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好調な業績を持続 
Delivering consistency 

 

 
Claes Isacson 
CEO 
 
2011 年 2 月 20 日を期末とする年度の決算がま

とまりましたのでご報告いたします。今年度も、

引き続き良好な業績を達成することができまし

た。収益面では、税引後利益が 1 億 7,500 万米

ドル、未処分剰余金が 8 億 1,800 万米ドルと好

調な結果となりました。その結果、期末のグル

ープの総資産は 24 億米ドルとなりました。 
 
6 月には、2010 年度の繰延保険料が前払保険料

の 25 パーセントから 15 パーセントに減少し、

組合員の皆様に対して 2,800 万米ドルの還付を

行うことを発表いたしました。Gard の保険料に

関する方針は、可能な限りにおいて、組合員の

皆様に対して公正（かつ予想可能）なものとす

ることであり、組合の保険ポートフォリオの適

格性を維持可能な料率で P&I 保険を提供するこ

とです。このような理由から、業績と財務状況

が許す限りにおいて、予想保険料を下回るまで、

組合員の皆様の保険コストを削減する機会を常

に探してまいります。 
 
顧客満足 
財務面以外の成果につきましては、今年度の合

算比率を 94%（ETC ベース）に抑えることがで

きました。この要因としては、注目を集めた

Gard のリスク選定プロセスが機能したほか。い

くつかの分野において、クレームの状況が比較

的落ち着いていたことも寄与しました。総引受

保険料は、市場環境が弱含みであったことも起

因して、前年比マイナス 2%となりました。船

舶保険は順調であったものの、P&I、エネルギ

ー分野で予算をやや下回る結果となりました。

過去 5 年間の保険更新率は平均で 99%（総トン

数ベース）となり、現在の相互保険契約残高は

1 億 3,000 万 GT となりました。このように、高

い顧客満足度を得られたのは、全スタッフを通

じてご提供した Gard のサービスを、組合員の

皆様から高く評価していただいた結果です。 
 
2010 年度のクレーム状況については、保険年度

の後半に重大な事故が数件発生したことが特徴

的です。さらに、クレーム件数が増加傾向を示

す中で、特に貨物および人身傷害に関する

1,000 万米ドル超のクレームの件数が、当社の

予想を上回りました。 
 
 投資収益率に関しては、歴史的低金利が金融市

場のパフォーマンスに影響を及ぼしましたが、

そうした状況下でも 9.3%の収益率を確保する

ことができました。 
 
専門技術への継続的投資 
Gard のビジョンおよび価値を実現するための重

要な要素の一つは、社員の専門知識、ナレッジ、

能力に対して投資することであり、これがこれ

までグループの成長を支えてきました。その培

った専門知識を、組合員とクライアントの皆様

と共有することが、長期にわたり良好な関係を

築いて行くうえで重要であると考えています。

これに関連して、昨年、Gard Academy において、

業務の基礎力を強化するための海上保険入門講

座を新設いたしました。合計 2 回の講義には、

社内外から 40 名以上の方に参加いただきまし

た。そのほか、汚染、係船、海賊行為、用船契

約などをテーマにした研修も実施いたしました。 
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今年も、例年どおり、Gard Academy にとって最

大のイベントであるサマーセミナーを 6 月 9 日

～10 日に開催いたしました。その中で、ソマリ

ア沖の海賊と中国の成長という話題性の高い 2
つテーマを取り上げた講演が行われました。サ

マーセミナーでは、例年どおり、Gard の社内の

専門家のほかに、外部講師もお招きしました。

Gard News 本号の 27 ページにこのセミナーのレ

ポートを掲載しています。 
 
今後も、長年にわたり培った経験と専門知識を

活かし、困難な時代を乗り越えて行きたいと存

じます。読者の皆様のご多幸と、有意義な夏休

みをお過ごしになることをお祈り申し上げます。 
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米国沿岸警備隊の油濁事故対応計画書の海上消火活動と海難救助に対
する規則 – 書類提出の結果について 

USCG VRP Marine Fire-fighting and Salvage Regulations – The aftermath of filing 
 
今回、Gard News では、米国沿岸警備隊職員で海上消火活動と海難救助活動に関する規定を油濁事

故対応計画書に盛り込む規則の遵守プログラムを担当する Ryan Allain 少佐にインタビューを行いま

した。 
 

 
 
概要 
1993 年以降、米国沿岸警備隊（USCG）は、タ

ンカー船が関わる海難事故対応計画書（海上消

火活動と海難救助）を主に対象とする規則を策

定し、その周知に取り組んできました（Gard 
News 第 197 号の記事「USCG marine salvage and 
fire-fighting regulations for tank vessel response 
planning」参照）。USCG は 2008 年 12 月 31 日

に、期日を 2011 年 2 月 22 日とする 終の規則

案を発表しました。この規則は、米国航路のタ

ンカー船の運航業者にとって大きな負担となっ

ただけでなく、上述の計画書への掲載を希望す

る救急サービスの提供事業者の推薦や、その契

約内容の点検を実施してきた Gard と国際グル

ープにも大きな負担を強いるものでした。しか

し、USCG のこうした取り組みはすべて成功し

たのでしょうか。そこで、Gard News では、

USCG の職員で遵守プログラムを担当する Ryan 
Allain 少佐にインタビューを行い、これまでの

規則に対する遵守状況とその質、および規則の

将来像についての見解を伺いました。 
 
Gard:  USCG は、海上消火活動と海難救助に関

する規定を油濁事故対応計画書に盛り込むこと

を求めた規則の周知に注力されてきました。船

舶の運航業者による改訂版の書類提出の締切日

は 2011 年 2 月 22 日でした。数か月が経過した

現在、少佐ご自身でその結果を評価される機会

があったと思います。遵守率については満足さ

れているのでしょうか。締切日までに提出され

た計画書の数は、予測どおりだったでしょうか。

例えば、提出された計画書が多すぎたことなど

によって、何か問題が生じたでしょうか。 
 
USCG:  USCG の油濁事故対応計画書プログラ

ム（VRP プログラム）は、海難救助と海上消火

活動の規則に関して、タンカー船業界の遵守率

にとても満足しています。USCG では、2011 年

2 月 22 日の午後 5 時までに、総計 562 件の海難

救助と海上消火活動を更新する油濁事故対応計

画書（TVRP）を受領しました。これは、7,743
隻のタンカーを対象としたものです。同日の業

務終了時間までに、4 件を除くすべての TVRP
に対して暫定運航承諾書が発行されました。2
月 22 日以降、396 隻のタンカーを対象とした

33 件の TVRP を追加で受領しました。タンカー

船業界の皆さんには、多くの課題を乗り越えて、

USCG の期待に応えていただきました。 
 
提出された計画書の数が多く、対応に追われま

したが、規則どおりに提出された計画書が対象

とするタンカーについては、2 月 23 日以降も運

航が継続できるようにプログラムの担当スタッ

フが期日前の 2 週間は休日返上で計画書の点検

にあたりました。規則に対する遵守状況を確認

できる証拠書類の追跡、点検、発行を行う仕組

みが整備されているため、船舶の運航が滞るよ

うな事態は発生していません。期日の 2011 年 2
月 23 日は、大変静かな日であったことが印象

に残っています。まるで、プログラムの成功を

告げているように感じられました。VRP プログ

ラムは、規則に従わないがために港から締め出

されている外国籍の船舶については把握してい
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ません。沿岸警備隊の現地部隊が、必要な場合

には新しい規則を適用して取り締まりできるよ

うに訓練を行うなどして準備を整えています。

彼らが新しい規則を円滑に適応できるか否かが、

成功の鍵を握っています。TVRP の改訂版を提

出しなかったために「航海禁止」の制限を受け

た国内のタンカー船は、数隻のみにとどまって

います。 
 
Gard:  書類提出手続きにおいて、どのような課

題や問題が出てくることを予測していましたか。

その予測は現実となったのでしょうか。また、

事前に予測できなかった課題や問題は生じまし

たか。もしあれば、どのように解決されたので

しょうか。 
 
USCG:  タンカー船業界から事前に聞こえてき

ていた意見から考えて、2010 年第 4 四半期中に

多数の船主から TVRP の提出があることが予想

できていました。米国の港に入港できないリス

クを回避するため、計画書作成会社も TVRP の

提出期限に遅れてしまうような事態は避けたい

と考えていることが分かっていました。しかし、

期限が迫ってくる中で、TVRP の早期提出を妨

げる要因があることが分かってきたのです。例

えば、契約締結手続きに時間がかかる、海難救

助と海上消火活動のリソースに関して比較可能

な情報が不足している、VRP 迅速提出機能が十

分に活用されていない、計画書の改訂項目が多

すぎる、などが挙げられます。 
 
まず、契約締結手続きに時間がかる問題につい

て説明します。油濁事故対応計画書の提出時に

は、船主または運航業者と海難救助・海上消火

活動のリソース提供業者との間で締結される契

約と資金協定の提出が求められようになりまし

た。P&I クラブで契約内容を点検することを含

め、受入れ可能な契約書式について合意を得る

ために多大な時間と労力を要しました。契約書

式に合意した後も、さまざまな要因から当事者

間の契約締結手続きに予想以上の時間を要しま

した。その要因として、例えば、規則で求めら

れる計画に関する基準を満たすために配置する

リソースを確保しなければならなかったこと、

船主または運航業者が海難救助と海上消火活動

のリソース提供業者を選択する際の信頼できる

情報が得られなかったことなどが挙げられます。 
 

 
USCG の油濁事故対応計画書プログラムは、海

難救助と海上消火活動の規則に関するタンカー

船業界の遵守率に満足している。 
 
次に、海難救助と海上消火活動のリソースに関

して比較可能な情報が不足していた問題につい

て説明します。設定された基準によると、船舶

の船主または運航業者は、適切な海難救助と海

上消火活動のリソース提供業者を選択する責任

を負いますが、意思決定を行うには信頼できる

情報が必要です。しかし、情報の不足を理由に、

契約の進捗が遅延する例があることが 2010 年

末に明らかとなりました。このことを踏まえ、

VRP プログラムでは、船主または運航業者にリ

ソース提供業者の比較情報を提供するため、リ

ソース提供業者、船主、計画書作成会社と協力

して、リソース提供業者が自発的に位置情報を

追加できる標準様式の付録を作成しました。こ

の様式を使うことで、同じ基準で比較が行える

ようになりました。 
 
この試みの参加者の中から、VRP プログラムに

対して、標準様式の位置情報付録を参照用とし

て TVRP に組み込めるように、リソース提供会

社が付録を自主的に提出できる仕組みを作って

欲しいとの要望がありました。これを受けて、

位置情報付録が 2011 年 1 月初旬に VRP プログ

ラムに提出されました。VRP は、2 月 22 日まで

に TVRP の点検を進めるため、現地の沿岸警備

隊の現地部隊に対して、1 月 31 日までに、位置 
情報付録に関する情報の下検分と照合を行うよ 
うに依頼しました。 
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私たちは、VRP 迅速提出機能が計画書の提出に

もっと利用されると見込んでいました。この機

能を利用すれば点検時間が大幅に短縮できるの

です。VRP 迅速提出機能とは、USCG の

Homeport ウェブサイトを通じて利用できる電子

計画書提出機能のことを指します。USCG では、

この VRP 迅速提出機能を 2 年以上かけて開発

し、海上消火活動と海難救助活動に関する

TVRP の提出に利用していただけるようリリー

スしました。VRP 迅速提出機能は、計画書の提

出、点検、連絡のやり取りのスピードアップに

つながるものです。よくあるエラーや不整合な

どの問題は、VRP 迅速提出機能の「提出」ボタ

ンを押す前に解決することができます。この機

能を使って問題なく提出できたものは、求めら

れる要件を満たしていることが証明されること

になります。ただし、計画書と一緒に、あるい

は計画書に添付して提出されたリソース提供業

者との契約、資金協定、事前防火計画書、証明

書などが適切な場合ですが。 
 
私たちは、この仕組みがタンカー船業界の中で

広く利用されることを期待していましたが、計

画書作成会社の一部が VRP 迅速提出機能より

自社のテンプレートを好んで利用していること

が分かりました。VRP プログラムでは、こうし

たいきさつから、VRP 迅速提出機能の一部を利

用しつつも、船主または運航業者が自社のフォ

ーマットを利用できるよう電子提出手続きの修

正版を導入しました。この修正版を利用すると、

油濁事故対応計画書の提出者は VRP 迅速提出

機能のデータ入力システムから一部だけデータ

を入力して、電子的に計画書をアップロードす

ることができます。 
 
修正版の電子アップロードプロセスや郵送で提

出された計画書は、VRP 迅速提出機能を使って

提出された計画書よりも、手続きに時間がかか

ります。制度が大幅に変更されたことから、修

正版の電子アップロードプロセスや郵送で提出

された計画書の点検には、数隻の船舶を対象に

した計画書 1 件につき、熟練の点検者でも 4 時

間以上はかかります。このことを踏まえて、私

たちは、2 月 22 日までの数か月間に、船主と計

画書作成会社と協力し、提出予定者の TVRP の

整合性に関する問題点の大半をつぶすことにし

ました。計画書作成会社が作成した標準計画書

の点検用に、計画書の点検チェックリストを作

成し、点検作業の迅速化を行いました。 
 
油濁処理剤の散布計画策定の遵守に関して、予

期していなかった問題が生じました。この計画

は、海難救助および海上消火活動とは別の規則

下にあり、期日は海難救助および海上消火活動

と同じ 2 月 22 日でした。全国規模で事業を展

開する大手の油濁清掃請負業者（OSRO）2 社

が、期日前に、沿岸警備隊から油濁処理剤の散

布範囲に関する等級を取得できることが見込ま

れていました。しかし、実際には取得できなか

ったのです。このことによって、TVRP は、求

められる要件を満たす油濁処理剤のサプライヤ

ーが確保されるまで、暫定運航承諾書を延長し

て運用する必要に迫られる可能性があります。 
 
Gard:  今回の規則に含まれていれば良かったと

思う項目はありますか。あれば教えてください。

そのための追加改訂を行うことになった場合、

どのような手続きが生じるでしょうか。また、

業界からの情報提供が求められるのでしょうか。 
 
USCG:  今回の規則では、船舶ごとに事前防火

計画書を提出することを求めています。また、

その計画書を海上消火活動のリソース提供会社

に提供して、事故対応時に対応可能であること

の認定を受けることも求められます。この事前

防火計画書は、海上における人命の安全のため

の国際条約（SOLAS 条約）、全米防火協会

（NFPA）規格 1405、あるいは国際標準に沿っ

て準備する必要があります。これらに準拠する

ことによって、伝送に適した電子フォーマット

で船舶の図面が提出されるようになったことが

大きなメリットです。事故対応者が共通の図面

を利用できることのメリットは明らかです。こ

のことは米沿岸警備隊が関与するテーマではあ

りませんが、船舶の消火活動に外部の消防隊員

の参加を求めることにポイントを置いた事前防
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火計画書の標準が作成されれば、それはとても

良いことだと思います。 
 
Gard:  昨年メキシコ湾で発生した石油掘削施設

「ディープウォーター・ホライズン」の事件は、

海上消火活動と海難救助の計画策定の必要性を

十分に正当化するように思えますが、沿岸警備

隊では、この大惨事から学習したことを評価す

る動きはあるのでしょうか。 
 
USCG:  ディープウォーター･ホライズンの事故

は、今回の規則が対象とする地理範囲外で起こ

ったものであり、海底油田掘削装置も適用対象

ですが、海難救助と海上消火活動を提供するネ

ットワークがあれば、事故対応に貢献できてい

たかもしれません。現在は以前よりも意識が高

まり、海上火災に対する備えもできています。 
 
一部の海難救助・海上消火活動リソース提供業

者が開発したような事故対応リソースのリアル

タイム追跡システムは、事故対応リソースの計

画・追跡に関する技術のベンチマークとなり得

るものです。ディープウォーター・ホライズン

にこのようなシステムがあれば、事故対応時の

リソースの 適化が行えていたかもしれません。

まだ、各社のウェブサイトをご覧になっていな

いのであれば、事故対応リソースの計画策定に

関する技術が進んでいることを確認されてみて

はいかがでしょう。 
 
Gard:  海難事故救助と海上消火活動の技術向上

をどのように追いかけられているのですか。ま

た、将来規則に含まれることが現時点で予想さ

れることはどのようなものでしょうか。 
 
USCG:  「参照用の位置情報付録の組み込み」

に関して変更点が 1 つあります。港長の管轄区

域レベルで、四半期ごとに更新されたリソース

計画の点検が行われることです。事故対応への

準備状況の変化も、点検項目に含められように

なることが予想されます。また、技術の進歩に

伴って、代替の計画策定基準が策定される可能

性があります。少なくとも、このプロセスを通 
じてギャップを特定し、そのギャップをなくす 

方向に進んで行くでしょう。 
 
Gard:  これまでの規則において具体化されたよ

うな米国のアプローチは、他国の類似の規則と

どのように整合が取られるのでしょうか。 
 
USCG:  これまでの規則は 1990 年米国油濁法

（OPA90）に由来するもので、時間をかけて検

討されてきたものです。その中で契約締結に関

する条件が設定されましたが、これは長年の海

難救助業界の旧習に挑むものです。つまり、海

難救助活動の発生前に資金協定の締結を求める

ことで、実際に事故が発生して切迫した状態で

交渉を行わなくて済むような状況を作ることを

意図したものなのです。また、船舶を対象とし

た事前防火計画の策定に関する要件では、国際

間で有効な SOLAS 条約の要件が考慮されてお

り、計画策定の際に二重の作業が発生しないよ

うな手段が確立されています。 
 
Ryan Allain 少佐について 

 
Ryan Allain 少佐は、2008 年 5 月に、米沿岸警備

隊本部の油濁事故対応計画書（VRP）プログラ

ムのマネージャーに就任し、これまでに、

18,000 隻以上の船舶を対象とする 3,000 件以上

の対応計画書の手続き・承認を監督してきまし

た。現在の職務に就く前は、米沿岸警備隊の外

国船舶監督プログラムのプログラムマネージャ

ーを務めていました。入隊から 19 年間で、船

舶検査官、海難事故・海洋汚染調査官、港湾緊

急時計画立案担当官などを歴任し、現在は、フ

ロリダ州タンパの海上安全局およびフロリダ州 
フォートマイヤーズの海上安全分隊の監督も兼 
任しています。
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米国法 –  P&I クラブの保険契約のロンドンでの仲裁条項はルイジアナ
州の直接請求手続きの原告を拘束 

US Law – London arbitration provision in P&I Club policy binds plaintiff in Louisiana 
direct action proceeding 

 
ルイジアナ地方裁判所は、トッド v. Stemship Club 事件の差し戻し審で、船員は仲裁付託を強制さ

れるべきか否かの判断を示しました。 
 
トッド対 Stemship Club 事件（Todd v. S.S. Mut. 
Underwriting Ass’n (Berm.) Ltd. 以下 ‘Steamship 
Club’）1の第五巡回区連邦控訴裁判所の判決の

後、ルイジアナ州の地方裁判所は、ルイジアナ

州の直接請求法2に基づいて、破産した船主であ

るデルタ・クイーン・スチームボート社（Delta 
Queen Steamboat Co.）の P&I クラブである

Stemship Club を訴えることにより、同船主に対

する判決の執行を求めようとする船員は、P&I
クラブの保険契約に記載された仲裁合意に基づ

いて、その請求を仲裁に付託する必要があると

の判断を示しました3。 
 
船員は、保険契約の仲裁付託条項の署名当事者

でないことから、法律上、仲裁付託を強いられ

ることはないと主張しました。この問題を審理

した地方裁判所は、当初、法律は明確であるか

ら、書面による意見を出すことは無駄であると

して、Stemship Club による仲裁強制の申立てを

却下しました。控訴裁判所は、連邦最高裁判所

の最近の判決4に基づいて、州法で認められる場

合には、仲裁合意は署名当事者でない者に対し

ても執行することができるとして、地方裁判所

の判決を破棄し、さらに審議するよう、事件を

地方裁判所に差し戻しました。 
 
差し戻し審 

                                                 
1 601 F. 3d 329  （2010 年第 5 巡回区控訴裁判所）。Gard 
News 第 199 号「US law – Motion to compel arbitration 
under P&I policy’s arbitration clause」を参照。 
2 注釈付ルイジアナ州改正法令集（La. Rev. Stat. Ann.）第
22:1269&655 条（2009 年）。 
3 トッド対 Stemship Club（バミューダ）事件（U.S. Dist. LEXIS 
38638、2011 年ルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所）

（Todd v. S.S. Mut. Underwriting Ass’n (Berm.) Ltd., U.S. 
Dist. LEXIS 38638  (E.D. La., 2011)） 
4 アーサー・アンダーセン LLP 対カーライル事件（Arthur 
Anderson LLP v. Carlisle）（129 S. Ct. 2009） 

差し戻し審において、地方裁判所は、該当する

期間についての Stemship Club の規則を吟味し、

仲裁条項が署名当事者でない者に適用されうる

か否かについては「沈黙している」と結論づけ

ました5。沈黙しているということは、この争点

を判断するためにいずれの法律を適用すべきか

を判断するため、裁判所は準拠法の検討を行う

必要があるということを意味するものです。

P&I クラブの保険契約の準拠法はイングランド

法でしたが、同裁判所は、イングランド法では

この争点は手続き的なものであるとみなされ、

法廷地（ルイジアナ）法によって判断されるべ

きであるという専門家の証言に基づいて、ルイ

ジアナ州法を適用するに至りました。 
 
ルイジアナ州の直接請求法 
次に、地方裁判所は、ルイジアナ州の直接請求

法に目を向けました。同法は、破産した被保険

者の保険会社に対して訴訟を提起することを認

め、当該訴訟は「保険契約または契約の合法的

な条件および被保険者による直接請求に対して

保険会社が主張しうる抗弁のすべてに従うもの

とする。ただし、当該保険契約または契約の条

件がこの州の法律に違反しないことを条件とす

る」と定めています6。 
 
同裁判所は、ルイジアナ州の最高裁判所が、直

接請求法は保険会社に対する独立の訴訟原因を

作り出すものではないが、原告が被保険者に対

して実質的な訴訟原因を有している場合に提訴

する手続き的な権利を付与するものであると判

示したことを指摘しました。これに基づいて、

                                                 
5 Stemship Club の保険契約の仲裁条項には、「･･･加盟者とク

ラブとの間のあらゆる意見の相違または紛争」という文言が含

まれていました。 
6 注釈付ルイジアナ州改正法令集第 22:1269 条（2009 年） 
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同裁判所は、「･･･直接請求の原告であるトッ

ドは、デルタ・クイーン社の立場に立つものに

すぎず、デルタ・クイーン社が Stemship Club
と締結した保険契約の条件に拘束される。ただ

し、保険契約の条件がルイジアナ州法に違反し

ないことを条件とする」と判断しました7。  
 
マッカラン・ファーガソン法（McCarran-
Ferguson Act）  
しかしながら、原告は、ルイジアナ州は保険契

約での仲裁合意を無効としている8ことから、

P&I 保険契約の条件は実際にはルイジアナ州法

に違反していると主張しました。なお、そのル

イジアナ法の定めは、本来であれば連邦法が優

先するはずの保険規制法を州が制定することを

認める連邦法であるマッカラン・ファーガソン

法9で認められているものです。このように、原

告は、保険契約の仲裁合意を無効とするルイジ

アナ州は、仲裁合意の執行についての連邦仲裁

法の規定の許容しうる「逆優先権」であると主

張しました。地方裁判所は、Stemship Club の

P&I 保険契約の仲裁合意は、マッカラン・ファ

ーガソン法が適用されず、かつ、ルイジアナ州

法に優先する条約であるニューヨーク条約10に

準拠するものであるという理由で、この主張を

却下しました。つまり、裁判所は、ニューヨー

ク条約の仲裁合意の承認および執行についての

第 2 条の規定にルイジアナ州法が「逆優先」す

ることはありえないとしました。 
 
裁判所は、原告は自己の直接請求を仲裁に付託

することを強制されうると判断した以上、「あ

らゆる意見の相違または紛争」に言及した P&I
保険契約の仲裁条項が十分に広範なものであっ

て、ルイジアナ州での訴訟を停止して、申立て

                                                 
7 前掲  トッド対 Stemship Club（バミューダ）事件（Todd v. S.S. 
Mut. Underwriting Ass’n (Berm.) Ltd., 2011 U.S. Dist. LEXIS 
38638）*20. 
8 注釈付ルイジアナ州改正法令集第 22:868 条(2009 年)；セー

フティ・ナショナル・カジュアルティ・コーポレーション対ロイズの

一定のアンダーライター事件（Safety Nat’l Cas. Corp.  v. 
Certain Underwriters at Lloyd’s, London）（587 F. 3d 714, 
719, n. 11）（2009 年第 5 巡回区控訴裁判所）（全員法廷）。 
9 マッカラン・ファーガソン法（15 U.S.C. Sec. 1012(b)） 
10 9 U.S.C. Sec. 201 等によって施行されている外国仲裁判断

の承認および執行に関する条約第 II 条 

が仲裁条項の範囲に属するものか否かの判断を

ロンドンの仲裁人に委ねるよう裁判所に求める

ことができると判断するのは何ら難しいことで

はありませんでした。 
 
結論 
十分な理由づけのある地方裁判所の意見は、仲

裁合意の厳格な執行を支持する旨を示す連邦裁

判所の最近の複数の判決に合致するものです。

これは、直接請求法に基づいて提起された法的

手続きにおいて保険契約の仲裁条項を発動しよ

うとする P&I クラブにとっては好ましい傾向と

いえます。 
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米国における環境犯罪取り締まりの状況 
 The state of env..ironmental crime enforcement in the US 

Stev..en P. Solow、Anne M. Carpenter  
Katten Muchin Rosenman LLP（Washington, D.C.） 
米国における船舶による汚染の取り締まりと訴追の 近の動向に関する調査 
 

 
概要1  
2010 年 4 月 20 日にメキシコ湾で発生した石油

掘削施設ディープウォーター・ホライズン

（DEEPWATER HORIZON）の爆発事故から 1
年以上が経過しました。その結果生じた原油の

流出（メキシコ湾原油流出事故）に関して、多

数の調査と分析が実施されてきました。2010 年

5 月 20 日に設置された「BP 社ディープウォー

ター・ホライズン原油流出および沖合掘削に関

する全国委員会（National Commission on the BP 
Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore 
Drilling）」によると、原油流出の「直接の原

因」は、掘削装置を担当した会社による「一連

の特定可能なミス」でした2。 
 
そのほかの原油流出についても、同様のことが

言えるでしょう。メキシコ湾原油流出事故の重

大性については、人命の喪失を含む被害規模の

甚大さを考えると、今後さまざまな角度から分

析されることになるでしょう。本稿では、まず、

原油流出が環境の侵害の刑事訴追にとってどの

                                                 
1  本稿の一部は、以前、Stev..en P. Solow & Anne M. 
Carpenter 著「The State of Env..ironmental Crime 
Enforcement: A Surv..ey of Dev..elopments in 2010」（Daily 
Env..’t Report (BNA) No. 50 DEN B-1 （Mar. 15, 2011））に掲

載されたものです。 
2 BP 社ディープ・ホライズン原油流出および沖合掘削に関する

全国委員会、大統領への報告書「Deep Water: The Gulf Oil 
Disaster and the Future of Offshore Drilling」パラグラフ v..ii
（2011 年 1 月）（http://www.oilspillcommission.gov../final-
report で入手可能） 

ような意味を有するかという観点から原油流出

を見ていくことにします。 
 
次に、船舶による汚染の取り締まりにあたって

の国家間の協力に重点を置いた現在の国際的な

プロジェクトの分析を行います。 後に、2010
年から 2011 年の初めにかけての船舶による汚

染の取り締まりの重要な事例を紹介します。 
 
水質浄化法（Clean Water Act）: 賠償の拡大と

罰則の引き上げの提案 
メキシコ湾原油流出事故をきっかけに制定され

た法律は、環境犯罪についての刑事有罪判決後

に課される可能性のある賠償の範囲を拡大しよ

うとするものです。現在、連邦裁判官は、その

裁量により、特定できる被害者に賠償金を与え

ることができます（ただし、例えば、天然資源

に対する損害については認められていません）3。

1996 年、米上院は、連邦の量刑法を改正して、

裁判官が環境犯罪によって損害を受けたコミュ

ニティに対する賠償を命ずることができるよう

にすることにより、刑事事件における賠償の範

囲を拡大しようとしました4。しかし、その試み

は失敗しました。流出事故後に提案された法案

は、裁判官が水質浄化法の刑事違反の被害者に

対する賠償を命じることを義務づけることによ

り、賠償の範囲を拡大しようとするものです5。

ただし、コミュニティ全体への賠償命令を認め

ることは提案されていません6。 
 
この法案は、「一般市民と環境に対する実際の

                                                 
3 18 U.S.C. §§ 3553, 3663 を参照。 
4 1966 年環境犯罪取締法（Env..ironmental Crimes and 
Enforcement Act）（S. 2096, 104th Cong. (1996)） 
5 2011 年環境犯罪取締法（S. 350, 112th Cong. (2011)）（18 
U.S.C. § 3663A(c)(1)(A)の修正を提案）。
http://www.gpo.gov../fdsys/pkg/BILLS-112s350is/pdf/ 
BILLS-112s350is.pdf を参照。 
6
 同上参照。 
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損害に関して応分の責任を取らせるため、罪に

対する刑罰を引き上げるべきという議会の意図

を反映させるため」、水質浄化法の違反につい

ての量刑ガイドラインの見直しを米国量刑委員

会に命じようともするものです7。この取組みが

前に進めば、すべての環境犯罪に関する有罪判

決の賠償範囲を拡大するための、他の主要な環

境法に関連した同様の取り組みや、1996 年に提

案されたような包括的な取組みが見られるかも

しれません。 
 
ゼロサムゲームとしての環境犯罪の捜査および

訴追 
マスコミの報道においては、メキシコ湾原油流

出事故の刑事捜査が政府の環境犯罪取り締まり

の他の取組みに与える影響について、意味のあ

る分析は行われていません。司法省（DOJ）が

メキシコ湾原油流出事故の刑事捜査を環境天然

資源局環境犯罪部門から犯罪局に移管したとい

うニュース8があることからも、このことには留

意が必要です。 
  
通常、環境犯罪事件については、比較的少人数

の連邦職員が担当していることから、メキシコ

湾原油流出事故がもたらした、事件の捜査と

（適切であれば）訴追への影響は甚大です。

近、EPA(環境保護庁, Env..ironmental Protection 
Agency)は、犯罪捜査部の特別捜査官を「総

勢」200 名に増員したことをアピールしていま

す9。比較すると、FBI の場合、特別捜査官の人

数は 13,000 人を超えています10。環境犯罪捜査

には他の機関も関与するものの、その主力機関

が EPA であることには変わりなく、メキシコ

湾原油流出事故に多数の捜査官が投入されるこ

とになれば、EPA が他の問題にも対応できるの

かどうか疑問が生じることは必至です。 
 

                                                 
7 2011 年環境犯罪取締法（S. 350, 112th Cong. (2011)）（18 
U.S.C. § 3663A(c)(1)(A)の修正を提案）。
http://www.gpo.gov../fdsys/pkg/BILLS-112s350is/pdf/ 
BILLS-112s350is.pdf を参照。 
8 ‘‘Justice Department Sets Up Task Force for Gulf of 
Mexico Oil Spill Inv..estigation’(46 DEN A-11, 3/9/11). 
9
 ‘‘Giles Says EPA Pursuing High-Impact Cases, Adding 

Criminal Inv..estigators to Staff’’ (184 DEN A-7, 9/24/10).  
10 http://www2.fbi.gov../quickfacts.htm を参照。 

DOJ の環境犯罪部門も、同様に人員の問題を抱

えていました。1989 年のエクソン・バルディー

ズ号原油流出事故後の政府による捜査と訴追が

行われている間、いずれ、司法省の環境犯罪担

当検察官のほぼ全員がこの事件に取り組むこと

になるのではないかと指摘されていました。そ

れから、20 年の間に、陣容が強化され、司法省

の環境犯罪部門の公判検事は約 35 名にまで増

えています。そのうちの 4 名～5 名だけがメキ

シコ湾原油流出事故を担当することになったと

しても、全体の 10%超を占めることになります。

司法省がメキシコ湾原油流出事故の事案を犯罪

局に移管する決定をしたことによって、他の事

件に回せる要員が増えることになるか否かは今

のところ不明です。 
 
EPA についても、予算削減の雰囲気が漂う中11、

メキシコ湾原油流出事故の影響によって、他の

環境犯罪に対する捜査能力が低下するのではな

いかという懸念は残ったままです。EPA の対応

能力に問題が生じるとすると、連邦レベルより

も、州や地方により大きく影響するでしょう。

近年、EPA は、州および地方の環境捜査員・警

察の訓練と支援における自らの役割を拡大して

きました。何百という州法の執行官がジョージ

ア州の連邦法執行訓練局で EPA の訓練を受け

ています。訓練予算その他の形での州に対する

支援の削減は、こうした人員にも影響を及ぼす

可能性があります。 
 
原油流出事故に伴う人員配置の結果かどうかは

別として、2009 年と 2010 年の EPA に第 6 地区
12から提出された事件報告書を比較してみると、

第 6 地区の事案は 2009 年の 8 件に対して、

2010 年には 1 件となっています。 
 
他の事件の場合と同様に、政府は、メキシコ湾

                                                 
11 大統領による 2012 会計年度の予算削減案、特に、「科学的

的サポート」のための EPA の予算の何千ドルもの削減は、巨額

の赤字にとってはごくわずな金額であるものの、EPA が科学的

に捜査をサポートする能力は将来大きく毀損されます。
http://www.epa.gov../planandbudget/annualplan/fy2012.html
を参照。 
12 EPA の第 6 地区は、アーカンソー州、ルイジアナ州、ニュー

メキシコ州、オクラホマ州、テキサス州のほか、66 のアメリカ先

住民の地域を対象としています。 
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原油流出事故の捜査にどの程度の陣容を当てら

れるかを決定しなければなりません。ある元司

法省の弁護士が指摘するように、「検察官は、

刑事犯罪の疑いのあるものの捜査にあたり、選

択可能なあらゆる手順を踏む義務はなく、採用

する捜査手順とそれを進める人員体制のバラン

スを意識的に分析しなければなりません」13。

政府が刑事捜査の範囲と取り組み度合いを決定

するには、利用可能な人数を考慮する必要があ

ります14。メキシコ湾原油流出事故が犯罪局に

移管された根本的な理由は、明らかにはされて

いません。理由が何であれ、原油流出事案の訴

追の全責任を同局に移すことにより、司法省の

環境犯罪部門が全国のその他の環境犯罪の案件

の捜査と訴追において引き続き主要な役割を果

たせるようになります。 
 
重大な事故が起こった場合、誰か責任者となる

か？ 
ほとんど報道されることはありませんが、メキ

シコ湾原油流出事故のような重大な事件が発生

した後に連邦政府機関の間で取り交わされるお

びただしい数の契約も、問題として挙げること

ができます。流出事故に関連した政府機関間の

個別の覚書をここで取り上げることはできませ

んが、実際に、メキシコ湾原油流出事故に関わ

る作業を調整するため、いくつかの覚書が作成

されています。 
 
こうした契約について特筆すべきなのは、これ

らは 2 つの政府機関同士が協議した結果を反映

して作成されるものであり、同じ機関同士です

でに締結されている他の覚書を反映して作成さ

れるのではないということです。環境・安全問

題を捜査する権限を有する連邦機関間で締結さ

れる覚書の現状がよくわかるように、以下に説

明図を記載しています。 
 

                                                 
13 Rory K. Little 著「Proportionality as an Ethical Precept for 
Prosecutors in Their Inv..estigativ..e Role」（68 Fordham l. 
Rev... 723, 770 (1999)）を参照。 
14 ABA Criminal Justice Standards on Prosecutorial 
Inv..estigations, 2.1(c)(v..i)
（http://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/policy/
standards.html で入手可能）を参照。 

 
 
 
 
 
 
 
環境と安全にかかる調査の実施に関する、政府

機関同士の覚書締結状況 

 
各機関の名称（上から時計回り）: 米国労働省 
米国労働安全衛生局、米国国土安全保障省 米
国沿岸警備隊、国家運輸安全委員、化学物質安

全委員会、米内務省 海洋エネルギー管理・規

制・執行局、米国運輸省、米国環境保護庁 
 
調査の対象となる団体や個人の観点からは、こ

のような覚書には多くの疑問が伴います。1 つ

の機関から接触があって、情報の提供や面談を

求められた場合、その機関が「主たる」機関で

あるのか、または他の機関と連携して活動して

いるのか、それとも独自に活動しているのかと

いうことは通常わかりません。このような状況

は、証拠保全や科学的分析といった問題につい

ての権限と連絡の系統の明確性を欠くものであ

ることから、政府内でも疑問視されています。

メキシコ湾原油流出事故に関する政府の刑事捜

査が進むにつれ、この事件への政府の対応方針

によって、他の安全、民事、刑事の捜査も並行

して行わなければならない多くの政府機関に影

響をもらすのか、その場合、どの程度の影響が

もらされるのか、ますます多くの関心が向けら

れることになるのは確実でしょう。 
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船舶による汚染の取り締まりと訴追における国

際的な協力 
ここ数年、各国政府は、船舶の事件の捜査と訴

追について、連携して取り組むことが増えてき

ました。こうした進展についてすでにご存知の

方も多いと思われますが、船舶による海洋汚染

に関する捜査と執行行為を協調して行おうとす

る国際的な機運が高まるおり、その全体像を知

っていただくため、これらの概要を以下にまと

めました。  
 
国際刑事警察機構汚染犯罪作業部会（Interpol 
Pollution Crime Working Group） 
 広く知られているように、国際刑事警察機構の

汚染犯罪作業部会は、国際刑事警察機構の 188
の加盟国からの犯罪捜査官のコンソーシアムで、

世界的な環境犯罪を取り締まるための新しい戦

略を策定するため、情報共有を行っています15。

同作業部会には、オーストラリアの海上保安庁

が主導する「きれいな海計画（Clean Seas 
Project）」を初めとするさまざまなプロジェク

トチームが含まれています。同作業部会は、船

舶による汚染の捜査についてのマニュアルを策

定し、このマニュアルを手引書として使用する、

世界の法執行官向けのトレーニングコースを開

発・提供する計画です16。「きれいな海計画」

は、執行についての指針を提供し、汚染法に違

反した船会社と船舶を公表する取り組みにおい

て、2001 年から 2006 年までの間に各国が終え

た訴追についての情報を収めた船舶汚染訴追デ

ータベースも維持管理しています17。 
 
アクアポール（Aquapol） 
アクアポールは、欧州連合の加盟国とスイスの

海洋・内陸水路航行関連の法執行当局の自治団

体です18。この組織は、2002 年にオランダ、ド

イツ、ベルギーの海上警察が設立したもので、

成功事例の交換、共同訓練、国際的取り締まり

                                                 
15 Interpol, The Pollution Crime Working Group
（http://www.interpol.int/Public/Env..ironmentalCrime/Pollutio
n/WorkingGroup.asp で入手可能）を参照。 
16 同上 
17 同上 
18 Aquapol, International Police Cooperation on the Water
（http://www.aquapol-police.com/で入手可能）を参照。 

の共同実施、共同の法制定・ロビー活動を通じ

て、欧州における海洋・内陸水路輸送関連の法

執行の調和の推進を図るものです19。 
 
北海ネットワーク（North Sea Network） 
北海に接する沿岸諸国からなる「捜査官および

検察官の北海ネットワーク（NSN）」は、国連

海洋法条約（UNCLOS）、船舶による汚染の防

止のための国際条約（MARPOL 73/78）のほか、

国際海事機関（IMO）の多数の規則に基づいて

国際的な規則と基準の執行に取り組んでいます20。

海上交通密度が高く、沿岸諸国が近接している

ことから、NSN は、国境をまたぐ事案の捜査と

訴追に関する協力関係を推進してきました21。

これに参加している沿岸諸国としては、ベルギ

ー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ

ンド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、

英国があります。NSN は、2002 年にノルウェ

ーで始まり、法的要件と証拠要件に関する情報

のほか、調査データの加盟国間での交換を促進

してきました22。NSN は、海洋油濁の罪の発見、

証拠の収集、違反者に対する罰則の付加につい

ての指針を定めた国際的マニュアルを作成して

います23。 
 
海事 MOU 
Marpol 条約 73/78 に基づく準拠検査を協力して

進めるため、IMO が主導役となって、寄港国の

コンソーシアム間でさまざまな MOU が作成さ

れています。これまでに署名された MOU で、

世界のすべての海洋がカバーされていることに

なります。つまり、パリ MOU は欧州と北大西

洋を、東京 MOU はアジアと太平洋を、Acuerdo 
de V..iña del Mar は中南米を、カリブ MOU はカ

リブ地域を、アブジャ MOU は西・中央アフリ

カを、黒海 MOU は黒海地域を、地中海 MOU

                                                 
19 同上 
20 The North Sea Network of Inv..estigators and 

Prosecutors 
（http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=0058062
3000000_000000_000000 で入手可能）を参照。 
21 同上 
22 同上 
23 同上 
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は地中海地域を、インド洋 MOU はインド洋地

域を、リヤド MOU はペルシャ湾岸 6 か国をそ

れぞれ対象としています24。時間の経過に伴い、

取り締まりの取り組みが強化されるにつれ、こ

れらの文書の重要性は高まってきています。例

えば、 近では、ペルシャ湾ガルフ MOU（バ

ーレーン、クウェート、オマーン、カタール、

サウジアラビア、UAE）に基づいて実施される

アラブ諸国での船舶汚染に係る取り締まり訓練

の回数が増加しているようです。リヤド MOU
は 2004 年に締結されたものですが25、訓練が

近になって増加しているということは、これら

の国々が自国の海域を通航する船舶に対して取

り締まりを開始するのは時間の問題であること

を示唆しています。 
 
効果的かつ効率的に船舶による汚染を訴追する

ための国際協力の例として、米国対アイオーニ

ア・マネジメント・エス・エー事件（United 
States v... Ionia Mgmt S.A.）があります26。この

事件では、第 2 巡回区連邦控訴裁判所は、船会

社であるアイオーニア・マネジメント社が米国

の海域を通航するクリトン号（M/T KRITON）

において、正確な油記録簿の保持義務を怠った

として、船舶からの汚染防止法に違反したとす

る有罪判決を支持しました。アイオーニア社が

管理する 600 フィートのタンカーM/T クリント

ン号の乗組員は、機関長の裁量で、「マジック

ホース」から日常的に油性廃棄物を海に排出し

ていました27。乗組員はさらに、排出を隠蔽す

るため、油記録簿に虚偽の記載をし、アメリカ

沿岸警備隊の査察から「マジックホース」の存

在を隠していました。オランダ王立軍警察は、

アメリカ沿岸警備隊に違法投棄の証拠を提供し、

その証拠が、船舶からの汚染防止法の違反を理

由とする同社に対する有罪判決を得るのに役立

                                                 
24 International Maritime Organization, Port State Control
（http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages
/PortStateControl.aspx で入手可能）を参照。 
25 Riyadh Memorandum of Understanding on Port State 
Control（http://www.riyadhmou.org/で入手可能）を参照。 
26 555 F.3d 303 (2d Cir. 2009). 
27 555 F.3d at 306. 

ったのです28。 
 
注目すべき船舶の取り締まり事例29 
米国 v...クーズ・シッピング・カンパニー事件

（United States v... Koo’s Shipping Company）
30– 台湾法人であるクーズ・シッピング・カン

パニーは、連邦裁判所において、虚偽の陳述を

行ったこと、故意に油記録簿の完全かつ正確な

保持を怠ったこと、および適切な汚染防止装置

を使用せずにアメリカ領サモアのパゴ・パゴ港

に油性ビルジ廃棄物を排出したことについてそ

の罪を認めました。2010 年 8 月 17 日の沿岸警

備隊による同社の船舶 M/V..ショータ（M/V.. 
SYOTA）号に対する査察により、違反の証拠

が明らかになりました。同社は、刑事罰金 75
万米ドルの支払いとアメリカ領サモアにおける

プロジェクトのための社会貢献金 25 万米ドル

の支払いを言い渡されました。同社はまた、3
年間の保護観察も言い渡されました。 
 
 
米国 v...カーディフ・マリン・インク事件

（United States v... Cardiff Marine, Inc.）31 – リ
ベリアで登録された船会社であるカーディフ・

マリン・インクは、ボルティモアの連邦裁判所

において、沿岸警備隊に対して虚偽の陳述を行

ったこと、キャピトラ号（M/V.. CAPITOLA）

からの排出記録を改ざんしたこと、およびその

他の隠蔽行為を行ったことの罪を認めた後、船

舶からの汚染防止法違反の重罪を言い渡されま

した。同船のある乗組員が牧師訪問で乗船して

いた聖職者に「マジックパイプ」を使った「機

関室での不正行為」を告白したことをきっかけ

として、沿岸警備隊による同社に対する捜査が

                                                 
28 プレスリリース「U.S. Dep’t of Justice, Tanker Company 
Fined $4.9 Million for Falsifying Records and Obstruction of 
Justice」（2007 年 12 月 14 日）を参照。 
29 他の出典と同様、環境刑事事件についての当社のデータは

おそらく不完全です。特に、EPA と DOJ のホームページのほか、

BNA の Daily Env..ironment Report、常に有用な記事を掲載さ

れる Walter James 氏の Env..ironmental Crimes Blog
（http://www.env..ironmentalblog.typepad.com からアクセス

可能）等を出典としています。 
30 1:11-cr-00034-GK-1（コロンビア地区連邦地方裁判所、有

罪答弁: 2011 年 3 月 31 日） 
31 No. 1:11-cr-00058-MJG（メリーランド州連邦地方裁判所、

有罪答弁: 2011 年 3 月 17 日） 
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2010 年 5 月 3 日に開始されました。その乗組員

は、船の機関室で撮ったビデオを収録したメモ

リをその聖職者に渡し、沿岸警備隊に知らせる

よう依頼しました。捜査の結果、「マジックパ

イプ」は廃油を船外に排出するためのバイパス

ホースであったことが明らかになりました。同

社は、240 万米ドルの罰金の支払いと 3 年間の

保護観察を言い渡され、その期間中に、第三者

監査人が同社の環境法令遵守計画を管理するこ

ととなりました。 
 
 
米国 v...スタンシップ・インク他事件（United 
States v... Stanships, Inc., et al.）32 – スタンドシ

ップ・インク（Standships, Inc.）、スタンシッ

プ・インク、スタンダード・シッピング・イン

ク（Standard Shipping, Inc.）、およびカルモ

ア・マリタイム・リミテッド（Calmore 
Maritime, Ltd.）は、2011 年 4 月 12 日に、船舶

からの汚染防止法、港湾水路安全法違反の罪を

認めました。アメリカーナ号（M/V.. 
AMERICANA）に廃油を船外に排出するために

汚染対策を迂回する「マジックパイプ」が装備

されていることをある乗組員が沿岸警備隊に通

報したことをきっかけに、2010 年 11 月 29 日か

ら同被告人らの捜査が開始されました。乗組員

は、エンジン廃棄物を船外に排出し、違法排出

を隠蔽するための虚偽の油記録簿を作成してい

ました。入港中には、パイプの隠蔽も行われて

いました。同船は十分に機能する発電機を備え

ずにミシシッピ川に立ち入ったために、船に動

力を供給できくなったことから、被告人は、米

国の水路への危険状況の通報を怠った罪でも起

訴されました。司法取引協定の条件に基づいて、

すべての被告人は、5 年間、米国内での営業が

禁じられました。さらに、賠償金として 100 万

米ドルの支払いが課せられ、そのうち 25 万米

ドルは、その地域の野生動植物の保全と保護に

充てられます。 
 
米国 v...ディミニトリス・グリファキス事件

                                                 
32 No. 2:11-cr-00057-CJB（ルイジアナ州東部地区連邦地方

裁判所、有罪答弁: 2011 年 4 月 12 日） 

（United States v... Dimitrios Grifakis）33 – ディ

ミニトリス・グリファキスは、キャピトラ号

（M/V.. CAPITOLA）において、「マジックパ

イプ」を使用して必要な汚染対策を回避してい

ないかを調査する、連邦沿岸警備隊の捜査を妨

害した罪を認めました。グリファキスは、2009
年 3 月から 2010 年 5 月 3 日までの間にパイプか

ら油性廃棄物を船外に投棄するよう部下に命じ

たことを認めました。グリファキスは、キャピ

トラ号の油記録簿を改ざんし、投棄を行った日

の特定につながる日次測深記録の作成を怠り、

投棄に関する捜査を妨害しました。キャピトラ

号に責任を負う船会社カーディフ・マリン・イ

ンク（Cardiff Marine, Inc.）は、2011 年 2 月 3 日、

船舶からの汚染防止法違反の罪を認めました。

同社には、240 万米ドルの罰金が科され、3 年

間の保護観察を受けることになりました。 
 
米国 v...フリート・マネジメント・リミテッド

事件（United States v... Fleet Management 
Ltd.）34 –   香港に拠点を置く船舶管理会社であ

るフリート・マネジメント・リミテッドは、

1990 年油濁法の刑事違反とともに、司法妨害と

虚偽の陳述の重罪を認めました。同社は、2007
年 11 月にコスコ・ブサン号（COSCO 
BUSAN）がサンフランシスコ・ベイブリッジ

に衝突した際の原油流出における同船の責任と

これに関係する隠蔽につき、1,000 万米ドルの

支払いを命じられ、3 年間の保護観察を言い渡

されました。フリート・マネジメント社は、沿

岸警備隊の捜査を邪魔するため、船の記録を隠

匿し、記録を改ざんしていました。衝突によっ

て、カッショクペリカン、マダラウミスズメ、

クビナガカイツブリを含む少なくとも 2,000 羽

の渡り鳥が死亡しました。フリート・マネジメ

ント社は、司法取引協定に従い、1,000 万米ド

ルの罰金のうち 200 万米ドルをサンフランシス

コ湾の海洋環境プロジェクトの資金として拠出

することを命じられました。さらに、同社には、

米国との交易に従事する船舶のための訓練・航

                                                 
33 No. 1:11-cr-00011-MJG（メリーランド州連邦地方裁判所、

有罪答弁: 2011 年 5 月 5 日） 
34 No. 3:08-cr-00160-SI（カリフォルニア州北部地区連邦地方

裁判所、判決言渡し日: 2010 年 2 月 19 日） 
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海計画を含めた、包括的な法令遵守計画の実施

が命じられました。 
 
 
米国 v...イーリカ・シッピング・エス・エー事

件（United States v... Irika Shipping S.A.）35 – 
船舶管理会社であるイーリカ・シッピング・エ

ス・エーは、重大な司法妨害の罪と船舶からの

汚染防止法の違反の罪を認めました。イーリカ

社は、M/V.. IRANA 号からの船舶汚染を故意に

隠蔽したことに対し、罰金と社会貢献賠償金合

わせて 400 万米ドル超の支払いを命じられまし

た。同船の機関長は、汚染防止装置を迂回する

バイパスホースから 6,000 ガロンもの廃油を船

外に投棄するよう指示していました。同社は、

5 年間の保護観察にも処され、その間に、同社

のすべての船舶（新しい船舶を含む）を対象と

して、強化された環境法令遵守計画を策定する

ことが求められました。 
 
米国 v...アーヴァーズ事件（United States v... 
Av..az）36、米国 v...モガルタイ事件（United 
States v... Mogultay）37、米国 v...アトラス・シ

ップ・マネジメント・リミテッド事件（United 
States v... Atlas Ship Management Ltd.）38 – アト

ラス・シップ・マネジメント・リミテッドが運

航する貨物船アベニュー・スター号（M/V.. 
AV..ENUE STAR）のトルコ国籍の機関長グン

ダス・アーヴァーズは、船舶からの汚染防止法

に違反して油記録簿の完全かつ正確な保持を怠

ったことに対して、5 年間の保護観察を言い渡

されました。アーヴァーズは、船の機関室から

違法廃棄した油汚染廃棄物について記録してい

ませんでした。なお、この廃棄物は、バラスト

タンクに移され、同船がホンジュラスからフロ

リダ州タンパまで航行する間に海に廃棄されて

                                                 
35 Nos. 1:10-cr-00403-JSM and 1:10-cr-00372-JSM（メリー

ランド州連邦地方裁判所、決言渡し日: 2010 年 9 月 21 日） 
36 No. 8:10-cr-00286-JSM（フロリダ州中部地区連邦地方裁判

所、判決言渡し日: 2010 年 9 月 7 日） 
37 No. 8:10-cr-00264-JDW（フロリダ州中部地区連邦地方裁

判所、判決言渡し日: 2010 年 8 月 26 日） 
38 No. 8:10-cr-00363-SDM（フロリダ州中部地区連邦地方裁

判所、判決言渡し日: 2010 年 12 月 2 日）。32 No. 2:11-cr-
00057-CJB（ルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所、有罪答

弁: 2011 年 4 月 12 日）。 

いました。二等機関士のヤヴス・モガルタイは、

廃棄物を排出するためのバイパスホースの使用

と同船の油記録簿への排出の記録を怠ったこと

について別途起訴されました。モガルタイには、

5 年間の保護観察が言い渡されました。アトラ

ス・シップ・マネジメント・リミテッドも、虚

偽の陳述をした罪と故意に油記録簿への正確な

記録を怠った罪を認めました。同社には、3 年

間の保護観察と 80 万米ドルの罰金が言い渡さ

れました。同社にはさらに、米国魚類野生生物

財団への 10 万米ドルの支払いと、米国に入港

する同社の船舶の査察と監査を対象とした環境

法令遵守プログラムの実施が命じられました。 
 
 
米国 v...アクセイ・デニズィリック・ヴェ・テ

ィカレット・エー・エス事件（United States v... 
Aksay Denizcilik V..e Ticaret A.S.）39 –  M/T ケ

リム（M/T KERIM）号を運航するトルコ法人で

あるアクセイ・デニズィリック・ヴェ・ティカ

レット・エー・エスは、虚偽の陳述をしたこと

および油記録簿の完全かつ正確な保持を怠った

ことについて罪を認めました。2006 年から

2009 年の間に、ケリム号の船舶職員と乗組員は、

アクセイ社の指示の下、パイプを使用して、同

船の油汚染防止装置を迂回し、油汚染廃棄物を

直接海に廃棄していました。アクセイ社は、3
年間の保護観察と 72 万 5,000 米ドルの罰金を言

い渡されるとともに、環境法令遵守プログラム

の実施を命じられました。 
 
米国 v...DRD トーイング・カンパニー・エルエ

ルシー事件（United States v... DRD Towing Co. 
LLC）40、米国 v...ダンティン事件（United 
States v... Dantin）41 – DRD トーイング・カンパ

ニー・エルエルシーは、港湾水路安全法違反の

重罪と水質浄化法違反の軽罪を認めました。同

社の共同所有者であるランドール・ダンティン

も、別途、司法妨害の罪を認めました。DRD ト

                                                 
39 No. 8:10-cr-00116-RAL（フロリダ州中部地区連邦地方裁判

所、判決言渡し日: 2010 年 5 月 21 日） 
40 No. 2:10-cr-00191-ILRL（ルイジアナ州東部地区連邦地方

裁判所、判決言渡し日: 2011 年 1 月 19 日） 
41 No. 2:10-cr-00190-ILRL（ルイジアナ州東部地区連邦地方

裁判所、判決言渡し日: 2010 年 1 月 19 日） 
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ーイング社は、沿岸警備隊の認可なく従業員を

船舶の運航に従事させ、船長に金銭を支払って

代替の船長を置かずに運航させ、過失により油

を排出することによって環境に危険な状況を作

り出しました。同社は、メル・オリバー号

（M/V.. MEL OLIV..ER）がティントマラ号

（M/T TINTOMARA ）の進路を横切ったときに

燃料油のタンカーバージを押して、衝突を引き

起こし、その結果、28 万 2,686 ガロンの燃料を

ミシシッピ川に流出させたことを認めました。

DRD トーイング社は、2 年間の保護観察と 20
万米ドルの罰金を言い渡され、ダンティンは、

21 か月の懲役、2 年間の監視付釈放のほか、5
万米ドルの罰金を言い渡されました。 
 
米国 v...ザ・チャイナ・ナビゲーション・カン

パニー・ピーティーイー・リミテッド事件

（United States v... The China Nav..igation Co. 
Pte. Ltd.）42 – 海洋貨物船運航会社であるザ・

チャイナ・ナビゲーション・カンパニー・ピー

ティーイー・リミテッドは、油記録簿の保持を

怠ったことによる、船舶からの汚染防止法違反

の重罪を認めました。油記録簿には、乗組員が、

海洋汚染防止条約に違反して、船内に流出後に

回収した約 275 ガロンの油汚染廃棄物を廃棄し

た旨が記載されていませんでした。同社は、司

法取引協定に従い、7 万 5,000 米ドルの支払い、

2 年間の保護観察、環境法令遵守計画の実施の

ほか、コロンビア川河口沿岸財団（Columbia 
Riv..er Estuarine Coastal Fund）への 2 万 5,000 米

ドルの支払いに同意しました。 
 
 
米国 v...コーオペラティブ・サクセス・マリタ

イム・エス・エー事件（United States v... 
Cooperativ..e Success Maritime S.A.）43 – 外国の

港と米国との間で貨物を定期的に輸送する貨物

船であるチェム・ファロス号（M/T CHEM 
FAROS）の運航業者であるコーオペラティブ・

サクセス・マリタイム・エス・エーは、船舶か

                                                 
42 No. 3:10-cr-05181-BHS（ワシントン州西部地区連邦地方裁

判所、判決言渡し日: 2010 年 3 月 22 日） 
43 No. 4:10-cr-00035-D（ノースカロライナ州東部地区連邦地

方裁判所、判決言渡し日: 2010 年 6 月 7 日） 

らの汚染防止法違反と虚偽の陳述の罪を認めま

した。チェム・ファロス号の乗組員は、約

13,200 ガロンの油汚染廃棄物を海に投棄したう

えで、船舶に実際に貯蔵されていた油汚染ビル

ジ廃棄物の量を隠蔽するために油記録簿の内容

を改ざんしました。同社は、85 万米ドルの罰金

（うち 15 万米ドルは米国魚類野生生物財団に

支払い）、5 年間の保護観察、環境法令遵守プ

ログラムの実施を言い渡されました。 
 
 
米国 v...シハルリドゼ事件（United States v... 
Cooperativ..e Success Maritime S.A.）44 – 
Cooperativ..e Success Maritime S.A.が運航する

M/T チェム・ファロス（M/T CHEM FAROS）
号の元機関長であったヴァヤ・シハルリドゼは、

汚染廃棄物の廃棄を記録する油記録簿の適切な

保持を怠ったことにつき、船舶からの汚染防止

法違反の罪を認めました。シハルリドゼは、少

なくとも一度、部下である乗組員に対し、同船

の油水分離装置を迂回し、油汚染廃棄物を船外

に直接排出するよう命じ、約 13,200 ガロンの油

汚染廃棄物を海に廃棄しました。シハルリドゼ

は、その行動に対して、1 年の保護観察と 7 日

間の自宅拘禁の刑を受けることとなりました。 
 
 
米国 v...ディミトリオス・ディミトラキス事件

（United States v... Sikharulidze）45 – 貨物船ニ

ュー・フォーチュン号（M/V.. NEW 
FORTUNE）の機関長であるディミトリオス・

ディミトラキスは、油記録簿の不保持を幇助し

教唆したことにつき、3 年間の保護観察、5,000
米ドルの罰金を言い渡されました。ディミトラ

キスは、米国の海域に入るとき、油汚染防止装

置を迂回して、油汚染物を直接海に廃棄するよ

う、日常的に乗組員に命じていました。ディミ

トラキスは、同船の記録簿に虚偽の記載をする

ことにより、こうした廃棄を隠蔽しました。も

う一人の乗組員であるヴォロジミール・ドンブ

                                                 
44 No. 4:10-cr-00032-D（ノースカロライナ州東部地区連邦地

方裁判所、判決言渡し日: 2010 年 8 月 17 日） 
45 No. 4:10-cr-00552-DLJ（カリフォルニア州北部地区連邦地

方裁判所、判決言渡し日: 2010 年 9 月 30 日） 



 

    
 
The state of env..ironmental crime enforcement in the US                                          Gard News 203 August/October 
2011 

ロフスキーは、油記録の不保持を幇助し教唆し

たことにつき、2 年間の保護観察と 500 米ドル

の罰金を言い渡されました。同船の運航業者で

あるトランスマール・シッピング・カンパニ

ー・エス・エー（Transmar Shipping Co. S.A.）
は、別途、油記録簿の不保持と連邦政府の職員

に対する虚偽の陳述につき、75 万米ドルの罰金、

米国魚類野生生物財団への 10 万米ドルの社会

貢献金の支払いを言い渡され、環境法令遵守プ

ログラムの実施を命じられました。 
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重量貨物 – 契約上の課題とリスク配分 
Heavy lift cargoes – Contractual issues and risk allocation 

Fiona Gavin 
Ince & Co.（ロンドン） 
 
重量貨物に関するいくつかの契約上の検討事項について考察します。 
 
2009 年 5 月、重量物・プロジェクト貨物の運搬

事業を営む船会社の間で、関心や懸念事項とな

っている業界の問題について意見を交換する場

として、重量物・プロジェクト貨物運送人者国

際協議会（International Council of Heavy Lift and 
Project Cargo Carriers: ヘビーリフト・クラブ）

が設立されました。同クラブが設立されたこと

は、この特殊な業界の主要企業が抱いている懸

念、つまり、業界に関係する技術、運営、安全

面についての検討課題が正しく理解されてはい

ないことへの懸念の現れでもあるのです。 
 
重量貨物に関して生じる実務的な検討課題とは

別に、重量貨物業界において対応しなければな

らないさまざまな契約上のニーズが存在します。

BIMCO は、重量貨物の用船契約を締結する事

業者が輸送契約に適用される適切な条件を特定

しやすいように、重量物運搬の特殊航海用船契

約に分類される 2 種類の契約書式を作成しまし

た。ただし、それぞれの書式の用途には大きな

違いがあります。 
 
大きな相違点のひとつは適用される賠償制度で

あり、ノック・フォー・ノック協定あるいはヘ

ーグ/ヘーグ・ヴィスビー・ルールのいずれを組

み入れているかの違いです。ノック・フォー・

ノック協定は、それぞれの契約当事者が責任の

所在に関係なく、また相手方に求償することな

く、当人側の人的・物的責任を負うものです。

対照的に、ヘーグ/ヘーグ・ヴィスビー・ルール

は、運送人に対して、細心の注意を払って航海

に適した船舶を準備し、貨物を適切に輸送、管

理、注意することなどの義務を課すものです。 
 
HEAVYCON 2007 
BIMCO の HEAVYCON 2007 航海用船契約は、

原型となる 1985 年契約を再発行した改訂版で

あり、独自の船荷証券が添付されています。

HEAVYCON 2007 は、積荷をほぼ常態的に甲板

上に積載し、超重量貨物（FOFO 方式）を単独

輸送する半潜水式船舶で主に使用されるノッ

ク・フォー・ノック協定です。HEAVYCON の

条項は、さまざまな荷揚げ・荷積み手法や単一

あるいは複数の船積港・荷揚港を網羅している

点で柔軟性に富んでいます。 
 
HEAVYCON は、中規模貨物（LOLO 方式また

は RORO 方式）の輸送にも使用されることがあ

るものの、中規模貨物にはあまり適していませ

ん。これはひとつには、甲板上と倉内にほぼ等

分して輸送されることが多い中規模貨物に、ノ

ック・フォー・ノック責任制度が適していない

と見られているためです。そのような従来型の

貨物には通常、ヘーグ/ヘーグ・ヴィスビー・ル

ール制度の方が適しています。そうした理由か

ら、BIMCO は、HEAVYLIFTVOY を作成した

のです。 
 
HEAVYLIFTVOY 
2007 年前半に、HEAVYLIFTVOY 契約が

BIMCO に採用されました。もともとは BIMCO 
CONLINE Booking Note に基づいて、重量物輸

送業界向けの船腹予約書として使用することを

目的に作成されたものです。しかし、その条項

が定期船向けという範囲を超えて拡張された結

果、特殊航海用船契約書となったものです。 
 
HEAVYLIFTVOY は、ヘーグ/ヘーグ・ヴィスビ

ー・ルール責任制度に基づいて運用されており、

甲板積みと倉内積みの両方の輸送形態に合わせ

て作成されたものです。この場合、標準的な船

荷証券が HEAVYLIFTVOY 書式に添付されます。

HEAVYLIFTVOY 書式の条項の中で、輸送する

貨物の適切性、マーキング方法、吊り上げ方法
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（持ち上げ位置、重心など）に関する標準的な

条項が設定されています。このほか、相当サイ

ズの大きな貨物については、運送人が輸送図を

要求できる旨の規定が盛り込まれています。 
 
船荷証券の発行 
HEAVYCON と HEAVYLIFTVOY 書式は、個別

に作成された船荷証券と合わせて使用すること

を意図して作成されたものであるのにかかわら

ず、問題が生じる可能性があります。例えば、

HEAVYLIFTVOY は、さまざまな種類の船荷証

券が使用されることを想定して、

HEAVYVOYBILL に比べて重い義務や責任を伴

う船荷証券が発行される場合において、運送人

を保護するための標準的な免責規定が盛り込ま

れています。さらに、ヘーグ/ヘーグ・ヴィスビ

ー・ルールが船荷証券に適用され、その対象と

なる積荷が損傷した場合、運送人はパッケージ

リミテーションを主張することができます。単

独輸送の積荷、あるいは積荷全体が損傷を受け

た場合の回復可能な損害額は、当該積荷が船荷

証券に単一パッケージまたは単一ユニットのい

ずれで記載されているかによって異なり、また、

当該積荷の重量が記録されているか否かによっ

て異なるため、船主または運航業者は積荷に関

する記載内容を慎重に検討し、かかかる情報が

契約書類に正確に記載されるようにするべきで

す。 
 
リスクの最小化 
船主は、重量貨物の輸送を実施する前に、安全

管理システムを点検し、リスク評価を実施すべ

きです。貨物の吊り上げ作業は十分に計画する

ことが重要です。詳細計画は、荷送人の代表者、

貨物の管理者、運送人のサーベヤーが共同で作

成すべきです。貨物の説明、総重量、主要寸法

（必要に応じて図面を含む）などの詳細情報を

提供すべきでしょう。必要な場合には、ユニッ

トごとに総重量や重心などの重要情報を、船員

やステベがはっきり認識できるようにマーキン

グすることが望まれます。船積港と荷揚げ港で

の段取りについても十分な評価を行うべきです。 
 
航海を通じて安全な条件が確保できるように、

天気予報や安定条件のワーストシナリオを含め、

航海に必要な詳細情報についても十分に調べて

おくべきです。ラッシング用具については、強

さや形状が貨物の積み付けに適したものである

ことを確認すべきです。船員に対しては、安全

上の不安が生じた場合には、すべての吊り上げ

作業を中断する必要があることを周知しておく

べきです。 
 

 
重量貨物業界: さまざまな契約上のニーズへの

対応が必要 
 
さや形状が貨物の積み付けに適したものである

ことを確認すべきです。船員に対しては、安全

上の不安が生じた場合には、すべての吊り上げ

作業を中断する必要があることを周知しておく

べきです。 
 
船舶の荷役装置（船内クレーンを含む）や貨物

スペースについては、その妥当性の検証を行う

べきです。妥当性については、船舶の船級協会

と旗国に相談することが必要な場合があります

（特に、船級の承認の取得が必要になるような

改造を行う必要がある場合）。船舶の「貨物固

縛マニュアル」および IMO の「貨物の積み付



 

   
 
Heavy lift cargoes – Contractual issues and risk allocation                                     Gard News 203 August/October 2011 

けおよび固定のための安全実施規則」も参照す

べきでしょう。船舶が定期的に重量貨物の輸送

を行う場合は、船舶の「貨物固縛マニュアル」

に盛り込むことが可能な、荷揚げ・荷積み作業

用の標準チェックリストを作成しておくと役立

ちます。 
 
最後に、重量貨物の荷揚げ・荷積み作業は、日

中の適した天候条件の下でのみ実施するように

して、夜間作業時に起こりやすい事故のリスク

を最小限に抑えるべきです。この条件が確実に

満たされるようにするひとつの方法は、その内

容の条項を作成して用船契約に盛り込むことで

す。 
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進化続けるロイズ救助契約書式（LOF）: LOF 2011 
Lloyd’s Open Form continues to adapt and change: LOF 2011 

今回は、2011 年 5 月 9 日に公表された「2011 年版書式」（LOF 2011）に新たに組み込まれた変更

点について概説します。 
 

 
 
概要 
ロイズ救助契約標準書式（Lloyd’s Open Form
（LOF））は、国際的な救助契約標準書式とし

て、最も広く認知されているものです。LOF は、

1908 年 1 月の制定以来、法律の変更や環境の変

化、海難事故の深刻化、環境破壊に対する懸念、

海運業や海難救助業界のニーズや課題などに対

応するために、いくつかの改正が行われてきま

した。 
 
LOF、ロイズ救助・仲裁標準条項（LSSA）、

およびロイズ手続規則はすべて、LOF の仲裁プ

ロセスが機能するように標準的かつ確かな枠組

みを提供する役割を担う、ロイズの海難救助仲

裁局（SAB: Salvage Arbitration Branch）によっ

て管理されています。1908 年以降、LOF の実際

の文言は 11 回改訂されています。ご興味のあ

る方は、LOF の 2 ページ目の左端下部に表記さ

れている改訂年度をご覧ください1。 
 
新たな進展 – LOF2011 
2010 年と 2011 年 3 月にロイズ海難救助グルー

プ（LSG）2が主催した会合を経て、LOF 2000
と LSSA 条項に対する下記の修正案が合意され

                                                 
1 Gard News 197 号「Lloyd’s Open Form continues to adapt 
and change」を参照してください。 
2 ロイズ海難救助グループ（LSG）は、ロイズ、国際サルベージ

連合、財物保険引受業者/国際海上保険連合、P＆I クラブ国際

グループ、国際海運会議所、国際タンカー船主協会

（Intertanko）、海事弁護士グループ、海損清算人・請求/仲介人

協会の各代表者により構成されています。 

ました。この新しい LOF は、LOF 2011 として

知られているものです。 
 
仲裁裁定の公表 – 透明性の向上のための新たな

動き 
これまで、LOF の仲裁裁定書または控訴仲裁の

裁定およびその理由書は、当事者間だけの秘密

扱いとされてきました。しかし 2011 年 3 月、

LSG は、ロイズのウェブサイト3の指定された

エリアから申し込みすれば、仲裁裁定書または

控訴仲裁の裁定およびその理由書を入手できる

ようにすることに合意しました。LSSA 条項に

新設された 12 条の条件に従って、LOF 2011（2
ページ目）の重要事項に 3 条が新たに追加され

ました。ロイズ評議会は、裁定の公表から 21
日後に、仲裁裁定書または控訴仲裁の裁定およ

びその理由書を Web サイトに掲載することが

認められるようになりました。ただし、以下の

場合は、例外的な扱いとなります。 
1) 仲裁裁定に対して控訴が行われた場合。こ

の場合、控訴の通知が取り下げられるか、

控訴仲裁人が控訴裁定を申請した後に、裁

定書およびその理由書がロイズのウェブサ

イト上で入手可能となります。 
2) いずれかの当事者が、仲裁人に対してロイ

ズの代理店のウェブサイト上での裁定書の

公表の取り止めの申請を行った場合。仲裁

人が裁定に関する情報の掲載の延期または

取り止めを認める十分な理由があると見な

した場合、仲裁人は裁定書の公表を取り止

めることができます。この措置は、他の訴

訟が進行中であり、裁定の事由がその訴訟

に影響を与える可能性がある場合を想定し

たものです。 
 

ロイズ評議会への通知 

                                                 
3 ウェブサイトからの申し込み方法の詳細については、海難救

助仲裁局（SAB）（www.lloydsagency.com）をご覧ください。 
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これまで、海難救助者や被救助者の利害が速や

かに調整されて、SAB や LOF の仲裁システム

のサービスを必要としない場合に、LOF の締結

を SAB に通知せずに救助活動が実施されてい

たことがあります。こうした事例はここ数年増

加しており、LOF の実際の利用状況の測定を困

難にしています。新たに 4 条が LOF 2011（2 ペ

ージ目）の重要事項に追加されました。海難救

助者は、救助契約締結後 14 日以内にロイズ評

議会に通知し、署名された LOF 2011 契約の原

本または真正な写しを速やかに評議会に提出す

ることが義務付けられました。 
 
仲裁人および控訴仲裁人の報酬に関する保証 
従来、仲裁人およびロイズの報酬または費用を

担保していた救助保証状は、海難救助者に直接

提出されることがほとんどでした。ロイズが受

け入れられない形式で救助保証状が提出された

り、あるいは保証状そのものが提出されなかっ

たりして、仲裁人に対する報酬の不払いが懸念

されるケースがありました。6.6 条および 10.8
条が LSSA 条項に新たに追加され、仲裁人（6.6
条）と控訴仲裁人（10.8 条）それぞれが、仲裁

人が定める様式で仲裁人の報酬に対する救助保

証を一または複数の当事者に命じることができ

るようになりました。 
 
コンテナ船 – コンテナ貨物の救助に関する特別

規定 
LSSA 条項 – 13 条の新設 
1996 年仲裁法では、救助された財物の各所有者

に通知することが義務付けられているものの、

コンテナ船の場合はその対象者が数千にも及ぶ

場合があります。その中には、保険が付保され

ていない貨物や、代理人が指定されていない貨

物（非代理貨物）も混在しています。非代理貨

物の所有者全員の連絡先を突きとめて連絡を取

ることは費用がかかりすぎで現実には困難であ

り、公聴会の遅延、ひいては海難救助者の報酬

の受け取りが遅れる原因となっていました。13
条が LSSA 条項に新設され、仲裁等の通知は、

それぞれの非代理貨物の所有者ではなく、貨物

の荷主（通常は貨物の保険会社）を代表する救

助保証状の提出者に送達すれば十分であること

が規定されました。これで、送達が必要な通知

書の数が大幅に減るものと期待されます。 
 
LSSA 条項 – 14 条の新設 
これまで、海難救助者が「代理」貨物の荷主と

速やかに合意に達することができたものの、残

りの非代理貨物については、追加費用の発生す

る仲裁判断を受ける以外に選択肢が残されてい

ないケースがありました。LSSA 条項に新設さ

れた 14 条では、被救助貨物の価額の 75％以上

を構成する荷主と海難救助者との間で合意に達

した場合、仲裁人がこの合意を承認すれば、こ

の合意をもって残りの貨物の荷主を拘束するこ

とが可能となり、ごく少数の貨物の荷主を相手

に仲裁の申し立てを行わなくても済むようにな

りました。ただし、仲裁人がかかる命令を発す

る前に、合意内容の妥当性について確信を得て

いることが前提です。 
 
LSSA 条項 – 15 条の新設 
これまで、低価額のコンテナ貨物の荷主から救

助保証状を回収するのに要するコストが、海難

救助の仲裁や裁定の額に見合わないことを懸念

しなければならないケースがありました。

LSSA 条項に新設された 15 条では、被救助貨物

の価額が合意した金額を下回る場合、当該貨物

を報酬の対象とするためのコストが、支払われ

る報酬に見合わないと見込まれる場合、救助報

酬の対象から除外できることが定められました。

これは、わずかな報酬を得るために高額な費用

を負担しなければならない状況を回避しようと

するものです。今後、海難救助者がこの条項を

行使する場合、どこに金額の基準が設定される

ようになるか注目されます。 
 
結論 
LSSA 条項 13 条、14 条、15 条によって、今後、

救助保状証の回収やコンテナ貨物の荷主に対す

る仲裁判断を得るために必要なコストが軽減さ

れるようになります。仲裁裁定書または控訴仲

裁の裁定およびその理由書を入手しやすくする

ことは、LOF プロセスの透明性のさらなる向上

への第一歩であり、刑事裁判の報道が司法制度

の利用者の一助になっているのと同じように、
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判決のバラツキが少なくなる方向に寄与するも

のと思われます。また、締結された LOF をす

べてロイズへ通知することを求めることによっ

て、LOF の実際の利用状況をより正確に測定で

きるようになります。海難救助の報酬の問題は、

裁定に頼らなくても当事者間で解決できること

が望まれる中、仲裁人の報酬に対する救助保証

状の提出を求めることによって、仲裁人の報酬

が未払いとなる懸念の解消につながるものと思

われます。このように、LOF が海運業や海難救

助業界のニーズや懸案事項に合わせて進化でき

ることが、これら一連の変更が加えられたこと

によって改めて示されました。 
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用船者向け不稼働損失保険 
Charterers’ Loss of Use Cover 

 
Gard の 新の海上保険商品のご案内 
 
用船者向け不稼働損失保険（CLU）は、物理的

損傷以外の理由で船舶が使用できない場合に、

用船者の契約上の用船料の支払継続義務を補償

します。 
 
この保険商品は、長期間の抑留、遅延、拘留期

間中も多額の用船料を支払わなければならない

ような事態に対する用船者の不安を軽減するた

めに作られたものです。さらに、海事業界にと

って海賊行為が依然として大きな脅威であるこ

とを踏まえ、船舶が海賊に不法占有された場合、

その間の用船料の支払義務も保護対象となるよ

うに補償範囲が拡大されています。 
 
CLU は、Gard の基本的な用船者責任保険が付

保されているすべての船舶に適用されます。標

準の控除（免責）日数は 7 日、海賊行為の場合

は 2 日です。また、1 事故当たりの標準補償限

度額は 500 万米ドルで、限度額の増額も可能で

す。 
  
補償範囲は広く、Gard のクライアントである用

船者からも高く評価されています。CLU の補償

範囲を示す例として、まず、重大な遅延を招く

ような P&I の対象事象（例えば、貨物に関する

紛争により船舶が拘留される等）の結果として、

用船料の支払継続義務が生じるケースが挙げら

れます。また、規格外貨物であることが疑われ

るようなケースでは、必要な安全対策を施し、

貨物の改善手続きを完了するまで、その交渉期

間も含めて、数週間を要することがあります。

この場合も、CLU は用船料の支払義務を補償し

ます。 
 
別の例として、船舶には損傷がなかったものの、

港湾施設や桟橋に損傷を与えて拘留されるケー

スが挙げられます。この場合、請求者である現

地の当局から、保証として不当に高額な請求が

行われる可能性があります。また、妥当な結論

が得られるまでの期間中、船舶が継続拘留され

ることに船主が同意する可能性もあります。用

船者は、船舶の拘留中も用船料の支払義務を負

ううえに、数か月間船舶を使用できなくなる可

能性も生じます。この場合も、CLU で補償され

るため、用船者は用船料の支払負担から解放さ

れます。また、密航者を上陸させる場合も補償

対象に含まれます。密航者が乗船していた場合、

当局から船舶の入港が拒否され、許可された代

替港への航路変更を迫られるリスクがあります。

密航者を上陸させる必要が生じた場合、大抵は、

著しく運航が遅延します。この間も、用船者が

用船料の支払義務を契約上負っている限り、

CLU の補償対象となります。その他にも、用船

主の制御が及ばない障害が原因で、船舶が予定

された港に入出港ができずに遅延したようなケ

ースも補償されます。例外的に、CLU の補償対

象に含まれないのは、混雑、悪天候、氷河です。

具体的には、第三者の船舶が係留地から港外に

向かおうする際に浅瀬に乗り上げ、当該用船の

出港が妨げられるようなケースがこれに当たり

ます。用船契約の安全港保証により、用船者が

船舶の用船契約を解除することができない場合

は、CLU の適用対象となります。 
 
海賊関連の事故において、用船者の大きな金銭

的な不安の一つは、攻撃を受け、拿捕された場

合にも用船料の支払義務が継続することです。

BIMCO の 2009 年版定期用船契約の海賊条項

（Piracy Clause for Time Charterparties 2009）に

よると、船舶の用船契約は海賊から拿捕された

後も 90 日間継続されます。用船者にとってさ

らに大きな負担は INTERTANKO の海賊条項 ‐ 
定期用船契約であり、これには、拿捕されてい

る全期間にわたり、船舶の用船契約が有効に存

続することが規定されています。これらの条項

は、定期用船契約によく使用されているもので

あり、用船者にとって大きな負担となります。

この場合の用船料の支払義務も CLU の補償対
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象となるため、用船者が財務的な損失を被るリ

スクは軽減されることになります。 
 

後に、CLU に、薬物押収の追加補償が含めら

れる場合があります。これは、船内で違法薬物

や麻薬物質が発見されたり、その疑いにより、

船舶が拘留された結果、収益の全額または一部

が没収された場合、用船者の用船料の支払義務

を補償するものです。 
 
CLU および薬物押収の追加補償に関する詳細に

ついては、Gard の保険引受部門にお問い合わせ

いただくか、www.gard.no をご覧ください。 
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Gard セミナー（用船者と貿易業者向け）で討議された海賊問題 
Piracy discussed at Gard seminar for charterers and traders 

 
2011 年 5 月 5 日、Gard はジュネーブのスイソテ

ル メトロポール ホテルにおいて、用船者と貿

易業者向けの第 6 回年次セミナーを開催しまし

た。今回は、スイス、フランス、イタリア、ベ

ルギー、英国、オランダなど、ヨーロッパ各国

から 87 名のゲストが招待されました。 
 
クライアント、ブローカー、その他の貿易関係

者が参加し、Gard の商品開発や業界に影響を及

ぼす現在の課題について話を聞きました。 
 
Gard スタッフによるプレゼンに加えて、船長経

験者の Marc Nuytemans 氏による基調講演が行

われました。同氏は Exmar Shipmanagement 社の

最高経営責任者（CEO）、アントワープ海洋管

理機関の教授兼講座コーディネーター、ベルギ

ー王室船主協会の前 CEO などを歴任していま

す。 
 
同氏は、「海賊: 海のソプラノ」と題した講演

のなかで、海賊のビジネスモデルを詳細に考察

し、ソマリアには海賊に代わる合理的な経済活

動がなく、同国の破たん状態が続く限りにおい

ては、状況の改善は見込まれないだろうとの見

方を支持しました。 
 
同氏は公海における不十分で非効率な軍事介入

を挙げ、船舶の武装乗組員あるいは民間警備会

社のスタッフでは解決策が見いだせないと指摘

しました。 
 
また、海賊事件発生時にしばしば起こる用船者

と船主との緊張関係についても言及がありまし

た。そして、船主、用船者、荷主が、海賊とい

う共通の敵に直面しているが、おそらくそのい

ずれも解決策を持ち合わせていないため、各国

政府が軍事介入の強化と組み合わせて、ソマリ

ア向けの大規模な救済プログラムを協調して実

施すべきであるとの主張が示されました。しか

しながら、ソマリアには重要な天然資源がない

ため、いすれの政府にとってもソマリアの救済

が優先順位の上位に挙げられることはなく、し

たがって、この問題は未解決のまま、相当長期

間にわたり継続する可能性があるとの見解が示

されました。 
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MARPOL 条約附属書 V に基づく広域カリブ海特別地域の発効 
 Wider Caribbean Region Special Area under MARPOL Annex V in force 

 
 
組合員およびクライアントの皆様に、MARPOL
条約附属書 V「廃物による汚染の防止のための

規則」に基づく広域カリブ海（WCR）特別地域

が 2011 年 5 月 1 日から施行されていることを

念のためお知らせいたします。組合員およびク

ライアントの皆様においては、より厳格な廃物

処分規則を遵守する準備を整えることが求めら

れます。船内の掲示と廃物管理計画を必要に応

じて更新することが望ましいでしょう。詳細に

ついては、www.imo.org をご覧ください。 
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Save Our Seafarers（SOS）キャンペーン 
Save our Seafarers campaign 

 
国際タンカー船主協会（Intertanko）、国際乾貨

物船主協会（Intercargo）、ボルチック国際海運

協議会（BIMCO）、国際海運会議所

（International Chamber of Shipping）、国際運輸

労連（ITF）は、海賊撲滅キャンペーンを通じ

て、各国政府に対して、海賊を根絶することを

目的として、より厳格な法律、国際協定の更な

る強化、および断固とした政治的決議を導入す

るように働きかけを行っています。昨年、ITF
が組織した反海賊嘆願運動は 100 万人以上の署

名を集め、国際海事機関（IMO）の代表者に提

出されました。しかし、なかなか政治的な進展

は見られません。「Save Our Seafarers キャンペ

ーン」では、海賊が世界経済に及ぼす脅威の大

きさを政治家が過小評価していると考えていま

す。Gard はこのキャンペーンを支持し、運営に

必要な資金を援助しています。このキャンペー

ンにご協力いただける方は、

www.saveourseafarers.com.をご覧ください。 
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汚染防止の仕上げ？ – ワシントン州が新たな法律を制定 
Perfecting pollution prevention? – The State of Washington enacts a new statute 

 
海洋汚染に関する法律や規則の制定について、米国では州ごとにその取り組み姿勢が異なりますが、

ワシントン州はその中で最も積極的に活動している州の一つとなっています。 
 

 
 
各州に独自の海洋汚染にかかる法律と基準（法

的限度の範囲内で）の制定を明確に認めた 1990
年の米国油濁法（OPA 90）の成立以降、ワシン

トン州は、他州に先駆けて、いわゆる「最も達

成可能な汚染防止」手法（Best Achievable 
Protection（BAP））を組み入れ、船舶の人員配

置、タンカーの設計・建造、修理、運航などを

対象とする、独自の包括的な規則体系を導入し

OPA 90 の強化に動きました。しかし、この広

範囲にわたる規則体系については、米連邦政府

の規則領域にまで踏み込んだものであり容認で

きないこと、他州との間に深刻な相違が生じる

こと、遵守のための費用がかかり過ぎて実質的

に不可能であること、などの理由から業界の反

発を招きました。2000 年 3 月、国際独立タンカ

ー船主協会（Intertanko）は、ワシントン州の

11 の規則を実質的に憲法違反とする、米最高裁

判所の判決を勝ち取りました。これを受け、同

州は同年 6 月にこれらの規則を撤廃することと

なりました。 
 
ただし、それ以降も、ワシントン州政府は、定

期的に法律に抵触しない汚染防止規則を発令し

ています。2011 年 4 月、州議会はタンカーに対

する最新の規則案を可決し、州知事の署名を得

て成立にこぎ着けました。これらの法律は、

2011 年 7 月 22 日に施行されます。 
 

この新しい法律には以下の内容が含まれます。 
– 原油流出の発生から数時間以内に対応可能な

ように準備することを主目的とする、タンカー

のコンティンジェンシープラン条項の強化（3
年ごとの大規模装置の配備を含む）。今後、環

境保護省から 5 年ごとに新計画基準が発表され

ます。まずは、タンカーに関する基準が 2012
年 12 月 31 日までに示される予定です。 
 
– ワシントン州環境保護省は、流出原油の浄化

活動への参加を希望する多くの市民ボランティ

アに対応し、そのボランティアの活動に関して

州に免責を与えるためのボランティア調整シス

テムを構築することが求められる。このシステ

ムの目指すところは、2007 年のサンフランシス

コにおける「Cosco 釜山」重油流出事故の際、

カリフォルニア州が策定したボランティア対応

に関する規則と同様のものです。新しい法令は、

ボランティアに関することだけでなく、釣り用

ボートなどの VOO（Vessel of Opportunity）を原

油流出の復旧作業に活用できるようにすること

を盛り込むことも求めています。直近ではルイ

ジアナ州沖の「ディープウォーター・ホライズ

ン」事故において、小型船舶が原油流出対策と

して大きな役割を果たしことが確認されていま

す。 
 
– 海上での緊急事態、油流出、あるいは流出の

おそれが生じた場合、米湾岸警備隊に加えて、

ワシントン州環境保護省に対しても、その発生

から 1 時間以内に報告を行わなければならない。

同様の規定は、すでに他のいくつかの州政府で

施行されています。 
 
– ワシントン州は、コンティンジェンシープラ

ンの提出後 65 日以内に承認の可否を決定し、

通知しなければならない。 
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– ワシントン州法では、現在のところ、タンカ

ー船とタンカー以外の船舶において、それぞれ

の計画の使用が認められているが、包括計画で

はその両方の船舶の最大流出量を勘案し、それ

に対応可能な装備を備えなければならない。 
 
– 事故に対して課せられる州の罰金額は 3 倍と

なったが（1,000 ガロン以上の流出については、

1 ガロン当たり 3～300 米ドル）、流出後 48 時

間以内に回収された油は、流出量から差し引か

れる。 
 
これらの法律は、米国最高裁判所が州法に対し

て設定した法的範囲内に収まっているようです。

したがって、ワシントン水域で航行する船舶を

所有するタンカー船の運航業者（およびタンカ

ーとタンカー以外からなる混合船舶の運航業

者）は、これらの法律に準拠するプログラムを

作成・実施する必要があります。また、今後、

動向に合わせて、プログラムの修正作業も必要

となるでしょう。 
 
米国の他の沿岸州は、当然ながらワシントン州

の新しい法律に注目しており、自州の法律に含

まれていない条項については、追従してくる可

能性があります。このように、ある州が流れを

作り、やがて他州が追随し、最終的に全米に広

がり「新たな基準」となるのです。各州政府は、

連邦政府の汚染規則についても関心をもって注

視しており、それぞれの州の状況に合う形で採

り入れて、法律の強化を進めていくでしょう。 
 
米国の海洋汚染対策については、各州が、他州

や連邦政府の法律を参考にしながら法の整備を

進めているのが一つの特徴であり、他州・連邦

政府の計画を注視し、柔軟に採り入れているの

も特徴です。海洋汚染対策に関する計画と規則

が大きく変化していく中、Gard では、引き続き

その動向を注視し、皆様への報告を行って参り

ます。 
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NIS と NOR の登録船舶: MSCHOA への強制登録と UKMTO 
NIS and NOR-registered vessels: mandatory registration with MSCHOA and UKMTO 

 
ノルウェー国際船籍（NIS）およびノルウェー船籍（NOR）は、MSCHOA への登録と UKMTO へ

の報告義務があります。 
 
Gard News 198 号の記事「Why registration with 
MSCHOA is vital in the war on piracy」では、EU
海上部隊（EUNAVFOR）が運営する海上警備

センター「アフリカの角（MSCHOA）」が、海

賊攻撃の阻止と海賊グループの活動分断に有益

な情報を提供することで、商船の保護に寄与し

ていることが紹介されていました。また、

MSCHOA は、合同海上部隊と業界との接点と

しての役割を果たす、ドバイ英国海軍商船隊司

令部（UKMTO）と協力関係にあることにも触

れていました。同記事では、MSCHOA/UKMTO
が支援を提供しているにもかかわらず、すべて

の船舶が同センターに登録をすることを選択し

ているわけではないことも指摘していました。 
 
この矛盾している状況を背景として、ノルウェ

ー海事局（NMD）は最近、ベストマネージメ

ントプラクティス 31で定義されているとおり、

海賊出没リスクが高い海域で運航する、ノルウ

ェー国際船籍およびノルウェー船籍として登録

されている船舶に対して、MSCHOA への登録

とドバイ UKMTO への報告を義務付ける回状を

発行しました。この登録用の様式は

www.mschoa.org.で入手できます。 
 
危険度の高い海域で貨物輸送を行うすべての

Gard 組合員は、MSCHOA への登録と UKMTO
への報告を行うことが推奨されます。ノルウェ

ー国際船籍およびノルウェー船籍の船舶がこれ

らの新しい法律上の義務（MSCHOA への登録

と UKMTO への報告）を怠った場合は、P&I 担
保が損なわれる可能性があることに留意してく

ださい。この強制適用される登録・報告の要件

は、船上と移動式海洋掘削装置の安全性とテロ

への備えに関する 2004 年ノルウェー法令第 972、
6A 項に準じたものとなっています。Gard 組合

                                                 
1 Gard News 200 号の記事「Piracy – Best Management 
Practices, version 3」参照。 

員におかれては、とりわけ安全操業、安全確保、

管理に関係する船舶の旗国のすべての法令要件

を遵守するか、あるいは遵守させなければ P&I
担保を確実なものとすることはできません2。 
 
 

                                                 
2 Gard 規則 8.1.ｆ参照。 
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Gard の新しいクレーム管理体制 
Gard’s new Claims Management 

 
Gard は、クレーム・イニシアティブ・プロジェクトの成果を受けて、「損害防止とリスク評価」に

加えて、クレームの種類別に「プロセスオーナー」として機能する 7 部門を新設し（各部門が全事

業分野を担当）、クレーム管理体制の再編と強化、各種サポート機能の拡充を実施しました 1。

た1。 

（左から）Christopher Mackrill，Terje Paulsen，
Lene-Camilla Nordlie Langås，Leif Erik 
Abrahamsen，Svein Andersen，Geir Sandnes，
Mark Russell，Nick Platt，Jan-Hugo 
Marthinsen，Alice Amundsen 
 
2011 年 2 月 20 日から、この新体制での業務を

開始しています。以下に、各クレーム管理チー

ムのメンバーの略歴をご紹介します。 
 
Svein A. Andersen 「クレーム」担当シニア・

バイス・プレジデント 
Svein は、世界中の P&I、船体、エネルギー関

連クレームを含む、Gard の全保険商品と全オフ

ィスのクレームを担当する「クレーム」部門の

トップを務める。ノルウェー船籍の商船の航海

士を務めた後、1984 年にクレーム担当の幹部と

して Gard に入社。一等航海士の有資格者であ

り、商船船長試験にも合格している。クレーム

担当の若手幹部として勤務するかたわら、オス

ロ大学の聴講生として法律を学ぶ。アーレンダ

ルオフィスで、「事故、環境、財産部 
 
（Casualty, Environmental and Property）」と

「クレーム部」の乾貨物セクションのシニア・

マネージャーを兼務した後、「P&I クレーム」

の責任者に就任。2006 年、Gard の香港オフィ

スに着任。その後、2007 年 8 月から Gard 全体 

                                                 
1 Gard News 第 202 号の記事「Gard’s new claims 
management structure」を参照してください。 

 
 
のクレーム責任者に就任。 
 
Leif Erik Abrahamsen 「マリン・クレーム」

担当バイス・プレジデント 
Leif は、1983 年にノルウェー海軍兵学校を卒業

後、9 年間、高速巡視船に乗務（うち、6 年間

は船長として乗務）。その後 4 年間、ノルウェ

ー西海岸で公務員パイロットとして勤務した後、

1996 年 Vesta に入社。同社ではクレーム部（2
年間）と損害防止/リスク管理部（3 年間）に所

属。2000 年に Gard に入社。2001 年に「クレー

ム部」に配属。現在、「海事クレーム」部の管

理と海事クレーム処理の責任者を務める。 
 
Alice Amundsen 「ディフェンスクレーム」担

当バイス・プレジデント 
Alice は、1991 年に Gard に入社し、アーレンダ

ルのディフェンスクレームチームに配属される。

英国と香港のソリシターの資格を保有し、Gard
入社以前は、Eversheds、Holman Fenwick & 
Willan に所属。1996 年から 1999 年まで、アー

レンダルの「ディフェンスクレーム」担当シニ

ア・マネージャーを務める。「クレーム管理」

チームに異動後、Gard のナレッジマネジメント

計画のリーダーや、Storebrand および Vesta との

合併に伴う各種プロジェクトにおいてリーダー

を務める。2005 年に、世界全体のディフェンス

チームの統括者として「ディフェンスクレー

ム」部門に復帰。現在は、アーレンダルオフィ

スとロンドンオフィスで交互に勤務。ディフェ

ンスのほか、P&I、プロジェクト管理にも豊富

な経験を持つ。 
 
Lene-Camilla Nordlie Langås 「人的クレー

ム」担当バイス・プレジデント 
海事法を専門とするノルウェーの弁護士。オス
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ロ大学で法学士号を取得したほか、アグデル大

学で開発調査の学士号を、オスロ大学で国際マ

ーケティングの学士号を取得。2004 年 4 月にク

レーム部門の「人身傷害・乗組員」セクション

（現在は、「人的クレーム」に改称）に暫定的

所属。卒業後、2005 年 1 月にクレーム担当幹部

/弁護士として採用される。2008 年、「人身傷

害・乗組員」チームのシニア・マネージャーに

就任。 
 
Christopher Mackrill 「衝突クレーム」担当バ

イス・プレジデント 
デューク大学（ノースカロライナ州）で生物学

と環境学の学士号を取得した後、ロンドン・メ

トロポリタン大学において海事法学士号を取得。

2000 年に Gard に入社後、クレーム部門の「事

故、環境、財産クレーム」セクションに配属。

2 年間、同セクションの管理者を務めるかたわ

ら、海洋環境保護に関する Gard Handbook の作

成にも携わる。2009 年から 2011 年 2 月までは、

クレーム・イニシアティブ・プロジェクトのプ

ロジェクトマネージャーとして専従。現在は、

衝突クレームの責任者と、クレーム部門の改善

担当を兼務し、クレーム・イニシアティブ・プ

ロジェクトの成果の実現に向けて取り組んでい

る。国際グループの海難救助小委員会に Gard
の代表として参加。 
 
Jan-Hugo Marthinsen 「オフショアエネルギ

ークレーム」担当バイス・プレジデント 
Jan-Hugo は、1979 年、Storebrand 社の海上保険

引受部門（Tromsø）のアシスタントとして保険

業界のキャリアをスタートさせた。1986 年、ノ

ルウェー海運アカデミーの保険業課程をトップ

クラスで修了。Storebrand 社のオフショアエネ

ルギー部門（オスロ）のクレーム管理者に就任。

その後、ロンドンの勅許保険協会で準会員試験

に合格し、Chartered Insurer の免許を取得。2000
年に Gard に移籍。現在は、「オフショアエネ

ルギー」クレームの責任者として、複雑かつ大

規模な損害を中心に、クレーム業務全般に関与

している。1996 年にリレハンメル・エネルギ

ー・クレーム会議が発足して以来、年次会議の

組織委員会の議長を務めるほか、国際海上保険

連合のエネルギー・オフショア委員会の委員と

北欧海上保険連合（Cefor）の役員も務めている。 
 
Terje R. Paulsen 「損害防止とリスク評価」担

当シニア・マネージャー 
2009 年、Gard 入社。1992 年にノルウェー海軍

兵学校を卒業後、9 年間、高速巡視船に乗務

（うち、4 年間は艇長として乗務）。ノルウェ

ー海軍兵学校において、リーダー養成プログラ

ムの責任者を 4 年間務める。ノルウェーの高速

コルベット艦の導入にも尽力。ノルウェー経済

大学で経済、戦略、シナリオ計画の学士号を、

ノルウェー海軍兵学校でリーダーシップ、国際

研究、ロジスティクスの学士号を取得。2007 年、

オスロのノルウェー陸軍士官学校を卒業。Gard
では、損害防止マネージャーを務めた後、現職

に就任。Gard News 編集委員会の一員。IUMI の
損害防止委員会の Gard 代表を務めている。 
 
 
Nick Platt 「環境クレーム」担当バイス・プ

レジデント 
1970 年代半ば、ロイズの回収部門（現在の

Xchanging Claims Services）で運送人に対する貨

物クレームを扱う。1978 年、Gard の英国コレ

スポンデントの O. Kverndal & Co.に入社し、

Gard のオフィスとの合併後、1986 年に Gard 
(UK) に転籍。P&I クレーム全般の経験に加えて、

船体クレームの経験も持つ。15 年間にわたり、

Gard (UK) クレームチームのヘッドを務める。

現在は、Gard のクレーム部門において、全オフ

ィスの「環境クレーム」のほか、大規模あるい

は複雑な事案の処理（オンサイトの立ち会いを

含む）とマネジメントを支援する責任を担って

いる。また、国際グループのクレーム協調小委

員会において Gard の代表を務めるほか、船員

の公正な処遇に関する国際円卓会議にグループ

の代表の一人として参加している。 
 
Mark Russell 「貨物クレーム」担当バイス・

プレジデント 
1996 年、クレーム担当幹部として Gard に入社。

それ以前は、6 年間、タンカー船、コンテナ船

に船員として乗務。二等航海士の免許を取得後、
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サウサンプトンとワイト島間を運航するフェリ

ーの一等航海士として勤務。サウサンプトン大

学において海事研究の優等学位を取得。Gard の

「Guidance on Bills of Lading」の著者であり、

「Guidance to Masters」の前版の執筆にも加わる。

長年にわたり、P&I クレーム全般を経験した後、

2006 年に Gard UK のクレームチームの管理者

に就任。2010 年夏から現職。 
 
Geir Sandnes 「クレーム」担当バイス・プレ

ジデント 
Geir は、通信士として、短期間海上勤務を経験

した後、1983 年に Gard に入社。以来、クレー

ムの処理と監督業務に携わる。海運経済学士号

を持ち、ノルウェー保険アカデミーの卒業生で

もある。現在、Gard の外部サービス提供者（コ

レスポンデントを含む）の選定とパフォーマン

ス評価を担当。そのほか、クレームに関する品

質管理システムなど、全部門が共通で使用する

機能の責任者も務める。Gard News 編集委員会

の一員。P&I クラブの国際グループのレプリゼ

ンテーション小委員会の Gard 代表も務めてい

る。 
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米国法 –  CARB 規制の最新情報 
US Law – CARB Regulations update 

 
第 9 巡回区控訴裁判所は、カリフォルニア州の港に寄港する船舶に対してカリフォルニア州の沿岸

24 海里以内での低硫黄燃料の使用を求めるカリフォルニア州大気資源局（CARB）の規制を支持し

ました。 
 

 
 
Gard News では、2008 年以来、カリフォルニア

州が推進してきた船舶からの燃料の排出を規制

する取り組みがもたらした、司法のねじれを追

いかけてきました1。最新のものは、第九巡回区

控訴裁判所が出した判決であり、これは、

CARB がカリフォルニア州の港に寄港する船舶2

に対してカリフォルニア州の沿岸 24 海里以内

を航行する際に低硫黄燃料を使用することを求

めた規制について、その強制の差し止めを求め

た太平洋商船協会（PMSA）によるサマリー・

ジャッジメント（正式事実審理を経ないでなさ

れる判決）を求める申立ての却下を認めたもの

です3。PMSA は、カリフォルニア州が規制でき

る水域は、浸水地法 Submerged Lands Act (SLA)4

で定める「海側境界」であるその沿岸 3 海里以

内の水域に限られるとして、同規制に異議を申

し立てました。PMSA は、同規制は通商条項お

よび海事法優先原則に基づいて違憲であるとも

主張しました。 

                                                 
1 Gard News No.186 “The new Califirnia Vessel Air 
Emmission Regulations – Facing legal challenged”,  Gard 
News No.188 “Airing differences – Vessel air emissions in 
the US”, Gard News 195 “US Vessel General Permit 
deadlind reminder” を参照。 
2
”無害通航” に該当する船舶通行は除外 

3 Pac. Merch. Shipping Ass’n v. Goldstene, 2011 U.S. App. 
LEXIS6239 (9th Cir. 2011) を参照 
4 ６７Stat. 29, 43 U.S.C. sec 1301 et seq. 

 
問題の規制は、2009 年 7 月から施行されている

ものです。同規制では、カリフォルニア州の港

に寄港する外航船は、24 海里内で航行するとき

は、すべての主機、補機、補助ボイラーで、硫

黄含有率が 0.3%から 1.5%の船用ガス燃料油ま

たは硫黄含有率が 0.5%以下の船用ディーゼル

油を使用することが求められています。この硫

黄含有率の制限は、2012 年 1 月に 0.1%に引き

下げられます。裁判所が指摘したように、船主

は、その燃料の使用に関する詳細な記録をとる

ことが求められ、規制を遵守しない場合には、

罰金や刑事訴追を含む制裁が科されることがあ

ります。 
 
控訴裁判所の判断 
裁判所は、「問題の規制の枠組みは、州の法当

局に独自の限度を押し付けるものである」こと

を認めましたが、「州にはそうする明確な正当

性があった」ことを示す十分な証拠があること、

「カリフォルニア州が有する独立した取り締ま

り権により、州はその住民の健康、安全、福祉

を保護するために広範な法律を制定することが

できる」と判断しました5。 
 
当該規制が SLA によって設定された州の領域

である 3 海里を超えてカリフォルニア州の権限

を不適切に拡大したものであるとして異議を申

し立てられている点について、裁判所は、

CARB は、カリフォルニア州の境界を拡張しよ

うとするものではなく、むしろ、「州およびそ

の住民に重大な悪影響を及ぼすような、州の領

域を超える行為を規制」しようとするものであ

                                                 
5 Pac. Merch. Shipping Ass’n v. Goldstene、supra *14-15 
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ると判断しました6。したがって、この規制は、

SLA に違反するものではありませんでした。 
 
カリフォルニア州が、海事通商（州の境界線外

の海域における行為）という既に連邦法が優先

している「分野」を侵犯したとの主張について、

裁判所は、CARB 規制を、最高裁判所が州の取

り締まり権に属すると判断した「最終的には大

気汚染の防止と規制に関係するもの」であると

して区別しました7。しかも、裁判所が簡単に認

めたように、船舶の排出によって生じる大気汚

染は、MARPOL 条約附属書 VI の施行にあたっ

て連邦政府が確実に対応してきているもので、

同附属書に従い、2012 年 7 月をもって、カナダ

と米国の沿岸の 200 海里までの水域が排出規制

海域（ECA）として指定される予定です8。 
 
CARB 規制には、時限条項が設けられているこ

とは注目に値します。裁判所が述べたように、

「ECA が定めた引き上げ後の基準が効力を生じ

た時点で、［CARB 規制］は終了すると予想す

ることは合理的である」といえます9。裁判所の

非常に長い意見では、提起された多数の法的問

題が誠実に扱われたものの、裁判所は、CARB
規制にはかなり限定的な「有効期間」が設けら

れることを知っていたため、最終的に、カリフ

ォルニア州が同州の法当局に「独自の限度」を

押し付けることを容認する用意があったように

思われます。 
 
CARB は、硫黄含有率を 0.1%に制限することを

2012 年 1 月 1 日から 2014 年 1 月 1 日に延期す

ることを含め、規制に対する修正を提案してい

ます。公聴会は、2011 年 6 月 23 日にカリフォ

ルニア州サクラメントで行われる予定です。修

                                                 
6 ld *30-31 
7 ld. *2727.  The Court took care to distinguish the CARB 
regulations from those at issue in United States v. Locke, 
529 U.S. 89 (2000) where the Supreme Court ruled that 
certain aspects of Washington state’s regulation of oil 
tankers could not stand because state action had the same 
purpose as federal legislation – preventing oil tanker 
accidents. Id., *28-29. 
8 The sulphur content for fuel used by vessels travelling 
within the ECA will be 1 per cent until 2015, when it will 
decrease to 0.1 per cent. 
9 Pac. Merch. Shipping Ass’n. v. Goldstene, supra, *69. 

正には、規制が適用される地域に、サンタバー

バラのチャンネル諸島の 24 海里内の水域も含

めることの修正も含まれます10。これは、船舶

は航路を変更することによって規制の適用を逃

れようとするだろうという CARB の予想を反映

したものであるとともに、米海軍が試験と訓練

に使用しているポイントマグーの洋上射場の交

通量が著しく増大することを米海軍が懸念して

いることを踏まえたものであることは明らかで

す。最後に、CARB は、船舶が遵守しなかった

場合の課徴金について、船舶がカリフォルニア

の港に到着した時点で適正な燃料を購入し、使

用すれば、減額することを提案しています 11。 

                                                 
10 Source: News from Bryant’s Maritime Consulting, May 

17, 2011, http://brymar-consulting.com. 
11. See Keesal, Young & Logan article, “Court Upholds 
California Low Sulfur Regulations”, 8th April 2011, at 
www.kyl.com. 
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次亜塩素酸カルシウムに関するよくある質問 
Frequently asked questions on calcium hypochlorite 

 
Gard News 第 196 号と第 202 号1の記事において、

1998 年 12 月下旬に、あるコンテナ船上で爆発

した「粗悪な」次亜塩素酸カルシウム貨物に関

して、Gard の組合員である定期用船者がその貨

物の荷送人に対し、英国裁判所で起こした訴訟

の結果についてお知らせいたしました。当該荷

送人が、裁定額の大半を未払いのままとしてい

るため、現在は、強制執行の手続きが取られて

いるところです。 
 
事故の深刻度、船積みされる次亜塩素酸カルシ

ウムの品質等級が多様化していること、このよ

うな貨物が冷凍コンテナに船積みされる傾向に

あることを勘案して、Gard と国際グループ加盟

の他のクラブが共同で、2 社の専門業者に委託

して、次亜塩素酸カルシウムの輸送の検討・準

備を行う際の参考となる FAQ を作成いたしま

した。 
 
FAQ は Gard の下記ウェブサイトでご覧いただ

けます。

www.gard.no/ikbViewer/Content/16694522/Internati
onal%20Group%20FAQs%20Calcium%20hypochlo
rite.pdf. 
 
この FAQ は、現在、国際グループの公式の指

針となっています。組合員およびクライアント

におかれては、この FAQ に従って行動するよ

うにしてください。 
 
 
 

                                                 
1 「English law – Has justice finally been done on the 
calcium hypochlorite cases?」および「English law – Calcium 
hypochlorite case goes to the Court of Appeal」 
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救命艇の離脱フックと復旧機構に関する SOLAS 条約の改正 
SOLAS amendments concerning lifeboat release hooks and retrieval systems 

 
救命艇の安全性に関する正しい方向への第一歩 
 

 
SOLAS 条約の改正: 救命艇に関する厳格な新安

全基準 
 
2010 年 5 月、IMO の海上安全委員会（MSC）
は、救命艇の離脱フックと復旧機構に関する

SOLAS 条約（海上における人命の安全のため

の国際条約）の修正条項を採択しました。 
 
MSC は、国際救命設備コード（LSA コード）

の新要件に準拠しない救命艇緊急離脱機構を、

2014 年 7 月 1 日以降の最初に予定されている船

舶の乾ドックまでに（ただし、遅くとも 2019
年 7 月 1 日までに）交換することを求める

SOLAS III 章第 1 規則 5 項を新たに採択しまし

た。この改正案は 2013 年 1 月 1 日に発効する

予定です。今回の改正は、救命艇の進水時にお

ける事故を防止するため、救命艇の離脱・復旧

機構に関するさらに厳格な新安全基準を制定す

ることを目的としたものです。 
 
今回の改正案が施行されると、相当な数の救命

艇の離脱・復旧機構の評価と交換を行う必要が

求められることになるため、MSC では、救命艇

の離脱・復旧機構の評価と交換のガイドライン

も採択しました。このガイドラインでは、既存

システムの評価については、2013 年 7 月 1 日ま

でにメーカーが実施することと定められていま

す。製造元のメーカーがなくなってしまってい

るか、サポートを提供していない場合には、他

のメーカーまたはシステムに責任を負う他の者

が評価を行うことが認められいます。期日まで

に評価が行われない場合、その離脱・復旧機構

は新しい要件を満たしていないものとみなされ

ます。 
 
IMO 加盟国は、可能な限り早期に、LSA コード

の改正案に準拠する新たな緊急離脱・復旧機構

の承認プロセスを開始することが奨励されます。 
 
Gran News の過去の記事においても、救命艇の

離脱フックと復旧機構に関わる安全性の問題を

何度か取り上げてきましたので1、今回の改正は、

前向きな取り組みとして評価できます。 
 
Gard では、今回の改正条項が実施されることで、

救命艇の落下問題が大きく減少するものと期待

しています。 
 
詳細については、IMO ウェブサイト

www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries/MS
C/Pages/MSC-89th-session.aspx 
または、DNV ウェブサイト 
www.dnv.com/industry/maritime/publicationsanddo
wnloads/publications/newsletters/technical_regulator
y/2011/imomaritimesafetycommittee89thsession20m
ay2011lifeboatreleaseandretrievalsystems.asp. 
をご覧ください。 

                                                 
1 Gard News 146 号「Totally enclosed lifeboats」、「Lifeboat 
accidents」、Gard News 154 号「P&I incidents – Offshore 
personal injury」、Gard News 164 号「Industry investigation 
into lifeboat safety」、Gard News 183 号「A 20-year 
anniversary – The loss of lives in lifeboats with on-load 
release hooks」、「Twelve men in a boat」、「The end of a 
musical career」、「A fatal rescue operation」、Gard News 
184 号「Letter to the Editor – Lifeboat accidents」、Gard 
News 189 号「Gard Academy conference on lifeboat hooks」、
Gard News 191 号「When safety matters – The invisible 
human misery」 
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行動安全システムに関する船会社向けガイドライン 
Guidelines to shipping companies on behavioural safety systems 

 
新ガイドラインでは、危険な行為および状況に

ついて、観察、介入、報告を実施することが、

セーフティカルチャーを向上させるためのベス

トな方法であることが強調されています。 
 
英国の国家海上健康安全委員会（National 
Maritime Health and Safety Committee）（英国海

運会議所、ノーチラス・インターナショナル、

RMT の 3 者が主催）から、最近、行動安全シス

テムに関する船会社向けのガイドラインが発行

されました。このガイドラインは、危機感の不

足が海難事故の原因となっているケースが増加

しているという、海難事故調査局（Marine 
Accident Investigation Branch）の指摘に応えて作

成されたものです。このガイドラインでは、危

険な行為および状況について、観察、介入、報

告を実施することが、セーフティカルチャーを

向上させるためのベストな方法であることが強

調されています。 
 
同ガイドラインのコピーは、英国海運会議所の

ウェブサイト www.british-
shipping.org/publications/codes/から注文できます。 
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2011 年 Gard アカデミーサマーセミナー 
The 2011 Gard Academy Summer Seminar 

 
2011 年 6 月 9 日と 10 日の両日、Gard 恒例のサマーセミナーがアーレンダルで開催され、20 以上の

国から過去最高の 150 名が参加しました。 
 

 
2011 年 Gard アカデミーサマーセミナーの参加

者 
 
今年の主なプログラムは、以下のとおりです。 
Gard の Claes Isacson による「Gard の現状報告」、

World-Wide Shipping Agency Limited の Stephen 
Pan 氏による「中国経済の発展と国際貿易への

影響」、NATO ノースウッド連合海上部隊司令

部の Narve Nordanger氏による「ソマリア沖海

賊の戦略と技法とその対策」、ノルウェー船主

協会の連絡担当安全対策スタッフの Henning 
Smidt 氏による「船舶の海賊対策」、NYA イン

ターナショナルの Neil Young 氏による「ソマリ

ア沖海賊との交渉」、国際グループ事務局の

David Baker 氏による「P&I 業界の課題」、Gard 
(HK) の Catherine Wong による「中国の汚染に

対する新たな法規制」、London Offshore 
Consultants (Australia) Pty Ltd の Alex Harrison 氏

による「ウエスト・アトラスにおける海難残骸

物除去」、Gard の Svein A. Andersen による

「Gard のクレーム・イニシアチブ」。 
 
6 月 9 日の午後、参加者一行はボートでの観光

に招かれ、かつて大型帆船によるアーレンダル

交易で全盛を極めた美しい Merdø 島を訪れまし

た。そこでは、200 年前に船長の住居、税関、

ホテル、造船所、水先案内人の乗船場、学校、

郵便局として使用されていた建物を見学するこ

とができました。観光の後、Gard 本部の中庭に

おいて、Gard スタッフよる演奏を聴きながら、

ビュッフェ形式で振る舞われた新鮮な貝類を使

った伝統料理を楽しみました。 
 



 

   
28 

Loss Prevention and P&I Member Circulars, spring 2011                                          Gard News 203 August/October 2011 

ロス・プリベンション・サーキュラー・P&I メンバーサーキュラー、
2011 年春 

Loss Prevention and P&I Member Circulars, spring 2011 
 
以下のロス・プリベンション・サーキュラーと

P&I メンバーサーキュラーは、2011 年春に Gard
が発行したものです。 
 
ロス・プリベンション・サーキュラー 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.03-
11、2011 年 3 月: 航海データ記録装置（VDR） 
 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.04-

11、2011 年 4 月: 米沿岸警備隊、米領海内の

船舶に対する 
米環境保護庁の Vessel General Permit プログラ

ムの適用を強化 
 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.05-
11、2011 年 4 月: バンカーのサンプル採取 
 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.06-
11、2011 年 5 月: 貨物の液状化問題 ‐ ブラジル

からのシンターフィード 
 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.07-
11、2011 年 5 月: ドミニカ共和国における環境

問題 
 
－ロス・プリベンション・サーキュラーNo.08-
11、2011 年 6 月: ターミナルでの荷役作業後の

陸上パイプラインの洗浄 
 
P&I メンバーサーキュラー 
－P&I メンバーサーキュラーNo.02-11、2011 年

3 月: 用船契約書の条項 ‐ 補償リスクの免責 
 
－P&I メンバーサーキュラーNo.03-11、2011 年

4 月: 2011 年 3 月に日本の福島原子力発電所

で発生した事故による放射能汚染リスクに関

する応訴担保 
 

－P&I メンバーサーキュラーNo.04-11、2011 年

5 月: 船舶による海洋汚染の防止と管理に関す

る中国の規則 
 
－P&I メンバーサーキュラーNo.05-11、2011 年

5 月: 保険年度のレビュー 
 
ロス・プリベンション・サーキュラーと P&I メ
ンバーサーキュラーは、すべて www.gard.no.か
ら入手できます。 
 
Gard のロス・プリベンション・サーキュラーの

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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John Martin（Gard (HK) の前マネージング・デ

ィレクター）は、Gard (Japan) K.K.のクレーム

担当ディレクターに就任しました。 
 
Richard Corwin（アジアのリージョナル・ディ

レクター）は、Gard (HK) のマネージング・デ

ィレクターに就任しました。 
 
Svein Just は、プロパティ＆サービス担当の副

社長として Gard に入社しました。Gard 入社以

前は、Fjellkraft AS でビジネス開発を担当。ま

た、Enteca AS のジェネラル・マネージャー、

Markedskraft ASA のセールス・マネージャーも

歴任。 
 
Peter Newell は、ディフェンスクレーム担当の

シニア・マネージャーとして Gard (UK) に入社

しました。Gard 入社以前は、Shaw & Croft、
Middleton Potts、Lawrence Grahamなどで弁護士

としての経験を積んだ後、潜水艦スペシャリス

トとして英国王室海軍に所属。その後、西イン

グランド P&I クラブで７年間勤務。 
 
Kunbi Sowunmi は、Charterers Traders チームの

上級弁護士として Gard に入社しました。11 月

までロンドンで業務を行った後、ニューヨーク

へ異動予定。国際貿易と船舶担当のソリシター。

Gard 入社以前はの Holman Fenwick、Willan 及び

ロンドンの二つの米系法律事務所を経て、社内

弁護士としてハーグの BHP Billiton に所属。 
 
Kristin Urdahl は、損害防止・リスク評価部門

の損害防止担当エグゼクティブとして Gard に

入社しました。サウス・ダコタ鉱業技術大学に

て機械工学の理学修士号を取得。Gard 入社以前

は、Sevan Marine の上級エンジニアとして勤務。

それ以前は、DNV に所属。 
 
Peggy Lemou は、クレーム担当エグゼクティブ

として Gard (Greece) に入社しました。Gard 入

社以前は、ピレウスにある大手仲裁関連企業を

経て、直近 5 年間はクレーム担当役員としてア

メリカン・クラブのピレウス事務所に所属。 
 
Gard (Japan) K.K.の代表を務めたテラマチ・ヒ

デオは勤続 20 年を経て定年を迎えました。私

たちは同氏の長年の激務に感謝するとともに、

退職後のご健康とご多幸を祈念いたします。  
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