下されたか？」では、危険物で

あるとされる貨物を船積みした荷送人 Sinochem 
Tianjin Limited（Sinochem）に対して、コンテナ

船 ACONCAGUA 号の定期用船者が請求した数

百万ドルの損害賠償に関する英国高等法院の事

実認定についてコメントしました。高等法院で

は定期用船者の請求が認められたものの、記事

の執筆時点では、荷送人による控訴院への上訴

許可の申立てが係属中であることを指摘しまし

た。 
 
今回は、その後の経過の最新情報を読者の皆様

にお伝えします。 
 
高等法院の裁判官の判決文は、長文かつ詳細

（100 ページ超にわたる）なものでした。しか

し、Sinochem 側は、そこに多数の事実誤認と、

いくつかの法律上の誤りがあることを理由に、

上訴許可の申立書を提出しました。その申立書

自体は却下されましたが、控訴院判事の面前で

の口頭審理を経て、申立てが認められることに

なりました。 
 
口頭審理では、Sinochem 側が提起した 3 つの問

題点に焦点が絞られました。  
1. 貯蔵庫の加熱は事故との関連性がないとした

第一審裁判官の事実認定は正しくない（または

疑わしい）こと。 

2. 不堪航の主張について、貯蔵庫の加熱は不堪

航にあたらないとする第一審裁判官の事実認定

は誤りであること。 
3. 貯蔵庫の加熱は事故に影響を及ぼさなかった

のだから、船積みされた貨物が危険物であった

とする第一審裁判官の判断は誤りであること。 
 
項目 1 と 2 は控訴院判事によって却下され、こ

の 2 点の Sinochem の上訴許可も拒否されまし

た。項目 3 について、控訴院判事は、正式に上

訴が認められるかは「大いに疑わしい」が、控

訴院が審理すべき議論の余地が十分あることに

ついては「まさに納得する」と述べました。よ

って、この点についての上訴許可が認められま

した。 
 
控訴でも、控訴院の審理と同様、各当事者の主

張は真っ向から対立しました。上訴人である

Sinochem は、問題のコンテナと貨物が積み付け

られた場所の近くにあった貯蔵タンクの加熱が

事故の原因（または一因）であると主張しまし

た。定期用船者 CSAV の事例では、貨物の異常

な高温での熱的不安定さによって貨物の自己発

熱が起こった結果、通常の運搬温度で爆発が生

じたのであり、貯蔵庫の加熱と事故とは因果関

係がないとされました。つまり、爆発と火災の

原因は、貨物そのものか、それとも貯蔵庫の加

熱か、ということが争点です。 
 
高等法院は、2010 年 12 月の上旬に判決を出し

ました。主判決では、高等法院の裁判官は膨大

な専門家証拠を慎重に検討し、「包括的判断」

として記載された部分において、CSAV が提出

した専門家証拠の方を認めました。この証拠は、

とりわけ、工場が生産した次亜塩素酸カルシウ

ムに「粗悪な材料」が含まれていた疑いがある

こと、その工場での品質管理がずさんであった

という見解を支持するものでした。このことか

ら、控訴院では、裁判官が CSAV の専門家証拠
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の方を認めたことは妥当であり、そのことに誤

りはないとの判断が下されました。 
 
控訴院において、Sinochem 側の主張とは逆に、

滅失の原因として考えられる 2 つの原因が提示

され、そのうちの 1 つが却下された場合に、残

りの 1 つについて、それが滅失の原因となった

可能性がほとんどないのに、必然的にそれを滅

失の原因とするという判断に第一審裁判官が陥

らなかったことも注目すべき点です。「しかし

ながら、［第一審裁判官は、］証拠がきわめて

不十分だから、本件の結果を立証責任の発生に

委ねるのが唯一の正しい道筋だとすることは認

めない。Sinochem 側は、正確に何が船積みされ

たかを明確に示すことがきない。したがって、

数ある中で、他の通常の貨物と他の Jingang の

材料の特徴、UN1748 と UN2880 の履歴、航行

中の通常の温度について検討することからどの

ような推論が引き出せるかを判断することが必

要である」という判決文中の同裁判官のコメン

トにも言及しています。   
 
控訴院は、検討から除外された「船積港にて行

われた品質管理がずさんであった可能性があっ

たことと、Gray 教授（CSAV 側の専門家）が行

った逆算」から、「実際に船積みされた材料の

CAT が摂氏 20 度半ばから 30 度前半くらいと異

常に低かった可能性があることが証明された」

と裁判官が認めたことを指摘しました。第一審

では、暖められていない船倉でさえ、気温が摂

氏 30 度半ばであった可能性があると認定され

たことが思い出されます。 
 
他の 2 名の判事も同意し、短文（12 ページ）の

判決によって、すべての訴因について上訴が棄

却されました。最高裁判所への上訴許可は認め

られませんでした。   
 
この事例は、近年英国の裁判所で審理された

「危険な物品」に関する希少な事例の 1 つです。

したがって、この判決は、今後しばらくの間、

次亜塩素酸カルシウムなどの潜在的に危険な貨

物を扱う荷送人、運送人、保険事業者の参考と

なるでしょう。 
 
 
テキストボックス 
次亜塩素酸カルシウムの輸送 

 
次亜塩素酸カルシウムは、飲用水や水泳プール

の水の殺菌、またはさらし粉の原材料として使

用される黄色／白色の固体です。加熱されたり、

不純物で汚染されると、「自己発熱」し、「熱

暴走」に至ることがあり、ときには悲惨な結果

をもたらすことがあります。 
 
次亜塩素酸カルシウムは、製法も船積み方法も

さまざまです。いずれの方法も危険を伴います。

2011 年 1 月 1 日から強制化された IMSBC コー

ドで定められた規則と要求事項に従って積込み

と輸送を行うには、等級ごとに次亜塩素酸カル

シウムの特徴を識別し、考慮することが必要で

す。 
 
最近新たに 3 つの等級の次亜塩素酸カルシウム

が追加され、2012 年 1 月 1 日から、その新しい

等級を含めた形に IMSBC コードが改訂される

ことが了解されています。 
 
この「英国法－次亜塩素酸カルシウム事件が控

訴院へ」という記事は、無水次亜塩素酸カルシ

ウムまたは乾性次亜塩素酸カルシウムとして知

られている次亜塩素酸カルシウム 1748 の「粗

悪な」貨物が、ほぼ新造船に近い状態のコンテ

ナ船上で爆発し、大火災を引き起こしたときに

発生した問題と、事故後の複雑で費用のかかる

訴訟の結果に焦点を当てたものです。 
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英国法 – 固有の瑕疵 
English law – Inherent vice 

 
英国の最高裁判所は、「全危険担保」の貨物保険契約における「固有の瑕疵」の意味を明確にしま

した。 
 

 
2011 年 2 月 1 日に言い渡された CENDOR 
MOPU 事件判決1で、英国の最高裁判所は、貨

物保険契約の「固有の瑕疵」の抗弁をどのよう

に解釈すべきか、その指針を示しました。最高

裁判所は、石油掘削装置 CENDOR MOPU の一

部の滅失の請求に関してこの抗弁に依拠しよう

とした貨物保険会社に不利な判決を下しました。  
 
事実  
2005 年、被保険者は、テキサス州ガルベストン

において石油掘削装置 CENDOR MOPU を購入

しました。曳航航行に対して、被保険者は、協

会貨物約款 A（1982 年）の条件に基づく保険を

同装置に付保しましたが、その保険は、特に

「被保険物の固有の瑕疵または性質によって引

き起こされた滅失、毀損または費用」を除外し

た「全危険担保」のものでした。同装置は、3
本の脚すべてをジャッキアップした状態で、目

的地まで無人バージに積んで曳航運搬すること

が計画されていました。保険会社が、掘削装置

に関する海事保証調査を要求したところ、脚に

は全距離の曳航運搬に耐え得る十分な疲労寿命

がない可能性があることがわかり、その保険会

社は掘削装置の脚を航路途中の南アフリカで再

検査することを推奨しました。 
 

                                                 
1 Global Process Systems Inc 他（被上訴人）対 Syarikat 
Takaful Malaysia Berhad（上訴人）[2011 年] 英国最高裁判所

5 号法廷。 

南アフリカにて、掘削装置の脚の詳細検査と、

認定された方法による修繕が実施された後、航

行が再開されました。しかし、マーフィーの法

則のとおり、喜望岬の沖合で 3 本の脚が外れて、

そのすべてを失ってしまったのです。曳航中の

バージの揺れによって疲労亀裂が生じたことが

原因であることが後に判明しました。このアク

シデントが発生したのは、南アフリカで修繕が

実施されてから 8 日後でした。 
 
被保険者は、貨物保険契約に基づいて 3 本の脚

の滅失に対する保険金を請求しましたが、保険

会社は、「被保険物の固有の瑕疵または性質に

よって引き起こされた滅失、毀損または費用」

の補填を除外する保険約款の第 4.4 条に基づき

補填を拒否しました。これを受けて、英国裁判

所において争われることになりました。 
 
裁判 
裁判では、被保険者は、掘削装置の脚の滅失は

偶発的なものであり、「全危険担保」の保険契

約の対象であること、滅失の近因は南アフリカ

において適切な修繕が行われなかったことにあ

ると主張しました。 
 
保険会社は、滅失の原因は脚の固有の瑕疵であ

り、よってそれが滅失したことは曳航に伴う必

然の結果であり、保険契約ではその必然の結果

は補填されないと主張しました。 
 
高等法院では、たとえ外的要因（すなわち、天

候）が加わって損害が大きくなったものであっ

たとしても、損害は（必然ではなかったもの

の）固有の瑕疵、つまり「貨物の自然な所作」

に近因して生じたものであると判断され、保険

会社の主張が認められました。裁判官は、脚の

滅失の近因が南アフリカでの不適切な修繕であ

ったことを示す証拠がないため、修繕と脚が外
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れたことに因果関係は見いだせず、修繕したに

もかかわらず脚が外れたと結論付けました。 
 
その後、被保険者が控訴院に上訴したところ認

められました。この上訴が認められた背景は、

控訴院が近因の解釈について高等法院とは別の

テストを適用したことにあります。上訴では、

滅失の近因は固有の瑕疵ではなく、海固有の危

険という形の担保危険（脚を最終的に損壊させ

た波、つまり、波と天候）であって、それらは

合理的に予想できるとしても、必ずしも発生す

るものではないと判断されました。 
 
保険会社は最高裁判所に上告し、控訴院が適用

したテストには誤りがあると主張しました。 
 
最高裁判所の判断 
最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、上告を

棄却しました。しかし、固有の瑕疵という抗弁

の解釈については、控訴院よりも狭義に捉えま

した。 
 
最高裁判所は、滅失の近因は脚を損壊させた波

であり、それが海固有の危険であるという点で

控訴院と同じ見解を取りました。掘削装置は、

通常の航行の過程において、偶然的な外的な事

故や災害が発生しない中で、自然に滅失したの

ではありません。そのような滅失の発生が見込

まれていて、天候の予測が可能であったとして

も、それだけでは、保険会社に対して、固有の

瑕疵の抗弁を認めるには不十分でした。 
 
最高裁判所の 5 名の裁判官は、固有の瑕疵の抗

弁は、偶然的な事由または事故（この事件にお

いては、脚を損壊させた波）等の外的要因の介

入がない場合にのみ適用されるという点で一致

しました。最高裁判所の言葉によれば、「外的

な偶然によって生じた損害と被保険物の固有の

性質のみに起因して生じた損害」との間には境

界線があるのです。 
 
海固有の危険は、1906 年英国海上保険法の別表

において、海で起こる偶然的な事故または災害

のみを指すと定義されています。これには、通

常の風と波の作用は含まれません。最高裁判所

の判決は、その定義の「通常の」という語が

「作用」にかかるのであって、「風と波」にか

かっているのではないことを指摘し、ポイント

は、「海の状態が偶然的な事故または災害を発

生させるようなものであったか否か」、つまり

結果として、異常な事象（風と波自体ではな

く）をもたらしたのでなければならないことを

明確にしています。 
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英国法－仲裁通知 
English law – Arbitration notice 

 
仲裁通知について、高等法院は様式よりもその内容が重要であることを確認しました。 
 
英国高等法院は、先般、英国の仲裁手続きにお

いて、当事者は通知の様式よりも内容に重点を

置かなければならないという見解を支持しまし

た1。 
 
ある船舶が貨物の積み込み中に舵を失ったこと

を巡って紛争が持ち上がりました。貨物の利害

関係者らは、仲裁の開始を求めて、仲裁人を選

任し、船荷証券 10 通分をまとめて 1 通の仲裁

通知を提出しました。船主は、通知は船荷証券

ごとに 1 通、すなわち合計 10 通必要であり、

提出された通知だけでは仲裁開始の効力が生じ

ないと主張しました。その一方で、権利を毀損

しないことを条件に、仲裁人の選任も行いまし

た。仲裁人は、自らに管轄権があると判断した

ものの、船主側は、仲裁裁判所は適切に選任さ

れたものではなく、管轄権を有していないとい

うことを理由に、1996 年仲裁法第 67 条に基づ

いて高等法院に不服を申し立てました。 
 
高等法院の担当判事は、判例（特に 1996 年仲

裁法第 14 条に関する判例）を検討した結果、

通知によって、該当する紛争が十分に特定され

ていて、通知者に紛争を仲裁に付託する意思が

あることが明らかになっている場合には、同条

の要件を満たしているといえると結論づけまし

た。 
 
仲裁の開始に必要な通知に関して、商取引の実

務に即して柔軟な対応を認めたという点でこの

判決は歓迎すべきものです。ただし、そのよう

な紛争自体を避けたい場合には、可能な限り個

別具体的に通知することが求められることに留

意することが重要であると思われます。したが

って、通知には、該当の紛争、船荷証券、用船

契約、事故の日時と場所を明記し、相手方に対

                                                 
1 Easybiz Investments 対 Sinograin & Chinatex (the Biz) 事
件（[2010] EWHC 2565） 

し、関連する仲裁条項で定められた期間内に、

仲裁人を選任する要求を盛り込むことが推奨さ

れます。 
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英国法 – 貨物の滅失または毀損の原因の立証責任 
English law – Burden of proving the cause of cargo loss or damage 

 
英国の高等法院は、貨物の滅失または毀損についての立証責任の所在に関する英国法の確立した原

則を確認しました。 
 
英国法においては、物品が明らかに良好な状態

で積み込まれたにもかかわらず、荷不足または

損傷した状態で引き渡された場合には、運送人

が船荷証券の記載の不正確さを示す証拠を提出

するか、当該滅失または毀損は自らが責任を負

わない事由によって発生したことを証明できな

い限り、当該滅失または毀損については運送人

の責任が推定されるというのが貨物クレームに

おける基本的な立証原則です。 
 
Exportadora Valle de Colina SA 他対 A P Moller 
Maersk A/S（営業名: Maersk Line）事件1は、チ

リから良好な状態で積み込まれた果物入りの 57
の冷凍コンテナが、傷んだ状態で最終仕向地に

到着したというものです。コンテナは、荷主が

コンテナ詰め作業を行い、運送人の標準的な船

荷証券条件に基づいて南アメリカから欧州に向

けて 10 回に分けて輸送されたものです。  
 
貨物の利害関係者らは、冷凍コンテナが運送人

の管理下にある間に、運航に必要な期間を著し

く超えて「電源遮断」状態に置かれていたこと、

そしてそれが貨物の毀損の主因であり、運送人

が負っている貨物の管理義務の違反にあたると

主張して、高等法院での法的手続きを開始しま

した。 
 
関連する船荷証券の条項では、運送人は（i）不

十分または瑕疵のある梱包、（ii）荷主による

物品の取り扱いまたは積付け、（iii）固有の瑕

疵により生じたいかなる損害についても責任を

負わないと定められていました。船荷証券には、

立証責任に関する条項も盛り込まれており、そ

の条項によると、運送人が滅失または毀損をこ

れらの原因の「1 つまたは複数に帰し得る」こ

とを証明した場合には、当該滅失または毀損は

                                                 
1  [2010] EWHC 3224 (Comm). 

実際にそれらの原因によって引き起こされたと

推定され、よって、貨物の利害関係者らが「当

該滅失または毀損の全体または一部が実際には

当該原因または事由によって引き起こされたの

ではない旨を立証」しなければならないことに

なります。「帰し得る」という文言は、

CMR(国際道路物品運送条約)第 18 条（2）と同

じものでした。 
 
道路輸送の場合、運送人は、1 つまたは複数の

例外が損害を引き起こしたのであろうことを証

明しさえすればよいとされています。よって、

請求者が、蓋然性の均衡に基づき、損害は例外

によって引き起こされたものではないことを証

明する責任を負います。 
 
運送人は、例外の 1 つが損害を引き起こしたと

いう推定を主張し、その反証を請求者に求める

ことにより、立証責任を転嫁しようとしました。

運送人は、運送人が貨物の管理義務に違反し、

その結果として貨物が損傷したことを立証する

責任を請求者が負うと主張しました。  
 
損害の原因となった「電源遮断」の期間が、運

送契約上許容される範囲であったか否かは明ら

かではないため、運送人は、自らが違反したこ

と（つまり、許容範囲外の「電源遮断」）によ

って損害が生じたことを請求者が証明すべきで

あると主張しました。請求者は、請求のうちの

どの部分が、許容範囲内の「電源遮断」（許容

範囲外の「電源遮断」ではなく）に起因してい

るかについても証明しなければなりませんでし

た。しかし、請求者は、これを証明できません

でした。  
 
しかし、裁判官は、判例に基づき、貨物請求者

が（貨物が良好な状態で積み込まれ、損傷した

状態で荷揚げされたことを証明することによっ
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て）違反を一応立証したときは、受託者として

の運送人が、すべての（またはその特定可能な

部分の）滅失もしくは毀損は、運送人の責任外

の原因によって生じたことを証明する責任を負

うことを再確認しました。船荷証券中に定めら

れた契約枠組みでも、同様の結論が導き出され

ました。 
 
この事例は、施行されているへーグ・ヴィスビ

ー・ルールの比較的単純な例であり、物品が良

好な状態で積み込まれ、損傷した状態で荷揚げ

された場合に誰が立証責任を負うかについて、

英国法ではすでに決着していることを確認する

ものです。  
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Gard の新しいクレーム管理体制 
Gard’s new claims management structure 

 
Gard は、メンバーとクライアントの皆様へのサービスを向上するため、新しいクレーム管理体制を

導入いたしました。 
 
昨年度、Gard グループは順調に業績を伸ばすこ

とができましたが、引き続き、メンバーとクラ

イアントの皆様に提供するクレームサービスの

さらなる向上と改善に取り組んで参ります。

Gard では、クレーム担当部門において、一層の

改善と能率の向上を図るべく、データ分析、フ

ァイルの詳細点検、ワークショップを通じて、

実務手法の掘り下げと、クレーム処理手順にお

ける改善点の分析を実施いたしました。 
 
Gard では、今回の点検の結果を受け、プロセス

を改善し、より効率的に業務が進められるよう

にするため、事業分野別からクレーム種類別へ

とクレーム管理体制を再編いたしました。具体

的には、「プロセスオーナー」として機能する

7 部門を配置し、それぞれの部門が、クレーム

の分野・種類は問わず、Gard の全オフィスと全

事業分野のクレームを担当する体制を構築いた

しました。 
 
クレームの種類は、貨物に関するもの、人に関

するもの、衝突に関するもの（P&I と海上保険

の両方）、環境に関するもの、海事に関するも

の、応訴に関するもの、沖合エネルギーに関す

るものに分類されます。加えて、損害防止とリ

スク評価を担当する 8 番目の部門を配置し、上

記のすべての種類のクレーム処理に関与する体

制といたしました。 
 
また、クレームの管理と継続的な開発をサポー

トするため、「運営」機能と「開発」機能を組

織化いたしました。新しいクレーム管理体制へ

は、2011 年 2 月 20 日付けで移行いたします。 
 

今回の変更は、クレーム管理体制の変更であり、

メンバーとクライアントの皆様の担当クレーム

チームを再編するものではありません。したが

って、今回の変更に伴って、クレーム処理担当

者とクライアントおよびメンバーの皆様との連

絡窓口等に変更はございません。 
 
私たちは、上記の変更を実施することにより、

メンバーとクライアントの皆様にご提供するク

レームサービスがさらに向上するものと確信し

ています。 
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損害防止回報・P&I メンバー回報 ― 2010/11 年冬 
Loss Prevention and P&I Member Circulars, winter 2010/11 

 
以下の損害防止回報と P&I メンバー回報は、

2010/11 年冬に Gard が発行したものです。 
 
損害防止回報 
– 損害防止回報 No. 15-10、2010 年 12 月: バラン

キヤ（コロンビア）において増大する座礁リス

ク 
 
– 損害防止回報 No. 01-11、2011 年 1 月: 風力タ

ービン翼貨物の損傷 
 
– 損害防止回報 No. 02-11、2011 年 2 月: 排気ボ

イラーの損傷 
 
P&I メンバー回報 
– P&I メンバー回報 No. 17-10、2010 年 12 月: ベ
ネズエラ - 船舶上の違法薬物 
 
– P&I メンバー回報 No. 18-10、2010 年 12 月: 強
制保険 – 「ブルーカード」 
 
– P&I メンバー回報 No. 19-10、2010 年 12 月: 欧
州委員会の国際グループ・クラブに対する調査 
 
– P&I メンバー回報 No. 20-10、2011 年 1 月: 
2011 年の規則改正 
 
– P&I メンバー回報 No. 21-10、2011 年 1 月: 中
国「船舶による海洋汚染防止及び管理規則」 
 
– P&I メンバー回報 No. 22-10、2011 年 1 月: 傭
船契約書の条項 - 油濁に関する賠償資力保証 
 
– P&I メンバー回報 No. 23-10、2011 年 1 月: ニ
ッケル鉱の安全輸送（インドネシア・フィリピ

ン） 
 
– P&I メンバー特別回報 No. S1/2010、2011 年 1
月: 通信リストは電子版のみ入手可能 
 
– P&I メンバー回報 No. 24-10、2011 年 2 月: 制

裁規定 – 2011 年船舶規則、2011 年可動式オフ

ショア設備規則、2011 年 Gard 追加担保条件の

改定 
 
– P&I メンバー回報 No. 25-10、2011 年 2 月: P&I
クラブ国際グループによる 2011 年度の再保険

契約 
 
– P&I メンバー回報 No. 01-11、2011 年 2 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及び海上火災活

動に関する要件（実施期限 2011 年 2 月 22 日）

の追加更新情報 
 
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 

 
Christopher Mackrill は、衝突クレーム（アー

レンダル）担当 Vice President に任命されました。 
 
Lene-Camilla Nordlie Langås は、人的クレーム

（アーレンダル）担当 Vice President に任命され

ました。 
 
Christopher Walker は、P&I およびディフェン

スクレーム（オスロ）担当シニア・マネージャ

ーに任命されました。 
 
Andre Kroneberg は、保険引受部門商品開発セ

クションのシニア・マネージャーに任命されま

した。 
 
Tonje Forøy Breivik は、保険引受部門商品開発

セクションの上級弁護士に任命されました。 
 
Line Dahle は、保険引受部門市場調査分析セク

ションのシニア・マネージャーに任命されまし

た。 
 
Helge A Nordahl は、保険引受部門専門保険セ

クションのシニア・マネージャーに任命されま

した。 
 
Johan Henriksson は、クレーム（イェーテボ

リ）担当シニア・マネージャーに任命されまし

た。 
 
Christian Lillevik は、災害・環境・損害保険ク

レーム（アーレンダル）担当上級役員兼弁護士

に任命されました。 
 
Asbjørn Asbjørnsen は、マリンクレーム（ベル

ゲン）担当上級役員として Gard に入社しまし

た。同氏はベルゲン海事大学で学位を取得して

います。Gard 入社前は、Wilson Ship 
Management で品質保証マネージャーを務めて

いました。 
 
Stig Garmann Tønnesen は、人的クレーム（ア

ーレンダル）担当上級役員兼弁護士として Gard
に入社しました。オスロ大学で法学士号を取得

しています。Gard 入社前は、Gjensidige 
Forsikring で弁護士兼主任顧問を努めていまし

た。 
 
Gisle Brøvig は、保険引受部門 MOU・オフショ

アセクションのアンダーライターとして Gard
に入社しました。同氏はオスロ大学で法学士号

を取得しています。 
 
Katherine Wang は、アンダーライター代理と

して Gard (HK) Ltd に入社しました。同氏は大

連海事大学（中国）と香港理工大学を卒業後、

2009 年に China Shipping HK Chartering Desk に

入社しました。 
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