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人材への投資のとき 
Time for talent 

 

 
Claes Isacson 
CEO 
 
厳しい時代、すなわち当面、世界経済が苦境に

見舞われることがはっきりしている時代におい

ては、ものごとを見直して節約を心掛けるのが

一般的な対応です。このような先行きが不透明

なときには、リソースを慎重かつ保守的に使用

するのが良いように思えますが、人材への投資

は例外であるべきです。 
 
海運・保険業界において、物的資産の運用と保

全に多大な関心が払われていることは、扱う資

産の価値からして当然のことです。しかし、現

実には、海運・保険業界は人材という資産に大

きく依存しているため、業界の健全性を長期に

わたり維持するには、人材の育成を継続して行

っていく必要があります。 
 
国際的な取り組み 
Gard が積極的に参加している業界の主な取り組

みの 1 つに、国際海事機関（IMO）が主催する

世界海事大学（WMU）があります。WMUは、

世界の海事関係者によって設立されました。海

事教育と研究の中核的拠点として機能し、海上

交通、政策と運営、マネジメント、安全、環境

保護の各分野における実行可能な最高の規範の

普及促進を行っています。 

 
今年は、専門知識を高めるためのプログラム強

化が実施されて以降、初めての卒業生を輩出し

ます。卒業生の出身国は多岐にわたり、女性の

卒業生はこれまでの最多となる 31 人、アフリ

カ人卒業生の数も 1989 年以降の最多（36 人）

となります。2001 年以降で、平均年齢（33.3
歳）が最も低い代でもあります。 
 
このようなグローバルなスケールで知識の交換

と移転を促進する組織は、規範を高め、新たに

直面する事業運営上のリスク（法的、事業面、

政治的なリスク）に対処するうえで、極めて大

きな役割を担いつつあります。 
 
人材の育成 
当社は、大学卒業生と若手社会人を対象として、

第 5 期 Gard トレーニープログラムの参加者の

募集を開始いたしました。このプログラムは、

Gard 社内の各部門での OJT を通じて、海上保

険業界について学ぶための機会を提供するもの

です。プログラムでは、理論と実践の両方が身

に付けられるように、Gard アカデミーによる講

義とセミナーのほか、ロンドンの法律事務所へ

の訪問や、ロイズへの同行訪問、船骸撤去の現

場体験、船舶見学などの社外活動が用意されて

います。 
 
ここ数年、トレーニーのほとんどが Gardか、

海事業界のほかの企業に就職しています。海運

業界内のさまざまな企業との関係の強化にもつ

ながるため、この傾向が今後も継続することを

期待しています。 
 
Gard アカデミーは、現在まで、社内スタッフの

教育と育成に重要な役割を果たしてきました。

今後は、当社のメンバーやクライアントのスタ

ッフの方々もご参加いただける講座をさらに増

やしていきます。また、「海上保険入門」など

の専門知識を習得するための講座のほかに、ソ

フトスキルや自己啓発に関連したものも増えて

いくでしょう。 
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長期的な視野で 
これまで、メンバーおよびクライアントの皆様

との間で、良いときも悪いときも常に寄り添え

るような長期的な関係を築いてこられたことが

私たちの誇りです。このような関係は、知識だ

けでなく、人間的にも優れた人材がいなければ

築くことはできません。新たな課題に直面して

も十分に対応できるスキルを習得した人材の育

成を行う必要があります。Gard では、自社の人

材への投資に加え、メンバーやクライアントの

皆様の人材育成のサポートも行って参ります。 
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ある老タンカーの物語 
The story of an old tanker 

 
これは HERBORG 号という一隻の老タンカーの物語です。数年前にこの船の模型を骨董商から譲り

受け、アーレンダールの Gardビルに展示していなかったら、この物語は忘れ去られていたことで

しょう。 
 

 
 
過去との絆 
Gardが 1907 年の創立以来本拠地としているア

ーレンダールという小さな町は、古くから海運

と深く結び付いた町です。今日でも、Gardの社

員の中には過去と深いつながりを持つ者がいま

す。その一人が勤続 32 年のPål Berglundです1。

Pålは海上勤務の経験はないものの、船に興味を

持っています。ある日、Gardに展示されている

美しく、人目を引く船の模型が父親からもらっ

た写真に似ていることに気付き、「これは、父

が船長として乗船していたHERBORG号に似て

いる」と、驚きの声を上げたのでした。 
 
Gard 社員の Alf Martin Sandberg がその船の歴史

を調べたところ、同船は Sigurd Herlofson & Co.
が所有していたタンカーで、第二次世界大戦中

にその船歴を閉じたことが判明しました。その

歴史は Pål の父親 Odd Berglund 氏の歴史そのも

のでした。同氏の HERBORG 号への乗船勤務は、

1937 年 10 月 12 日から、オーストラリアでの乗

船に始まり 1941 年 1 月 10 日まで続きました。

最初は一等航海士としてスタートし、1940 年に、

                                                
1 Pål は、現在、人的クレーム担当のクレームエグゼクティブを

務めています。 

前任の Westad 船長に代わって船長昇進を果た

したとのことです（なお、Westad 氏は Berglund
氏の後任として再び乗船勤務に戻っています）。 
 
Berglund 氏は、その後ノルウェー船

SKAGERAKの船長になりました。同船の航行

中、スエズに航行中にエジプトのイスマイリア

でドイツ軍の空襲を受け、機雷に触れたことも

あったようです。1942 年 9 月から 1944 年 11 月

までは、Nortraship（ノルウェー海運・貿易代表

団）のシドニー事務所副所長を務めました。一

時期、一等航海士として米国船 POINT SAN 
PEDRO号に乗船勤務した後、1946 年 11 月まで

米国のコンクリート船 C.W. PASLEYの船長を

務めました。Berglund 氏は、家族と離れた生活

を開始して 10年後の 1947年に、漸くノルウェ

ーに戻ったのです。そして 1948 年に息子の Pål
が生まれました。 
 
船主 
Herlofson という名前は、Gard のことを以前か

ら知っている読者の皆様には心当たりがあるか

もしれません。1970 年から 1995 年まで Gard の

マネージング・ディレクターを務めた Lai 
Herlofson はこの家系です。彼の大叔父である

Sigurd Herlofson Sr 氏は 1879 年にアーレンダー

ルで生まれ、1926 年に Sigurd Herlofson & Co.と
いう会社を設立しました。Sigurd 氏の息子が

Peter D. Herlofson（1909～1982）、孫が Sigurd 
Herlofson Jr（1937～2007）です。Sigurd 
Herlofson Jr 氏は、Gard に来社される方がよく

利用される Tyholmen ホテルの建設で中心的な

役割を果たしました。 
 
Sigurd Herlofson Sr氏は、最初、Grefstad & 
Herlofson（1907～1916）という会社で大型帆船

と蒸気船を所有し、海運業に従事していました。
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1917 年にはモスに移って農業に挑戦した後、

Sigurd Herlofson & Co. ASを設立し、JØLUNDと

いう船で新たなスタートを切りました。Sigurd 
Herlofson & Co. ASは、第二次世界大戦前には、

石油タンカーと冷蔵船を運航していました。所

有していた 8 隻のうち、4 隻を戦争で失いまし

た。戦後は、定期船、タンカー、ばら積み船、

石油・ばら積み・鉱石船を運航し、石油採掘に

も乗りだした後、1991 年にその歴史に幕を閉じ

ました。同社についてまず最初の思い出される

のは、ノルウェーにおける石油輸送の歴史の中

で果たした特別な役割です。1927 年当時、ノル

ウェーには数隻の石油タンカーしかありません

でした。そのとき、British Anglo-Saxon 
Petroleum Co.から 28隻もの古い蒸気タンカーが、

魅力的な条件の 10 年間のチャーター契約で売

りに出されました。船主やブローカーの多くが、

売り出されたタンカーに懐疑的な態度を示す中、

Sigurd Herlofson氏がノルウェーで最初の購入者

となったのです（1927 年 4 月にCHITO号、その

後続けてCONUS号を購入）。その後、ノルウ

ェー南岸の船主たちが追随し、結局 24 隻の

Anglo-Saxonタンカーがノルウェーに売却され

ることになります（うち、17 隻は南岸の船主が

購入）。石油需要の高まりに伴い、その後 5~6
年で、ノルウェーのタンカー船隊は 150隻
（100 万総トン）を超えるまでに大きくなりま

した。このように、Anglo-Saxonのタンカー

（うち、23 隻がGardのP&I保険を付保）が、タ

ンカー市場においてGardが重要な地位を確立す

る契機となったのです2。 

                                                
2 Gard News 152 号の記事「Gard and the ‘Anglo-Saxon’ 
tankers（Gard と Anglo-Saxon タンカー）」を参照。 

 
Burmeister & Wain造船所と船主である Sigurd 
Herlofson & Co.の代表者たち（1931 年の進水式

にて）。外板がすべてボルト留めされている。 
 
HERBORG 号の諸元 
ディーゼルタンカーHERBORG号は、1931 年に

コペンハーゲンのBurmeister & Wain Maskin & 
Skibsbyggeriで建造されたものです。ちなみに、

Sigurd Herlofson & Co.で、この船名が使用され

たのはこれで 2 隻目でした（1隻目は、蒸気タ

ンカーCONUS号を改名したときです）。

HERBORG号の造船所での建造番号は 587 で、

全長、型幅、型深はそれぞれ 455フィート、59
フィート 6 インチ、35 フィートでした。載貨重

量は 11,525 トンであり現在の基準ではそれほど

大きくないものの、1931 年当時にあっては大型

タンカーの部類に入っていたでしょう。B&W
社の 6200-M型 6 気筒単動ディーゼルエンジン 2
基を搭載し、4,000 制動馬力の出力を持ち、航

海速力は 11.5 ノットでした3。Gardに展示され

ている模型から見て、流線形の船尾水中船体、

2 スクリューと船尾のエンジンルームなど、

                                                
3 HERBORG 号の正式な船主は Skibsaktieselskabet Jølund
であり、モスで登録されています。後に、この船を管理していた

Sigurd Herlofson & Co AS はオスロに移転しました。 
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1931 年当時としては最新式であったことは間違

いありません。 

 
HERBORG の模型。船尾楼甲板、船尾の機関

室ケーシング、甲板下の船員居住区。船尾につ

ながる貨物用のパイプライン。 
 

 
HERBORG の模型。船橋、船体中央部の船楼

（右側からの写真） 
 
建造者 
Burmeister & Wain Maskin & Skibsbyggeri（B&W
社）は、コペンハーゲンに所在する造船とディ

ーゼルエンジン製造のトップ企業でした。同社

は 1846 年、2 名のデンマーク人と 1名の英国人

に手によって創設されました。1890 年にパラフ

ィンエンジンの製造を始め、1898 には Rudolf 
Diesel が発明したディーゼルエンジンのデンマ

ークにおける独占製造権を取得し、1904 年に第

1 号機を出荷しています。 
 
デンマークがドイツに侵攻された 1943 年、

B&W社のエンジン工場に対して、8 機を超える

英国王室空軍の爆撃機がそれぞれ 4 発の爆弾を

投下したのです。その狙いは、ドイツの潜水艦

に使用するディーゼルエンジンの製造を停止に

追い込むことであったようです。 

1971 年には、造船所とエンジニアリング工場が

2 つの会社に分割されました。その後、B&W 
Diesel ASは 1981 年にドイツの MANに売却さ

れ、MAN B&W Diesel AGという社名で事業を

継続しました。 
 
1854 年から 1996年に閉鎖されるまでに、B&W
社の造船所で建造された船舶の数は 1,002 隻に

も上ります。 
 
Nortraship 
1939 年初頭時点におけるノルウェーの商船隊の

規模は、英国、米国、日本に次ぐ世界第 4 位で

した。トン数では世界の 7 パーセントを占める

までに拡大し、その大半は新建造船が中心であ

ったことから、装備も最新で、そのほとんどが

ディーゼルエンジンを搭載していました。ノル

ウェー船隊の 42 パーセントはタンカーが占め、

世界のタンカー総トン数の 18 パーセントを占

めるに至っていました。 
 
大きな戦争では石油が戦略的に重要であること

から、ノルウェーの大規模な最新式タンカー船

隊は、第二次世界大戦の両陣営の関心の的とな

っていました。ノルウェーは中立国でしたが、

1940 年 4 月 9 日にドイツがノルウェーに侵攻す

るまでに既に 58 隻を失い、船員の犠牲者は 400
人に達していました。ドイツ軍の侵攻時に、ノ

ルウェー船を中立港かドイツ支配下の港に移そ

うとする動きがあったものの、不首尾に終わっ

ています。ノルウェー当局はロンドンに避難し、

ノルウェー海運・貿易代表団（電報の宛先を示

す「Nortraship」で有名）を設立して、ドイツ支

配地域外のほぼすべてのノルウェー船隊を統括

するようになりました。つまり、「Nortraship」
は、1,000 隻以上を運航する世界最大の船舶管

理会社となったのです。 
 
終戦までに、ノルウェー人船員 35,000 名のうち、

4,375 名が犠牲となり、849 隻の船舶を喪失しま

した。その中の 1 隻が HERBORG号なのです。 
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戦争のドラマ 
HERBORG号が初めて本格的な戦争に巻き込ま

れたのは 1942 年 2 月のことです。日本軍が到

着する前にスマトラ島のパレンバンからできる

だけ多くの石油を回収することを目指し、船団

を組んで 1 月 30 日にメルボルンを出港しまし

た。2 月 13 日、船団は英国の駆逐艦 2 隻に護衛

されながら、バンカ海峡を出てバタヴィア（現

在のジャカルタ）に航行中に日本軍機の爆撃を

受けたのです。オランダ籍のタンカー1 隻が沈

没し、別の 1 隻も火災による損傷を受けました。

HERBORG号は損傷した船を曳航しようと試み

たものの、火災が再発したことから、放棄せざ

るを得ない状況となり、生存者は護衛艦に救助

されるに至ったのです。船団は翌日バタヴィア

に到着し、HERBORG号は、爆撃により炎上し

たノルウェー籍のタンカーERLING BRØVIG号

に積載されていた積荷を引き継ぐこととなりま

した。 
 
HERBORG号が次に戦争の影響を受けたのはそ

の半年後です。HERBORG号は、11,000 トンの

原油を積載してイランのアバダンからオースト

ラリアのフリーマントルに向けて航海中に、識

別番号 HSK IV SCHIFF 10 のドイツ仮装巡洋艦

THOR号に拿捕されてしまったのです。THOR
号は比較的新しい船で、1938 年にハンブルクの

Deutsche Werft で建造されたもので、SANTA 
CRUZ号という船名でバナナの輸送に使用され

ていたものです。同船は、石油燃料の蒸気ター

ビン駆動で、設計速度は 17ノットです。ドイ

ツ海軍は商船を襲撃艦として活用していました

が、中でも冷蔵船は航行速度が速いことからそ

の任務に適していたようです。同船は小型で、

THOR号の貨物船然とした船影は人に威圧感を

与えられるものではなかったもの、乗組員数

350 名で、15センチ砲 6 門と魚雷発射管 4 本、

アラド航空機を搭載した姿はまさに偽装軍艦そ

のものでした。このアラド航空機は偵察機で、

同機には貨物船のマスト間に張った無線アンテ

ナを切断するためのフックが搭載されていたよ

うです。また、機関銃で船を掃射し、乗組員を

威嚇して降伏に追い込む任務も担っていたよう

です。THOR号は、1940 年 6 月～1941 年 4 月の

最初の出撃で 11 隻を沈め、1 隻を拿捕するとい

う戦績を挙げました。続く 1941 年 11 月からの

2 度目の航海でも、7 隻を沈め、3 隻を拿捕しま

した。その中に、HERTBORG号が含まれてい

たのです。 
 
HERBORG 号が襲撃艦 THOR 号に遭遇したのは、

1942 年 6 月 19 日の午後のことです。このとき、

航空機と襲撃艦の双手から攻撃を受けたのです。

負傷者は出なかったものの、38 名の乗組員全員

が救命ボートに乗って船から離れ、THOR号に

収容される事態となりました。機関長と機関士

7 名は HERBORG号に戻され、ドイツの拿捕艦

船回航員とともにバタヴィアを経由して、10 月

9 日に横浜に到着したということです。 

 
一等航海士の Odd Berglund 氏（右端、1939 年

撮影） 
 
故国への道 
HERBORG 号の乗組員 38 名の消息については、

各種情報から以下のことが判明しています。 
 
HERBORG号は横浜で HOHENFRIEDBERG号

と船名を変更し、Tankdampfer gesellschaft Ossag
に所有権が移されました。ノルウェー人乗組員

のうち数名は乗船を続け、1942 年 11 月 11 日に

フランスに向けて日本を出航しました。1943 年

2 月 20 日、護衛のドイツ軍潜水艦 3隻と合流し

た後、スペインのフィニステール岬沖 500 カイ

リを航行中に米軍機 Liberator に発見され、英軍

の巡洋艦 HMS SUSSEX号の攻撃を受けて沈没

しました。同船の乗組員と捕虜はドイツ軍の潜

水艦 U-264 に収容され、ドイツ軍の大規模潜水

艦基地のあったフランスのサン・ナザールに移

送されました。ノルウェー人船員たちは、ドイ

ツのヴィルヘルムスハーフェンにある収容所に
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入ってから 2 週間後に連合国軍機の爆撃を受け、

ブレーメン近くの Marlag und MilagNord収容所

に移送され、その年の 11 月末に、漸くノルウ

ェーに帰国することができたということです。 
 
1942 年 7 月 4 日、THOR号はノルウェー籍の蒸

気タンカーMADRONO号も拿捕し、HERBORG
号の乗組員の何人かが同船に乗船することとな

りました。その後、HERBORG号の乗組員 9 名

と MADRONO号の乗組員 1 名が、ドイツ船

RHAKOTIS号に移されました。同船は、元々

Hamburg-America Line所有の貨客船であったも

のを封鎖潜入船として使用されていたものです。

RHAKOTIS号は、襲撃艦 THOR号が拿捕した

HERBORG号、MADRONO号、蒸気船 AUST
号の 3 隻に乗船していたノルウェー人 23 名を

乗せ、9 月 27 日に横浜を出港したということで

す。 
 
RHAKOTIS号は、バンコク、シンガポール、バ

リクパパン（カリマンタン島）、バタヴィアに

寄港し貨物を積んだ後、ヨーロッパに向けて航

行中の 1942 年 12 月 12 日、セントヘレナ島の

北西 500 マイルで、英国船 CITY OF CAIRO号

（同船は、11 月 6 日にドイツ軍潜水艦 U-68 に

よって撃沈された）の生存者 3 名を収容しまし

た。当初救命ボートには 54名が乗っていたも

のの、撃沈から 36 日後に発見されたときには、

生存者はわずか 3 名になっていたようです。21
才の唯一の女性生存者も、1 週間後に

RHAKOTIS号の船内で亡くなりました。 
 
拿捕された船員たちの試練はここで終わったわ

けではありません。RHAKOTIS号はフランスの

ボルドーに向けて航行中に英軍機に発見され、

1943 年 1 月 1 日、フィニステール沖で英軍巡洋

艦 HMA SCYLLA号によって撃沈されてしまっ

たのです。周辺には護衛のため、ドイツ軍潜水

艦が集まってきていたものの、英国海軍も封鎖

侵入船の停止に関心を向けていました。HMA 
SCYLLA号は、ドイツ軍潜水艦を恐れて、4 隻

の救命ボートで脱出した生存者を収容せずにそ

のまま航行を続け、2 隻の救命ボートに乗り込

んでいた 80 名は、ドイツ軍潜水艦に収容され、

途中、英軍の攻撃を受けながらも、フランスの

サン・ナザールに到着したとのことです。収容

されたノルウェー人船員らは、ドイツの収容所

に移送された後に母国への帰国を果たしたとい

うことです。RHAKOTIS号のほかの 2 隻の救命

ボートは（うち、1 隻はスペインのトロール漁

船に曳航されて）、1 月 4 日～5 日にスペイン

のラ・コルーニャに辿り付き、乗船していたノ

ルウェー船員らはジブラルタルに送られ後、連

合国側の別の船に乗船することができたとのこ

とです。 
 
HERBORG号の残りのノルウェー人乗組員は、

ドイツの捕虜収容船として使用されていた

DRESDEN号で、日本から欧州に移送されまし

た。8 月 16 日に日本を出発し、11 月 2 日にボル

ドーに到着しました。この欧州までの航行は他

のノルウェー人船員が経験したものよりも穏や

かなもでした。欧州に到着後、ヴェルヘルムス

ハーフェン、ベルリン、ハンブルクを経由し、

コペンハーゲンに移送された後、フェリーでス

ウェーデンのマルメを経由して、故国のオスロ

まで移送されたということです。 
 
HERBORG号に乗船していた別の 2 名のノルウ

ェー船員は、東京で捕虜として拘束された後、

1945 年 9 月 15 日に米軍によって解放されこと

が記録されています。THOR号に拿捕された際

に HERBORG号に乗船していた 7 名の中国人の

消息は不明なままです。 
 

 
歴史とつながる 2 人の Gard社員。HERBORG
号の船長の息子である Pål Berglund（左）と同

船の歴史を調べた Alf Martin Sandberg。 
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最後は、HERBORG号の三等航海士であった

Haagen Poppe氏の印象的な物語です4。 
 
Poppe 氏と戦争 
Haagen Severin Nilson Poppe 氏（1916-1987）は、

アーレンデールで船長免許を目指して勉強しよ

うとしていた矢先の 1939 年の秋、ノルウェー

海軍に徴兵されることになり、1940 年の冬は、

HEIMDAL号の乗組員として過ごすことになり

ました。HEIMDAL号は 1892 年に建造されたも

ので、2 本の高いマストを持った姿の美しい蒸

気船でした。ノルウェーとスウェーデンが連盟

を解消した後の 1905年には、新国王ホーコン 7
世がオスロに出向く際に利用されるという栄誉

に浴しました。その後、王室用ヨットや沿岸警

備艇として活用された後、1939 年からはノルウ

ェーの中立監視船として活躍しました。ドイツ

軍が鉄鉱石の重要な港であるナルヴィックに侵

攻したときには、ノルウェー軍兵士の輸送も担

いました。Poppe氏が最初に戦闘に巻き込まれ

たのは、ドイツ軍機が HEIMDAL号を爆撃しよ

うとしたときです。ノルウェーの国王、皇太子、

政府関係者はドイツ軍から逃れるため、英国軍

巡洋艦 HMS GLASGOW号から HEIMDAL号に

乗り換えてモルセルに向かいました。その後、

1949 年 6 月 7 日、モルセルから英国に向けて出

航したとのことです。その日、ノルウェー王国

海軍の運航可能な全船舶と航空機に対して、英

国に避難せよとの命令が下されました。その避

難した 13 隻の中には、かなり老齢化した

HEIMDAL 号も含まれていました。Poppe 氏は、

その HEIMDAL号に乗船し、スコットランド東

岸のロサイスで下船しました。 
 
Poppe氏は、砲手の訓練を受けた後、Wilhelm 
Wilhelmsen社の貨物船THERMOPYLÆ号に乗船

することになりました。同船は、ドイツ軍のギ

リシャ侵攻やマルタ包囲攻撃の際に連合国兵や、

軍用資材、石油、砲弾などの輸送を担い、その

際に地中海で幾度も戦闘に巻き込まれたのです。

そして 1941 年、マルタを出航後にドイツ軍の

                                                
4
 今日の Gard スタッフの中に、過去と別のつながりを持つ者が

います。Poppe 氏は、現在 Gard 本部の IT 運用シニアマネー

ジャーである Carl August Poppe の叔父にあたります。 

JU 88 に爆撃されて沈没しました。乗組員 3 名

が死亡したものの、Poppe氏を含むほかの生存

者は英国の護衛艦に救助され、エジプトのアレ

キサンドリアに向かいました。沈没から 3 週間

後、Poppe氏は砲手兼四等航海士としてTARIFA
号に乗船することになりました5。TARIFA号は

シンガポールに向かて航行中に、シンガポール

が日本軍の手に落ちたとの報を受け、オースト

ラリアに目的地を変更しました。1942 年 4 月、

Poppe氏はオーストラリアから、三等航海士兼

砲手としてHERBORG号に乗船することになり

ました。6 月 19 日にHERBORG号がTHOR号に

拿捕された際、Poppe氏を含む乗組員はTHOR号
に移され、8 月 15 日まで拘束されたということ

です。この間、THOR号によって、英国船

INDUS号とノルウェー船MADRONO号の 2 隻も

拿捕されています。 
 
Poppe氏らは、襲撃艦THOR号からドイツの封鎖

侵入船TANNENFELS号に移され、ヨーロッパ

に向かいました。この航海中、TANNENFELS
号は大西洋で合流した襲撃艦STIER号の補給船

の役割を担っていたということです。航行中、

深い霧の中から突然、米国のリバティ船

STEPHEN HOPKING号が現れ、STIER号との間

で砲撃戦が始まり、その結果、STEPHEN 
HOPKING号は沈没し、襲撃艦STIER号も炎上し、

沈没前に放棄されることになったということで

す6。 
 
この間、TANNENFELS号も戦闘に加わり、米

国船に対して機銃掃射を行いました。船底に捕

虜として閉じ込められていたノルウェー人船員

らは、ただ生き延びられることを祈るほかなか

ったということです。TANNENFELS号はSTIER
号の生存者全員を救助し、この 15 名を乗せて

                                                
5 2011 年にノルウェーの船会社 Wilhelm Wilhelmsen が創立

150 周年を迎えました。同社は 1940 年の戦争勃発時に 51 隻

を保有していました。1945 年の終戦時点では、この記事にも登

場する THERMOPYLÆ 号と TARIFA 号を含む 29 隻を失って

いました。 
6 STEPHEN HOPKINS 号と STIER 号の戦闘は現代の海戦

から見ると珍しいものでした。米国の貨物船には 4 インチ砲 1
門しか搭載されていなかったものの、STIER 号には 6 インチ砲

6 門とベテランの戦闘員が乗船していました。STEPHEN 
HOPKINS 号はこの大戦においてドイツの水上戦闘艦を沈没さ

せた最初の米国船となりました。 
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11 月 2 日にフランスのジロンド河口に到着しま

した7。15 名はボルドーで下船し、捕虜収容所

で数週間過ごした後に、ブレーメンのMarlag 
und Milag Nord収容所に移送されました。そし

て、1943 年 4 月末、HERBORG号の船員たちは

ドイツの兵員輸送艦LAPPLAND号でノルウェー

に移送され、解放されたということです。 
 
1943 年春にアーレンダールに戻ったとき、

Haggen Poppe氏はOdd Berglund夫人を訪ねまし

た。夫人は、その土地の靴屋Garanti Skomagasin
の店主をしていました。Poppe氏はHERBORG号

の運命を話し、彼女の夫は 1941 年 1 月 10 日に

オーストラリアでHERBORG号から下船したの

で無事であるはずであることを知らせたという

ことです8。 

 
満載で航行する HERBORG 号（船橋からの写

真）。波が後甲板を覆っている。 
 
エンジン出力の雑学 
– 世界初の外洋航行ディーゼル駆動船である

SELANDIA号（B&W社の 4 ストローク主機 2
基を搭載）は、1912 年にコペンハーゲンからバ

ンコクに向けて処女航海に出発しました。ロン

ドンに寄港したときのビジターには、ウインス

トン・チャーチルもいました。SELANDIA号の

                                                
7 1942 年 12 月 12 日の朝、ボルドーの港で爆発が 6 時間続き

ました。「フランクトン作戦」と名付けられた英国特殊部隊の攻撃

によるものでした。英国軍潜水艦 TUNA 号から降ろされた 5 隻

のカヤックには、封鎖侵入船を破壊するという任務を担った海兵

隊員 2 名ずつが乗り込んでいました。DRESDEN 号と

TANNENFELS 号だけでなく、PORTLAND 号と ALABAMA 号

の 2 隻も吸着爆薬で航行不能に追い込むという戦果を挙げたも

のの、英国海兵隊員側も 2 名しか帰還できなかったということで

す。 
8 ノルウェーに戻った Poppe 氏は軍のレジスタンス運動である

MILORG に参加しました。スウェーデンに逃避した後、英国に

向かい海軍に再入隊し、1946 年の春までノルウェーの掃海艇

に乗船し、英国沿岸の掃海に従事したということです。 

功績を称え、デンマーク国立銀行は 20 クロー

ネ硬貨にその船の絵を使用しています。 
– 1930 年に、B&W社の 2 ストローク・ディー

ゼルエンジンが初めて船に搭載され、1933 年に

は世界最大のディーゼルエンジンがデンマーク

の H.C. Ørsted 発電所（名前の元になったデンマ

ークの科学者 H.C. Ørsted は 1820 年に電磁気を

発見したことで有名）に納入されました。この

複動式 8 気筒 2 ストロークエンジンは、B&W
社が 1964 年にこれを上回るエンジンを製作す

るまで、「世界最大」の地位を保持していまし

た。この巨大エンジンは、高さ 12.5 メートルで

1,400 トンもあり、今も同じ場所にあるコペン

ハーゲンの博物館 DieselHouseに展示されてい

ます。このエンジンは毎月第 2 日曜日に始動さ

れることをご参考までにお伝えしておきます。 
－MAN B&W社からライセンスを受けた韓国の

現代重工業は、100,000 制動馬力の限界を超え

る 12K98MC エンジンを世界で初めて製造し、

そのエンジンはギリシャの船会社 Costamare所
有のコンテナ船に搭載されました。現在の世界

最大ディーゼルエンジンは、Wartsila-Sulzer の
108,920制動馬力の 14 気筒 RTA96-C エンジン

で、巨大コンテナ船 EMMA MAERSK号に搭載

されています。 
 
襲撃艦の末路 
襲撃艦 THOR号は特異な運命を背負っていまし

た。1942 年 11 月 30 日、THOR号は横浜でドイ

ツの補給船 UCKERMARK号の隣に停泊してい

ました。その停泊中、UCKERMARK号が燃料

タンクの清掃中に、拿捕されていたオーストラ

リア船 NANKIN号、LEUTHEN号、日本の貨物

船第 3 雲海丸のほか、港に停泊中の船数隻をも

巻き込んだ大爆発を起こしたのです。

UCKERMARK号の末期はノルウェーの歴史か

ら見て非常に興味深いものがあります。この船

はドイツ船 ALTMARK号を改名したものであ

り、1940 年 2 月に戦争捕虜の英国人をノルウェ

ーに移送中に、英国海兵隊が乗り込んで捕虜を

解放するという出来事がありました。その結果、

ノルウェーの中立性について両国から非難を受

けるようになり、ドイツ軍に対して、ノルウェ
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ー侵攻の口実を与えることになったと見られて

います。 
 

年表 
1931 年 

– ディーゼルタンカーHERBORG号がコペンハ

ーゲンの Burmeister & Wain Maskin & 
Skibsbygger で建造される。 

1937 年 
 – Odd Berglund が一等航海士として HERBORG
号に乗船する。 

1938 年 
 – SANTA CRUZ 号（後の THOR 号）がハンブ

ルクの Deutsche Werft で建造される。 
– Haagen Poppe 氏がノルウェー海軍に徴兵され

る。 
1940 年 

 – Berglund氏が HERBORG号の船長に昇進する。  
– Poppe 氏が冬季の間 1892 年建造の HEIMDAL
号に乗船する。 
– ドイツ軍がノルウェーとデンマークに侵攻す

る。   
– ノルウェー当局が、ノルウェー海運・貿易代

表団 Nortraship をロンドンに設立する。 
– ノルウェーの国王、皇太子、政府関係者が英

国に出発する。  
– ノルウェー王国海軍の運用可能な全船舶と航

空機に対して英国への避難命令が下される。  
– Poppe氏が THERMOPYLÆ 号に乗船する。 

1941 年 
 – Berglund 氏がオーストラリアで HERBORG号

勤務を終了する。   
– THERMOPYLÆ 号が沈没する。Poppe 氏を含

む生存者が英国の護衛艦に収容され、アレキサ

ンドリアに移送される。 
1942 年 

 – HERBORG号を含むタンカー船団がバンカ海

峡で航空機の攻撃を受ける。  
– Poppe氏が三等航海士兼砲手として

HERBORG号に乗船する。 
– HERBORG号が THOR号に拿捕される。

Poppe氏を含む乗組員が THOR号に乗せられ、

8 月 15 日まで拘束される。  
– THOR号が MADRONO号も拿捕する。  

– RHAKOTIS号が、襲撃艦 THOR号により拿捕

された HERBORG号、MADRONO号、AUST
号の 3 隻に乗船していた 23 名のノルウェー人

とともに横浜を出航する。  
– 米国のリバティ船 STEPHEN HOPKINS号が沈

没。襲撃艦 STIER号も航行不能となり、沈没前

に放棄される。 
– TANNENFELS号が、STIER号から救助した

150 名を乗せてジロンド河口に到着する。  
– HERBORG号が HOHENFRIEDBERG号と改名

し日本を出航し、フランスに向かう。 
1943 年 

 – RHAKOTIS号がフィニステール沖で英国巡洋

艦 HMS SCYLLA号によって沈没させられる。 
– HERBORG号から改名した

HOHENFRIEDBERG号が英国巡洋艦 HMS 
SUSSEX号によって沈没させられる。  
– Poppe氏がアーレンダールに戻る。 
– DRESDEN号が日本を出航しボルドーに到着

する。 
1945 年 

– ドイツが降伏する。 
– 日本が降伏する。  
– HERBORG号の最後のノルウェー人乗組員 2
名が東京で米軍により解放される。 

1947 年 
– Berglundが漸く故国ノルウェーに戻る。  
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氷海航行 
Operating in ice 

Andrew Kendrick 
STX Canada Marine Inc. 航行部門バイスプレジデント 
 
この記事は、氷海における航海のリスクをどう捉え、そのリスクを許容可能なレベルにどのように

抑えていくかについて、Andrew Kendrick 氏の見解をまとめたものです。記事では、氷に関する知

識、船舶設計における適切なアプローチの選択、航海において適切な行動を取るうえで必要な経験、

訓練、情報の提供などについて触れています。 
 

 
 
概要 
私の子供の頃の愛読書の 1 つは、Walter Lord
（ウォルター・ロード）がタイタニック号につ

いて書いた「A Night to Remember（タイタニッ

ク号の最後）」でした。この本にはタイタニッ

ク号の見取り図が折り込まれており、それでタ

イタニック号に浸水する過程や、救命ボートの

進水が困難になっていく様子を理解することが

できました。そして、（もう少し大きくなって

から）、タイタニック号の設計と船上で下され

た数々の判断がどのように相まって、多くの乗

客と乗船員を悲劇に巻き込んでしまったのか理

解するようになりました。 
 
このように幼い頃からタイタニック号への興味

を持っていましたが、自分自身が、氷海航行船

でキャリアを積むことになるとは想像していま

せんでした。このことも、もたらされた結果は

違えども、「重大な結果を招く低確率の事象」

の一つといえるでしょう。私は長い年月をかけ

て、人々の記憶に強く残る Franklin（フランク

リン）や Shackleton（シャクルトン）の有名な

探検から、世界中の氷海における氷害や沈没事

故の技術レポートまで、氷にまつわるあらゆる

事故や災害に関する知識を蓄えてきました。 
 
氷について 
どの氷も同じ生成過程を経ているわけではあり

ません。氷の特質と環境によって、船舶に与え

る影響は異なるのです。船舶が航海中に遭遇す

る氷のほとんどは海氷であり、塩水からできて

います。氷の結晶自体は淡水でできていますが、

塩水（ブライン）が氷の中に閉じ込められ、ブ

ラインポケットと不均一な結晶構造によって氷

に脆弱な部分が形成されています。氷は、塩水

が流れ出し、再凍結時に組織の同質性が高まる

ことによって、年月をかけて硬度を増していき

ます。このような融氷と再凍結のプロセスを経

た極地の多年氷は、バルト海やセントローレン

ス湾などの一年氷に比べて、はるかに危険性の

高いものとなります。氷河氷は、相当な年月を

経て塩水が抜けきった極めて硬度の高い氷です。

したがって、航行中に氷河氷に遭遇した場合に

は、それを避けるのが最善の方法です。 
 
氷の融ける季節の終わり頃（地域により春か

夏）になると、特に一年海氷は極めて「もろ

く」なります。氷の硬度は、完全に融けるまで、

厚さが薄くなるよりも速いペースで減少してい

きます。秋、冬、春と季節によって、同じ厚さ

の氷でも硬度が大きく異なる場合があり、氷海

を安全に航行することを難しいものにしている

要因の一つです。氷は極めて複雑な物質であり、

同じ負荷をかけても、一瞬で粉々になるときと、

一部が欠けるだけのときがあり、全く異なった

反応を示します。 
世界の気候は変動していますが、近い将来海氷

が完全に消滅することはありません。今後も、
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氷が観測される期間は多少短くなることがあっ

ても、現在海氷が観測される北極圏やその他の

地域では、冬氷の量は大きく減ることはないで

しょう。ただし、気候の変動によって、北極圏

の多年氷の量が減少し、今後数十年にわたり、

北極圏を航行することのコストやリスクに著し

い影響を与える可能性があります。それと同時

に、氷河が以前より速いペースで移動や分離し

て海洋へと流れ出しているため、極地や隣接し

た海域の多くの地域では氷山が増加しつつあり

ます。巨大な氷山が、さらに小氷山へと分裂し

て増殖していきます。よく知られていることで

すが、氷海において氷や氷山の 9割は海中にあ

ります。つまり、10m 立方の氷があるとすると、

1,000 トンもの質量がありながら、1m しか水面

上に現れることがなく、レーダーで捉えられる

断面積はごくわずかであるということになりま

す。海が穏やかであったとしても、目視やレー

ダーで検知することは実質的に難しいといえま

す。 

 
船舶が航海中に遭遇する氷のほとんどは海氷で

ある。 
 
氷の危険 
氷によって船舶が損傷を受けるメカニズムは主

に 3 つあります。まず 1 つは船体（ハル）、ス

クリュー、舵、その他の付属物などが氷に衝突

することによるものです。船舶は砕氷すること

によって連続的な氷の衝撃を受けますが、最も

強い衝撃は、連続的な砕氷によるものではなく、

船舶が開水域や水路、砕氷船の通過跡を航行中

に、多年氷の氷盤、巨大な氷丘、氷の縁など、

船体の外壁よりも硬度が大きいものに衝突した

際に起こります。 
 

2 つ目は、氷が船舶に衝突する場合です。これ

は、海洋構造物で多く見られるものの、船舶に

おいても、波浪による衝撃や、流動する巨大な

氷盤や氷山との衝突によって、損傷を受けたり

沈没するケースが発生しています。氷の塊や巨

大な氷山を船上に落下させてしまうような事例

もありましたが、例外中の例外であるといえる

でしょう。 
 
最後は、氷の収れんまたは圧力によるものです。

流氷野は動きが速く、船舶が氷に挟まれてしま

うと、両サイドから負荷がかかります。氷海に

挑んだ昔の探検家や、捕鯨船員、航海者の多く

が、船が氷に「挟まれ」て、そして氷の圧力に

よって潰されていくという体験をしています。

ナンセン等は、氷の圧力が構造上の危険レベル

に達する前に船が上向きに押し出されるような

卵型の（かつ硬い）船体（ハル）を使用するこ

とで回避できたはずだと述べています。しかし

この方法は、小型船舶にだけ適用可能な選択肢

であるといえます。 
 
氷の圧力が大きいと船舶に損傷をもたらします。

一方、弱い圧力であっても、漂流する氷によっ

て、砕氷船の航行が妨げられたり、立ち往生さ

せられることがあります。この場合、直接損傷

を受ける危険性は小さい代わりに、船舶が危険

な海域へと流されてしまったり、航続時間の限

界に達して船舶を放棄せざるを得ない状況に陥

る可能性があります。 
 
規則の限界 
私たちはこれまで、氷海のさまざまな状態にお

いて、安全かつ効率的な船舶を設計するための

非常に多くの知識を得てきました。それでも、

船舶設計における他の重要な要素と比べると、

氷に関する知識はまだまだ不足しています。 
 
フィンランド-スウェーデン（バルト海）耐氷

級規則は、一部に理論モデルを使いながらも、

その多くは実際の経験に基づいて 80 年以上か

けて練り上げられてきたものです。船舶の構造

と動力供給に関する要件は継続的に改訂が行わ

れていますが、バルト海で使用されてきた船舶

と同様のサイズと形状の船舶の場合、規則どお
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りに設計を行えば大きなトラブルを招くことは

ありません。しかし、船舶が全く損傷を受けな

くなるという意味ではありません。1Aスーパ

ーよりも低い耐氷級数の船舶の場合は、特にそ

うです。氷海で動かなくなる可能性があります。

フィンランド-スウェーデン規則全体は、砕氷

船の役割やナビゲーションコントロールも設計

基準と同様に重要視し、100％の信頼性を確保

することよりも、コスト効率を勘案して制定さ

れているのです。 
 
ただし、「従来型」でない船舶の場合、たとえ

バルト海のように航行頻度の高い海域で使用す

るものであっても、船舶設計者は「規則に従っ

て設計する」ことだけを盲信すべきではありま

せん。より大型の船舶の出現やポッド型推進器

をはじめとする新技術の導入など、耐氷級規則

の作成者が想定していなかったことが起こって

いるからです。例えば、ポッド型推進器を搭載

した船舶は氷海での操縦性に優れているため、

船体（ハル）の一部に強い負荷がかかり、その

結果損傷を招く可能性があります。規則ではこ

のような状況は想定されておらず、また予測も

できなかったでしょう。 
 
他の氷海にはもっと厳しい課題があります。国

際船級協会連合（IACS）では、これまで各国や

船舶等級協会によって異なる規定や標準が混在

していたため、ポーラー級船（IRs）の統一規

則の普及を進めています。この統一規則には、

氷の負荷に対する船舶設計についての最新の知

識が集約されています（私も実はこの規則の制

定に関わりました）。ただし、この統一規則に

は、どのポーラー級がどの地域、時期、運航に

適しているかあえて明記されていません。船舶

の使用方法や経路上の危険について確実に把握

しないと、選択すべき級を断言できないからで

す。 
 
近年、鉱石、ミネラル凝縮物、石油、ガスなど

の北極圏の天然資源に強い関心が寄せられ、こ

れらを北極圏外に運びだす動きが活発化してい

ます。資源の輸送に使用する船舶は、積載量や

使用する経路が同じであっても、資源の種類に

よってその使用方法は大きく異なります。例え

ば、LNGの産出には高価な設備が必要で、製品

の保管が難しいという特徴があります。そのた

め、LNGタンカーは、経路上遭遇しうる最も厳

しい条件下にある氷海でも迅速かつ確実に航行

できることが求められます。北極海航路や「極

地通過」経路の利用が現実的になった暁には、

北極圏のコンテナ船にも当てはまります。この

タイプの船舶は、原子力砕氷艦を含めこれまで

私たちが実際に経験してきたものより、はるか

に高レベルの氷の衝撃エネルギーを受けること

になります。また、水面下で氷塊が船体（ハ

ル）に跳ね返る様子について、実物大の船舶を

用いて実証された事例はなく、解析モデルや物

理モデルを使った研究事例もそれほど多くあり

ません。このような航行に使用する船舶の設計

者は、既存の設計システムを盲信することがな

いようにすべきです。 

 
氷海航行: 設計者は、既存の設計システムを盲

信することがないようにすべきである。 
 
 
航行に関する課題 
タイタニック号の話に戻ります。タイタニック

号の所有者は「神でもこの船を沈没させること

はできない」と豪語していたと言われています。

昔、指導を受けたある先生が、はっきりと警告

してくれたことがあります。「安全な船を設計

することはできても、船員の行動は予測できな

い」と。私は氷海船の船員への同情を禁じ得ま
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せん。なぜなら設計者や研究者、船員の訓練機

関は、彼らが乗船する船の実際の性能について

十分な知識を提供できないからです。氷海での

航行経験が豊富なある航海士はかつて私に「北

極圏の氷海の航行速度は微速、超微速、そして

完全停止の三種類である」と語ってくれたこと

があります。これも彼のよく知る比較的低級の

氷海船には確かに当てはまりますが、新世代の

北極圏輸送船に対しては適切とはいえません。 
 
ロシア政府は（領海を航行する）各船舶に対し、

氷海の状態ごとの船舶の安全航行速度曲線を規

定する「アイスパスポート」（現在は証明書）

の取得を求めています。これはすばらしいコン

セプトですが、安全航行速度曲線を規定するた

めの広く認められた方法がないうえに、氷の硬

度、厚さ、氷盤の大きさなど、氷の状態があま

りに多様であるため、その妥当性には限界があ

ります。また、船体（ハル）の一部（または全

体）にかかるストレスが危険な水準に達すると

計器システムが警告を発するアプリケーション

も開発されていますが、これにも欠点がありま

す。私個人の経験によると、船舶に損傷を与え

るような負荷は不思議とセンサーに検出されな

い部位に発生することが多いからです。しかし、

耐氷構造の船舶の建造に伴う膨大なコストや、

船舶に大きな損傷を受けた場合の膨大な損失を

考えると、このようなセンサーや証明書はロー

コストで有益な手段ではあります。 
 
また、適格な船員や、氷に関する良質な情報を

得るための投資も極めて重要です。カナダとロ

シア政府は、北極圏を航行する多くの船舶に対

して「海氷航海士」の登用を義務付けています。

義務化対象外のルートの場合でも、経験豊富な

船主やオペレーターが代わってその役割を果た

すことを求めています。現在のところ、海氷航

海士資格に国際基準はなく、そのほとんどを砕

氷船の船長経験者に頼っているため人員が極端

に不足しています。このことは、将来における

氷海航行の大きな課題として広く認識されてい

ます。 
 
一方で、海氷に関する情報については、（とり

わけ）衛星センサーの出現、通信手段の改良、

海氷専用レーダーの開発などにより、近年大幅

に強化されています。海氷画像の読解技術は極

めて専門的なものであり、予測の難しさは解消

されていません。そのような状況下で、極地で

は、非常に視界の悪い状態での航行が行われて

います。最新テクノロジーはこのような危険の

軽減に役立っているのです。 

 
どのような状態の氷海においても、安全な航行

を行うことは十分に可能である。 
 
リスクマネジメント 
新しく氷海での輸送事業を構想する場合に、リ

スクアセスメントを実施して航行中に直面する

可能性のある新たな（または形を変えた）危険

を特定し、リスクを緩和するための適切な手段

を選択しておくとよいでしょう。その場合、私

の経験上、関係者は、幅広い経験や実際の活動

領域の専門知識を持った少人数に絞り込む必要

があります。また、リスクアセスメントには、

事業の推進派と慎重派の両方の意見を取り入れ

るべきですが、この点は、保険会社が慎重派サ

イドに立って積極的な役割を果たしてくれるこ

とでしょう。 
 
リスクアセスメントでは、必ずしも「十分な強

度」や「適切な速度」といった疑問に対する正

確な答えが得られるわけではありません。なぜ

なら、氷海上での船舶の動きについて、十分解

明されていない点があるからです。それでも、

船舶を適切な方法で慎重に航行するという前提

に立てば、事業計画や船舶設計を目的とする場

合、目安が得られれば十分でしょう。 
 
ここ数十年来、氷海航行に生かせる調査やデー

タ収集が推進されています。1970 年代~1980年
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代に行われた氷海技術に関する先端研究の多く

は、政府主導のものが中心であったため、成果

の共有化も迅速に行われました。最近は、産業

界の主導により研究が進められているものの、

一部を除いて、ほとんど成果を生み出せずに終

わっています。安全にかかる情報は、公開まで

に長期を要するようになってきています（査読

にも時間がかっています）。このことが、研究

対象の無駄な重複を生み出す原因となっていま

す。リスクアセスメントにおいて理論モデルを

使用する場合に、必ず直面する重要な課題が 2
つあります。1 つは実物大での検証をどのよう

に行うか、そしてもう 1 つは、その方法の妥当

性はどの程度かという問題です。 
 
結論 
どのような状態の氷海においても、適切に設計

し、適切な装備を施した船舶を用意し、経験豊

富なベテラン船員を配置して、質の高い情報を

活用すれば、安全な航行を行うことは十分に可

能です。しかし、このどこかで判断を間違える

と、許容できないリスクを背負うおそれがあり

ます。 
 
氷海航行は人の活動によるところが大きいため、

自分たちの知識と能力を過信することが最も大

きなリスクであるといえるでしょう。氷海航行

には未知の領域が多く、すべての面において慎

重なアプローチが求められるのです。 
 
 
 
 
 
執筆者について 
Andrew Kendrick 氏は、STX Canada Marine Inc.
の航行担当バイスプレジデントを務めています。

海洋技術専門家、海軍船舶設計者として 30 年

以上の経験を有しています。同氏は、氷海対応

型船舶の設計、応用研究・開発プロジェクトへ

の参画、氷海船の設計と航行に関する規定・基

準・指針書の制定への関与など、多岐にわたる

活動を行っています。 
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小型船舶 
Small craft 

 
今回は、Gardの小型船舶保険に対する取り組み状況をご紹介します。 
 

 
 
概要 
Gard は、ブローカーや、船主、運航業者から、

大型貨物船や外洋航行のリスクを扱う大手海上

保険事業者として知られています。これは、

Gard のタンカー市場における主導的なポジショ

ンに加え、外航バルク船とコンテナ船分野での

積極的な事業展開が評価された結果です。Gard
が、「小型船舶」分野においても積極的に活動

し、市場シェアを急速に伸ばしていることは知

る人ぞ知る事実です。小型船舶分野の取り組み

の歴史は古く、Gard では、数十年前から、ロー

カルエリアのフェリー船、客船、漁船、その他

の特殊小型船舶向けに P&I 保険や海上リスクを

カバーする保険を提供してきました。過去にお

いて、Gardのアンダーライターは、積載トン数

の大きい外航船舶を中心に扱う一方で、機会が

生じた場合には小型船舶の引受も行ってきまし

た。つまり、長い年月をかけて、Gard は小型船

舶に伴う多様なクレームに対応するスキルを取

得しつつ、良質な小型船舶ポートフォリオを構

築してきたのです。このことを踏まえ、Gard の

マネジメントは 2006年に、小型船舶分野にお

いて新しいビジネス機会を求めると同時に、既

存のクライアントの皆様に対して現在市場で入

手できる最高のサービスと保険商品を提供でき

るように、さらなるリソースを投入し、積極的

に取り組むみことを決定しました。 
 
その第一歩として、小型船舶専門のアンダーラ

イターとクレーム担当スタッフからなるチーム

を構築し、スペシャリストとしてのスキルの確

立に取り組みました。このチームは、現在、在

スウェーデンのエリアマネージャー（兼スウェ

ーデンオフィスのマネージング・ディレクタ

ー）がヘッドを務め、ノルウェー、フィンラン

ド、スウェーデンにそれぞれアンダーライター

を 2 名ずつ配置し、それを各地のオフィスがサ

ポートする体制を敷いています。このチームは

Gard の他の保険引受部門と密接に連携して業務

に取り組んでいます。つまり、高度なノウハウ

が蓄積された Gard グループ内の他の保険引受

チームやスペシャリストチームと十分連携しな

がら、クライアントの皆様に最大限のメリット

を提供できる体制が整っているということです。 
 
次に、小型船舶分野の現状を徹底的に分析しま

した。この過程において、各セグメントにおけ

るリスクエクスポージャーの評価とそれに対す

る保険ニーズを中心に、最も重要なクライアン

トセグメントの選定と分析を実施しました。

Gard の商品ラインアップの見直しに加え、小型

船舶に伴うリスク構造とリスク評価に必要なツ

ールの見極めも行いました。その結果、運用と

戦略面の意思決定を行うための強力なプラット

フォームを構築することができました。 
 
Gardの小型船舶保険の引受基準 
Gard では、3,000 GTまでの船舶を小型船舶と定

義しています（タンカーの場合は 1,500 GT ま

で）。Gardの保険商品は、保険引受ガイドライ

ンに適合する客船、漁船、タグボート、はしけ

船、浚渫船、海上貨物船、バルク船、作業ボー

ト、その他小型船の船主と運航業者を対象とし

ています。現在、保険対象は「欧州沿岸」と国

内貿易に制限されています。つまり、沿岸貿易

と国内運航です。外航船と沿岸/国内貿易船では

リスクが大きく異なるため、区別して扱うこと

が重要です。Gard の小型船舶保険商品はすべて、

沿岸または国内での活動に従事する船舶向けに

作られています（外洋航行に伴うリスクは各地
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域の専門の引受チームのスタッフが対応してい

ます）。 
 
ポートフォリオの質を確保するため、対象船舶

は Gardまたは旗国の海事当局が認定した船級

協会から認定を得ていることを要件としていま

す。旗国については、国内登録が必要です。た

だし、これはガイドラインであり、時代に合わ

せて少しずつ修正する必要があります。Gard で

は、この点について柔軟に対応しています。例

えば、小型船団の保険引受の場合、船舶の大半

がガイドラインを遵守している限りにおいて、

単船ベースで船舶の大きさや、価額、取引種目

などに逸脱が見られても認定することがありま

す。これらの課題については、リスクカテゴリ

ーや地域を問わず、ガイドラインの解釈と運用

を統一できるように、チーム内のアンダーライ

ター同士で活発な議論が交わされています。 
 
小型船舶向け商品とリスク構造 
Gard は小型船舶に伴うリスクをフルにカバーす

る保険商品を提供しています。P&I 保険では、

広範囲の保険担保を必要とする船主や運航業者

向けの相互保険方式の標準 P&I 保険商品を用意

しています。Gardでは、この P&I 相互保険をタ

ンカー船と定員 100 名超の客船に加えて、相互

保険を必要とするすべての船舶にお勧めしてい

ます。しかし、大半の小型船舶にとっては、保

険料固定の P&I 保険が適しています。保険料固

定の保険商品のてん補額は 5,000 万米ドルに制

限されているものの、通常は 2,000 万米ドルで

十分です。例えば、スカンジナビア海域で操業

する漁船や、タグボート、作業船の場合、てん

補限度額は 2,000万米ドルが妥当であり、その

一方で、定員 100 名の客船の場合は、てん補限

度額 5,000万米ドルが推奨されます。この増額

オプションについては、Gard グループの保険引

受主体である Gard Marine & Energyが引受を行

います（Gard Marine & Energyは、P&I クラブ

国際グループに加盟していません）。また、小

型船舶向けにてん補限度額 500 万米ドルの船体

保険や不稼働損失保険も提供しています。お客

様の中には、P&I 保険と船体保険に別個に加入

することを望まれる方もいれば、同時に加入さ

れたい方もいらっしゃいます。保険料固定の

P&I 保険と船体保険の両方に加入いただくこと

で、隙のない保障が得られることになります。

この場合、Gard ではテーラーメイドの保険ソリ

ューションをご提供することになります。こう

することで、P&I 保険と船体保険の保障開始日

を合わせたり（1 月 1 日や 2 月 20 日更新である

必要はない）、管理業務や文書処理に伴う手間

を大幅に軽減することが可能です。Gard では、

用船者責任保険をはじめ、小型船舶向けの保険

商品を多数取り揃えています（同保険のてん補

限度は 5,000 万米ドルで、保険料は固定）。

Gard の目標は、小型船舶向けの多様な保険商品

を開発し、ご提供することです。小型船舶向け

の保険マーケットには、単一の保険を提供する

多数の競合企業が存在していますが、Gard のよ

うに広範囲の保険商品の中から最適なものを組

み合わせて提供できる企業は他にありません。

Gard では、クライアントの皆様との継続的な対

話を通じて、さらなる商品開発に取り組んでい

ます。Gardでは、商品開発はクライアントの皆

様やビジネスパートナーとの共同作業であると

考えています。 
 

小型船舶クレームの取扱い 
小型船舶と大型外航船では、クレームの種類が

異なります。船舶の構造、貨物の取扱い方法、

船員の労働環境のほか、運航エリアも大きく異

なります。沿岸線地帯や内陸部を航行する小型

船舶は、外洋航行特有の危険にさらされること

は少ないものの、狭い水路を通過する際のリス

クなど、異なる種類のリスクにさらされことに

なります。このような小型船舶特有のリスクに

よって、対応の難しいクレームに進展する可能

性もあります。Gard では、クレーム対応にはそ

の分野に精通した最適な人材が当たることを原

則としています。そのため、小型船舶関連のク

レームに関しても、専門のクレーム担当者を設

置しています。こうすることで、小型船舶にか

かるクレームに対して系統立った一貫したアプ

ローチを執ることができ、すべての利害関係者

に利益をもたらすことができるのです。 
Gard の場合、P&I 保険と船体保険のいずれも、

小型船舶にかかるクレームの発生頻度は大型外

航船よりも低くなっています。しかし、クレー

ムの原因は共通しています。クレームの種類に
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ついては、船体保険では機械装置類や操船に関

連するものが多く、P&I 保険では船員や乗客に

対する人身傷害が大半を占めます。しかし、小

型船舶も大事故に見舞われることがあります。

その場合には、業界でも最大級の海上保険クレ

ーム対応組織が提供する緊急対応リソースとサ

ービスが大いに役立つことになるでしょう。北

欧以外の地域では、各地の言語によるクレーム

対応が必要です。この要求に応えられるように、

Gard では厳選したクレーム処理サービス事業者

やコレスポンデントとの間で良好な関係を構築

し、Gard と一体となってサービスを提供できる

体制を整えています。 
 
小型船舶市場における Gardの位置づけと将来 
Gard は、北欧における小型船舶海上保険のマー

ケットリーダーです。特に、P&I 保険では、ノ

ルウェー、フィンランド、スウェーデンを中心

にポートフォリオの構築に取り組んできた結果、

現在では強固な地位を確保するに至っています。

Gard の小型船舶分野におけるポートフォリオは、

十分にリスク分散されていながらも、客船と漁

船分野に特に強みを持っています。Gard の P&I
保険と船体保険を組み合わせて加入いただくケ

ースも多いことから、小型船舶向け船体保険の

扱い高が急速に増加しつつあります。 
 

このように、Gardは、長年にわたり Gard を支

持していただいている多くの既存のお客様に対

して最高のサービスを提供し続けながらも、新

しい顧客層を獲得できる良い位置にいます。現

在の Gard のサービスは既存のお客様とともに

作り上げてきたものです。これまでの長きにわ

たるご愛顧に改めて謝辞を申し上げます。 
 
Gard では、2年前に戦略的な意思決定を行って

以来、ドイツ、ベネルクス、南欧を中心とした

北欧以外の地域においてもリスクの引受を展開

し、当初の予想を上回る成長を遂げています。

この地域のビジネスパートナーと協力しながら、

Gard は積極的な取り組みを継続していきます。

その他の地域の事業機会についても、グループ

を挙げてフォローしていく予定です。今後、小

型船舶分野において、皆様からさまざまなご意

見をいただけることを心待ちにしております。 
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オーストラリア法 –南オーストリア州最高裁判所、 
航海用船契約のロンドン仲裁条項を支持 
Australian law – Supreme Court of South Australia 

upholds London arbitration clause in voyage charterparty 
 
南オーストラリア州の最高裁判所は、このほど、1991 年（連邦）海上物品運送契約法の適用上、航

海用船契約は「海上運送書類」ではないとし、その結果、契約に設けられた仲裁条項は同法第 11 条

によって無効とされないとしました。 
 
ほとんどすべての契約上の船積書類には、契約

に適用される法律と契約に起因する紛争が生じ

た場合の法廷地を定める条項が盛り込まれてい

ます。船荷証券やこれと同様の書類の場合、通

常、法律および裁判管轄に関する条項において、

その書類に起因する紛争にはある特定の国の法

律が適用されること、その紛争はその国の裁判

所によって解決されることが定められています。

かかる条項には、その国の法律および裁判所に

は紛争を判断する独占的な権利が付与されると

定められることもあります。定期用船か航海用

船かを問わず、用船契約では、紛争を訴訟では

なく仲裁で解決するというのが一般的です。よ

く指定される仲裁地の中でも、ロンドンとニュ

ーヨークが最も一般的であると思われます。 
 
オーストラリア 
このような条項には、契約当事者間で紛争が生

じた場合に適用する準拠法と裁判地が定められ

ますが、国によっては、裁判所がそのような条

項を認めようとしない場合があります。この点

に関して、オーストラリアでは、法律によって

明確化されています。 
 
オーストラリアは、独自の海上物品運送契約法

（COGSA1991）を制定しています。

COGSA1991 の第 11 条は、海上運送書類の条項

のうち、オーストラリアの輸出貨物または輸入

貨物に関連する海上輸送書類に起因する紛争に

ついて、オーストラリアの裁判所の管轄権を排

除しようとする条項を無効化するものです。

COGSA1991 の該当条項には、次のように定め

られています。 
 
「合意は、それがオーストラリア外の場所から

オーストラリア内の場所への物品の運送に関す

る海上運送書類...について...コモンウェルスま

たは州の裁判所の管轄権を排除または制限する

趣旨のものである限り、...効力はない」1（筆者

抜粋） 
 
オーストラリアの法律家の間では、この

COGSA1991 の第 11 条によって、オーストラリ

アの輸出貨物または輸入貨物の運送にかかる航

海用船契約の仲裁条項が無効となるか否かが議

論されてきました。法学者の間では、法律のあ

る改正により生じた意図せぬ結果といえるかも

しれないものの、第 11 条は航海用船契約に強

制的に適用されるべきであるという見解が通説

となっています2。  
 
南オーストラリア州の最高裁判所 
このほど南オーストラリア州の最高裁判所が審

理した事案3では、この問題が改めて検討され

ました。  
 
同様の事実について、COGSA1991 の初期の法

律に基づいてニューサウスウェールズ州の最高

裁判所が過去に出した判決は、航海用船契約は

「商品の運送に関連する書類」であるというも

のでした。その結果、その用船契約の仲裁条項

は、違法かつ無効であるとされました。 

                                                
1 COGSA1991 に基づく「海上運送書類」の定義には、「海路に

よる物品の運送に係る契約を含むか、または証明する...流通性

のない書類」が含まれている。 
2 COGSA1991 は、「船荷証券またはその他同様の権原証券」

に言及した「運送契約」のヘーグ・ルールの定義を変更して、「海

上運送書類の対象である運送に係る契約（ただし、当該書類が

海路による物品の運送に関する場合に限る）」を意味するとした。

Davies & Dickey, Shipping Law (2004 3rd Ed.) p.280-281 も

参照。 
3 ジェブセンス・オリエント・シッピング・サービス A/S & Anor 対
インターファート・アーストラリア Pty Ltd 他（Jebsens Orient 
Shipping Services A/S & Anor v Interfert Australia Pty Ltd & 
Ors）（未公表。最高裁判所手続き第 SCCIV-10-1589）。 
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このほど南オーストラリア州の最高裁判所が審

理した事案の事実は次のとおりです。船主であ

るジェブセンス・オリエント・シッピング・サ

ービス（JOSS）と用船者であるインターファー

ト・オーストラリア（インターファート社）が

GENCON1994 様式を用いて用船契約を締結し

ていました。用船契約には、その用船契約は英

国法に準拠し、同法に従って解釈されること、

成約に基づいて生じる紛争はロンドンでの仲裁

に付託されることを定める条項が盛り込まれて

いました。 
 
2008 年 10 月、JOSSは、用船契約に基づき、オ

ーストラリアに向けて船積みされた肥料の輸送

費を、インターファート社に対して支払うこと

を命じる 2 件のロンドン仲裁判断を得ました。 
 
その後、インターファート社は、用船契約の仲

裁条項はCOGSA1991 の第 11 条により無効とさ

れることから、仲裁判断は無効であり、1991 年

（連邦）国際仲裁法―外国仲裁判断の承認およ

び執行に関するニューヨーク条約を施行する連

邦法―に基づいて「承認」すべきではないとし

て、南オーストラリア州の最高裁判所で仲裁判

断の有効性を争いました。  
 
この事案は、南オーストラリア州の最高裁判所

で先日審理されました。裁判官は、COGSAの

適用上、航海用船契約は海上運送書類ではない

と判断し、次のように述べています。 
「現在のCOGSAは、船荷証券またはこれと同

様の証書を保有する人々の権利を対象としてい

る。用船契約は、異なる部類の書類であり、海

路による物品の運送に係る契約を含む書類であ

るという理由から、「海上運送書類」には当た

らない」 
 
裁判官は、このJOSS側に有利な仲裁判断は有効

で、オーストラリアで執行可能であるとしまし

た。JOSSの主な主張は、裁判所は、COGSA自

体を解釈するに際し、改正ヘーグ・ルールに含

まれる定義を考慮する必要があるというもので

あり、GOGSAの適用上、用船契約は以下の理

由で「海上運送書類」たりえないとも主張しま

した。 
(i) 海運業界において用船契約は一般的なもので

あるにもかかわらず、改正ヘーグ・ルールの

「海上運送書類」の定義に用船契約が含まれて

いないこと。  
(ii) 実際、改正ヘーグ・ルールは、用船契約と

「海上運送書類」とを区別していること4。 
 
COGSA（およびその前身）の成り立ち5も分析

された結果、議会は、用船契約がCOGSAに定

められた貨物賠償責任制度に取り込まれること

を決して意図したわけではなく、したがって用

船契約は第 11条の適用を受けないというのは

否定しがたい結論であるという考えが支持され

ました。 

 
議会は、用船契約が COGSAに定められた貨物

賠償責任制度に取り込まれることを決して意図

したわけではないというのが結論である。 
 
結論 
これは重要な判決ですが、現在のところ、南オ

ーストラリア州に限られるものです。南オース

トラリア州以外の州でも同様の訴訟が係属中で

す。この判決が踏襲されるか、違う判決が出る

か、現時点ではまだ分かりません。Gard として

は、オーストラリアの全州で統一されることを

望みます。 
 
今後進展がありましたら、Gard Newsでお知ら

せします。 

                                                
4
 例えば、改正ヘーグ・ルール第 5 条および第 10 条を参照。 

5 1924 年（連邦）物品運送法、1997 年（連邦）改正海上物品運

送法、1998 年（連邦）海上物品運送規則、1998 年（連邦）海上

物品運送規則（第 2）を参照。 
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2013 年北欧保険通則（ノルディック・プラン） 
 Nordic Plan(s) for 2013 

Helle Hammer 
北欧海上保険連合（Cefor）マネージング・ディレクター 
 
P&I保険以外の北欧標準条件の適用がまもなく

開始されます。2013 年北欧海上保険通則が、

2013 年 1 月 1 日付けで発効します。この標準条

件の素案作成と発行の手順については、北欧の

4 つの船主協会と北欧海上保険連合（Cefor）1

との間で、2010 年 11 月に合意されました。こ

の北欧保険通則は、よく知られている 1996 年

ノルウェー海上保険通則（2010 年版）をベース

としたものであり、その世界の船主向けの標準

的な担保としての強みの上に策定されるもので

す。 
 

 
 
なぜ北欧か？ 
20 世紀から 21 世紀への移行期にGardが船舶保

険市場に参入したことが、Ceforが北欧において

発展する契機となりました。新設されたGard 
Services（If社とGard P&Iが所有し、Vesta社と

Storebrand社の海上保険とエネルギー関連保険

を担当）は、その当時存在していたノルウェー

の 2 つの海上保険協会、すなわち、CeforとGSK
（海上相互保険者委員会）の会員として留まる

意向を持っていませんでした。2001 年に、統合

によって新生Ceforを設立することが合意され、

北欧会員に門戸が開かれたのです2。 
 

                                                
1 www.cefor.mo 
2 Cefor の統合の詳細と、1871 年から今日までの通則の歴史

については、Cefor の 2011 年百周年記念誌内の 2 つの記事で

詳しく取り上げられています。同誌（無料）をご希望の場合、

cefor@cefor.no までお問い合わせください。 

2008 年 1 月、Cefor は会員各社の成長を反映し、

ノルウェーの協会から北欧の協会へと第一歩を

踏み出しました。北欧の海上保険市場の成長に

伴い、同協会内では北欧標準条件という考えが

まず最初のテーマとして持ち上がったのです。

北欧標準条件が策定されることの北欧地域の

Cefor 会員にとってのメリットは、複数あった

条件が一つに統一されたことにより、教育、維

持、推進のいずれの面においても簡便化できる

ようになることです。 
 
北欧保険通則(ノルディック・プラン)の合意書 
北欧保険通則に向けた第一歩は、北欧の保険事

業者の代表者と北欧の船主をオブザーバーに迎

え、改正常任委員会において 1996 年ノルウェ

ー海上保険通則（2010 年版）を検討したことか

ら始まりました3。その年の年 11 月 3 日、デン

マーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウ

ェーの各船主協会は、2013 年北欧海上保険通則

（以後、通則といいます）を起草することで

Ceforとの間で合意書を締結しました。この合意

書では、改正常任委員会の権限と構成のほか、

通則発行の手続き、タイムフレーム、著作権保

有者としてのCeforの責任が定められています。 
 
通則の起草を担う改正常任委員会は、署名した

5 つの団体の代表者、Cefor、同数の北欧の船主

の代表者から構成されています。議長と事務局

長はオスロ大学（ノルウェー）のスカンジナビ

ア海事法研究所の研究スタッフの中から任命さ

れる予定です。また、共同海損精算人は、北欧

の全共同海損精算人の中から指名されます。

Gard の Sveinung Måkestad氏は Cefor の委員会

（全 6 名）を務め、同じく Nicolas Wilmot 氏は

副委員を務めています。 
 
同通則は、2013 年 1 月 1 日に発効します。 

                                                
3 Gard News No. 198 の記事「1996 年ノルウェー海上保険通

則（2010 年版）」を参照。 
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長い歴史を経た保険条件 
今後公表される最初の北欧保険通則の保険条件

は目新しいものとはならないでしょう。同通則

は、最新の 1996 年ノルウェー海上保険通則

（2010 年版）を検討のベースとする予定です。

新しい点といえば、通則の起草に北欧の 4 つの

船主協会すべてが参加していることであり、船

主の利益を保護するための公正かつバランスの

取れたシステムとして認められている現在の位

置づけがさらに強固なものになることです。 
 
明解な注釈、長い歴史、そして独立した法律専

門家を含む改正常任委員会により、通則本文に

解釈のあいまいな点はほとんど残らず、保険担

保に関する紛争や認識のズレも少なくなるでし

ょう。改正常任委員会が 3 年ごとに通則本文と

注釈の明確化と洗練を行い、紛争の発生する可

能性を取り除き、市場の発展を促していきます。 
 
クライアントのために 
通則の根幹は、北欧型のクレーム処理モデルに

あります。北欧の海上保険事業者がクライアン

トを積極的にサポートしてきた伝統は、この新

しい事業モデルと、新しい市場への進出によっ

ても変わることはありません。船舶の大型化と

機能の向上が進み、沿岸国や旗国による監視が

強化され、万一大事故が発生した場合にはメデ

ィアの注目を集める風潮が強まる中、北欧型の

クレーム処理モデルのリスクマネジメントツー

ルとしての重要性がさらに高まっていくものと

思われます。今日、大事故の処理は複雑さを増

し、初動の危機管理から最終処理まで、ますま

す多くの専門知識が求められるようになってい

ます。 
 
保険事業者の役割をクライアントに対するサー

ビス提供者として位置づけている、この北欧型

のプロアクティブなクレーム処理モデルが、北

欧保険通則の重要な要素の一つとなるでしょう。 
 
今後の流れ 
2013 年までまだ時間はありますが、北欧保険通

則の検討は、現行通則の 2010 年版の完成後す

ぐに始まっています。Cefor 改正通則フォーラ

ム（このフォーラムは、Cefor を代表して修正

案の提案権限を有する。）を定期的に開催し、

委員は 1 年以上かけて各条項の“北欧化”につ

いて議論してきました。市場の成長と慣行に合

わせて、新しい通則の一部として、アップデー

トについても議論されてきました。複数の Gard
の代表者が、フォーラムや随時開催されるワー

キンググループを通じて、この作業に参加して

います。また、海洋構造物や船舶建造保険に関

連する章のアップデートについても検討が行わ

れています。 
 
改正常任委員会に対する修正案の提出期限は

2012 年 1 月 1 日に設定されていました。合意書

に署名した当事者のみ、同委員会に直接修正案

を提出することが認められています。それ以外

の方については、Cefor または北欧の 4 つの船

主協会に対して、改正の変更点に関する提案を

行っていただきたいと思います。 
 
合意文書 
委員会では、スカンジナビア海事法研究所所長

の Trine-Lise Wilhelmsen 教授を中心に、すべて

の提案に目を通します。委員会では、検討を経

て、通則本文と注釈に対する勧告を 2012 年 6
月 1 日までに提示します。最終的な表現は、通

則の合意書に署名した全当事者の合意がなけれ

ばならないことから、「合意文書」は、対立よ

りも対話を促進するもものとなるでしょう。 
 
6 月 1 日の締切期限から 4 週間の間、すべての

利害関係者が修正案に対しコメントする機会が

与えられます。委員会は、署名した当事者に対

して最終勧告を出す前に、すべてのコメントの

レビューを実施します。その後、通則本文と注

釈の両方が 2012 年 10 月 1 日までに承認される

ことになります。2013 年北欧保険通則は、承認

後直ちに公開される予定です。 
 
北欧保険通則本文と注釈は英語で草稿されます。

通則本文は、ノルウェー語、デンマーク語、フ

ィンランド語、スウェーデン語に翻訳されて、

北欧地域の他の条件からの移行と、内航船と漁

船市場における利用の向上を促します。ただし、

主たる言語は、英語になるでしょう。注釈は英

語版のみ提供されます。 
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通則を入手するには 
2013 年 1 月 1 日の発効後すぐに、新しい北欧保

険通則が活用いただけるように、通則の本文と

注釈を 2012 年 10 月に公開します。保険者、被

保険者、ブローカー、弁護士等の皆様に新しい

文言をよく理解していただくため、10 月には、

北欧各地においてセミナーを開催する予定です。

セミナーでは、改正常任委員会の代表から変更

点とその変更理由についての説明が行われ、参

加者の皆様との質疑応答時間も設けられる予定

です。 
 
ノルウェー海上保険通則を対象とする人気のト

レーニングコースについても、北欧保険通則を

対象としたものに切り替える準備を行っていま

す。コースの内容は、2013 年以降に、1996 年

ノルウェー通則から 2013 年北欧保険通則に変

更されます。実践的な観点から標準条件に対す

る知識と理解が高められるように、2つの通則

の相違点の説明よりも、その体系と主な特徴の

ほか、通則の実際の条項について取り上げられ

る予定です。これらのコースに参加されたい方

は cefor@cefor.noまでご連絡ください。登録が

開始され次第、お知らせいたします。 
 
通則のコピーを早く入手いただけるように、通

則の公開日が近づくと、事前予約が行えるよう

になります。この件に関する情報の入手と予約

注文は、同通則用のウェブサイト（www.北欧

plan.org）で行えるようになります。新ウェブサ

イトは 2012 年上旬に公開される予定です。 
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Gard (Greece) Ltd のご紹介 
Introducing Gard (Greece) Ltd 

 
Gard Newsでは、Gardアテネ拠点のスタッフ一同を紹介します。 
 

 
Gard (Greece) のメンバー：（後ろの列）Mary 
Markou、Alexandra Chatzimichailoglou、Peggy 
Lemou、Emmanuel Tatianidis、Betty Kalomiri。
（前の列）Themis Ploumidakis、George A. 
Karkas、Lily Karaiscos、Joakim Bronder、
Svein Ellingsen。 
 
概要 
Gard (Greece) Ltd は、ギリシャにおける Gardの
メンバーおよびクライアントに対するサービス

を提供するための拠点として、2008 年 5 月に

Gard ASの子会社として設立されました。 
 
2008 年 8 月に、ギリシャ政府から会社設立の認

可を取得した後、スタッフの採用とオフィスの

準備を整え、同年の 12 月中旬から営業を開始

いたしました。 
 
Gard (Greece)は、意欲的で経験豊かなスタッフ

が中心となり、Gard グループの一員として、メ

ンバーとクライアントの皆様に対する、高度で

迅速なクレーム処理サービスの提供に加えて、

地域に根ざした経験と知識をもとに、地域独自

のニーズに合わせたカスタムメイドの保険商品

とリスクマネジメントソリューションを提供し

ています。 
 
「立ち上げメンバー」 
当オフィスの立ち上げに携わったメンバーは、

ギリシャの責任者である George A. Karkas、ス

ペシャル・アドバイザーの Lily Karaiscos、会計

担当の Emmanuel Tatianidis、総務およびクレー

ムサポート担当の Betty Kalomiri、そしてアーレ

ンダルから派遣された Svein Ellingsen と Anne 
Boyeの 2 名です。この当初の「立ち上げメンバ

ー」のうち、George、Lily、Svein、Emmanuel、
Bettyの 5 名は現在も当オフィスに在籍していま

す。 
 
現行メンバー 
George A. Karkasは、現在、当オフィスのマネ

ージング・ディレクターを務めています。ウェ

ールズのカーディフ大学で法学士と法学修士の

学位を取得しています。Gard 入社前は、Attica 
Group の顧問弁護士を務めていました。 
 
Lily Karaiscosは、引き続きスペシャル・アドバ

イザーとして活躍しています。前職で Skuld 社

のギリシャオフィスの上級副社長兼マネージン

グ・ディレクターを務めていたことから、ギリ

シャ市場に関する豊富な経験を持ち合わせてい

ます。 
 
Svein Ellingsen は、ベテランのクレーム・エグ

ゼクティブです。前職のノルウェーの船主会社

に 10 年間在籍した後、Gard 本社において 30 年

近くにわたりドライカーゴのクレーム処理を担

当してきました。現在は Gard (Greece)のシニ

ア・クレーム・エグゼクティブを務めています。 
 
Emmanuel Tatianidisは、税理士資格を持つエコ

ノミストです。スコットランドのストラスクラ

イド大学で MBAを取得しています。Gard 入社

前は、大手製薬会社のブリストル・マイヤーズ 
スクイブで勤務していました。Gard (Greece)で
は、財務管理とクレーム処理（人的クレーム・

グループ所属）を兼務しています。 
 
Betty Kalomiri は、総務とクレームサポートを兼

務しています。世界海事大学で大学院課程（海

上保険専攻）を修了しています。Gard 入社前は、

Superfast Ferries社においてパラリーガルとして
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勤務していました。 
  
現在は、上記の立ち上げ時からメンバーのほか

に、以下のスタッフが所属しています。 
 
シニアマネージャーの Joakim Bronder は、Gard
本社から派遣され、クレーム処理チームのリー

ダーを務めています。Gard 本社では、ドライカ

ーゴ・クレーム・チームのマネージャーを務め

ていました。 
 
クレーム・エグゼクティブを務める Alexandra 
Chatzimichailoglou は、ギリシャの弁護士有資格

者です。サロニカ大学で法学士、サウスハンプ

トン大学で法学修士号を取得しています。Gard
入社前は、Liquimar Tankers社のクレーム・マ

ネージャーを務めていました。 
 
クレーム・エグゼクティブの Peggy Lemou は、

ベテランの海損精算人です。Richards Hogg 
Lindleyで 20 年以上経験を積み、Gard入社前の

5 年間は、American Clubのクレーム・エグゼク

ティブを務めていました。 
 
クレーム・エグゼクティブ（弁護士）の Themis 
Ploumidakisは、ユニヴァーシティ・カレッジ・

ロンドンで法学士と法学修士号を取得していま

す。ギリシャの弁護士資格と英国の事務弁護士

資格を保有しています。 
 
総務アシスタント兼クレームサポート担当の

Mary Markou は、Norton Rose法律事務所とギリ

シャ船主協会での勤務経験を持ちます。ギリシ

ャ船主協会では、現会長の秘書を務めていまし

た。世界海事大学で大学院課程（海上保険専

攻）を修了しています。 
 
重要なサポートを提供 
元来、クレーム処理を地域内のオフィスで担当

することには大きなメリットがあります。それ

に加えて、ギリシャを飲み込む金融危機の影響

により、地域内でクレームを効率的に処理する

ことの重要性、つまり、当オフィスの重要性が

一層高まっています。また、クレーム処理にお

いて十分な結果をもたらすには、当事者間の紛

争や交渉の進展状況を正確に把握できることが

重要であることが証明されています。 
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ブラジル – アマゾン湾のバラスト水規制 
Brazil – Ballast water regulations for the Amazon Bay 

 
ブラジル法は、船舶からのバラスト水の処理に

ついてより厳格な制度を定めています。特に、

ブラジル海域に進入する船舶は、海岸線から少

なくとも 200 マイル離れた海域の水深 200 メー

トル以上のところでバラスト水を交換しなけれ

ばなりません。  
 
ただし、船舶がアマゾン湾に進入する場合は、

上記の場所に加えて、指定された航行地点（ア

マゾン湾に進入するのにどの川を使うかによっ

て異なる）でもバラスト水の交換を行わなけれ

ばなりません。これは、バラスト水の塩分濃度

を下げるために要求されるものです。 
 
先般ご報告したように、乗組員の不注意によっ

て 2 回目のバラスト水交換の実施を怠る船舶が

増えています。船舶の目的地がアマゾンの河口

付近の港（ここの塩分濃度はもともと高めであ

る）の場合には当局も厳しく取り締まりはして

いないものの、アマゾン湾の内陸部の港に向か

う船舶には、厳しい姿勢で臨んでいるようです。  
 
これに違反した場合、バラスト水排出の禁止の

ほか、5,000 ブラジルレアル以上 5,000 万ブラジ

ルレアル以下（約 2,750米ドル以上 275 万米ド

ル以下）の罰金が科されます。  
 
アマゾン湾に関するバラスト水規制の施行状況

は、通常、現地のエージェントから乗組員に通

知されると思いますが、当局が規制の実施を強

化することが予想されるため、細心の注意を払

ってこれらの規制に従うとともに、必要な書式

のすべてに正式に記入するようにしてください。 
 
上記の情報は、BRAZMAR Marine Services Ltda.
から提供いただいたものです。 
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英国法および船荷証券に基づいて訴えを提起する権利 
English law and title to sue under a bill of lading 

 
今回の Gard Newsでは、英国の 1992 年海上物品運送法に基づいて訴えを提起する権利に関する最

近の判決を取り上げます。 
 

 
 
概要 
英国の裁判所は、近年、貨物の引取人の訴えを

提起する権利が争われた何件かの興味ある事例

を審理しました。以下の 2 件の事例を通じて、

その争点が単純ではないことがお分かりいただ

けると思います。 
 
ANGELIKI B号事件 
ANGELIKI B号事件1では、船主は、貨物の引取

人（ミラン）は船荷証券に基づいて船主を訴え

る権利を有するとの仲裁法廷の決定をはじめと

する多数の争点について、ロンドン仲裁判断に

不服を申立てました。訴えを提起する権利につ

いての仲裁法廷の決定は、1992 年海上物品運送

法（COGSA92）に基づいて行われました。

COGSA92 の第 2 条と第 5 条では、以下のとお

り定められています。  
 
「2. 船積書類に基づく権利 
本条の以下の定めに従うことを条件として、船

荷証券の合法的な所持人となった者について

は...、（証券の所持人となることにより）輸送

契約に基づくすべての提訴権は、その者が当該

契約の当事者であったものとして、その者に譲

渡、帰属されるものとする」 
「5. 解釈等 

                                                
1 ミラン・ナイジェリア・リミテッド対アンジェリキ・B・マリタイム・カ

ンパニー事件（Milan Nigeria Ltd v. Angeliki B Maritime Co）
[2011] EWHC 892 (Comm) 

本法において船荷証券の所持人というときは、

以下の者のいずれかをいう。つまり、... 
（b）裏書がなされた船荷証券の引渡しにより

その船荷証券を所持する者...」 
 
仲裁法廷は、ミランは COGSA92 に基づき、お

よび／またはこれに依拠する権利を黙示的に主

張した、ミランはすべての船荷証券がミランに

対して裏書きされたことを立証した、ミランは

2001 年 7 月 30 日頃（最初の陸揚港における荷

揚げの開始時期の頃）に船荷証券を入手したと

判示しました。裁判所への不服申立てにおける

船主の主張の主な論点は、ミランが COGSA92
に最初に言及したのは仲裁手続き開始後 8 年以

上経過していたこと、また重要なことに、手続

きでは新たな争点は認められないと仲裁法廷に

よる命令が出た後であったということでした。

裁判官は、ミランの提出物では、ミラン自らが

船荷証券の「合法的な所持人」であるとともに

「被裏書人」であることを何度も主張の根拠と

していたこと、このことが COGSA92 によって

発生した権利に基づく主張の基礎であると合理

的に理解し得るのは経験豊富な船主と海事裁判

官だけであることを指摘して、この主張を却下

しました。 
 
ペース対チャーチゲート事件 
（Pace v. Churchgate ） 
ペース対チャーチゲート事件2も、ロンドン仲

裁手続きからの不服申立てに関する事案です。

この事案では、英国裁判所は、実際には同一の

仲裁法廷による 2 件の不服申立てに関わってい

ます。最初の仲裁判断で仲裁法廷は、用船者に

対する貨物の引渡しが補償状（LOU）によって

                                                
2 ペース・シッピング・カンパニー・リミテッド対チャーチゲート・ナ

イジェリア・リミテッド事件（Pace Shipping Co Ltd v. 
Churchgate Nigeria Ltd）（「ペース」事件）[2009] EWHC 1975 
(Comm)およびペース・シッピング・カンパニー・リミテッド対チャ

ーチゲート・ナイジェリア・リミテッド事件（Pace Shipping Co Ltd 
v. Churchgate Nigeria Ltd）（「ペース」事件）（第 2） [2010] 
EWHC 2828 (Comm) 
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行われた、船荷証券は最終的には貨物引取人

（チャーチゲート）のために裏書きされたと判

断しましたが、荷揚げ後に銀行による船荷証券

への裏書きが既に行われていました。言い換え

ると、チャーチゲートが船荷証券の所持人とな

ったときには、その船荷証券は「使用済み」、

つまり、それを所持していても、船主（ペー

ス）に物品の引渡しを要求する権利は与えられ

ないということです。したがって、仲裁法廷は、

チャーチゲートは船荷証券に基づいて訴えを提

起する権利は有していないと判断しました。チ

ャーチゲートは、英国の裁判所に仲裁判断につ

いての不服を申立て、COGSA92 に依拠しよう

としました。不服申立ては認められ、

COGSA92 に基づく権利に関するチャーチゲー

トの主張は、仲裁法廷に差し戻されました。2
つ目の仲裁判断では、船荷証券が使用済みであ

るというのが共通の理由でしたが、仲裁法廷は、

チャーチゲートは以下のように定める

COGSA92 第 2 条(2)(a)により訴えを提起する権

利を有すると判断しました。 
 
「（2）ある者が船荷証券の合法的な所持人と

なっても、船荷証券の所持により、当該証券が

関係する物品を保有する（運送人に対する）権

利が付与されないときは、その者は、以下のこ

とによって証券の所持人とならない限り、前

（1）によりその者に移転される権利は有さな

いものとする。 
（a）証券の所持に貨物の所有権が付随しなく

なる前に行われた契約その他の取決めに従って

行われた行為を理由として...」 
 
仲裁法廷は、提出された証拠に基づいて、チャ

ーチゲートは物品についてのある販売契約の当

事者であった、物品の代金が支払われた、その

結果チャーチゲートが船荷証券の合法的な所持

人となったと判断しました。これを受けて、船

主は、この 2 つ目の仲裁判断について不服を申

立て、特に、チャーチゲートへの船荷証券の裏

書きおよび引渡しの理由または原因が、当該証

券が使用済みになる前に存在していた契約その

他の取決めに基づくものであったか否かを問題

にしました。裁判所は、船荷証券の引渡しの理

由または原因が販売契約であるという仲裁法廷

の判断に同意しました。合議体の仲裁人の過半

数は、チャーチゲートは当事者として仲裁契約

を締結し、また当事者であり続けたこと、また

ニュー・バーリントンという他社（これに対し

て訴えを提起する権利を有するとペースが主張

していた者）によってではあるが、販売契約に

基づく支払が行われたことを判断しました。こ

うした状況の下、過半数は、チャーチゲートに

対する船荷証券の譲渡は販売契約に基づいて行

われた支払の結果であったと推論（推論する権

利は与えられていました）しました。  
 
しかしながら、これで問題が終わったわけでは

ありません。仲裁判断の後、チャーチゲートは

仲裁法廷に対し、仲裁法廷が貨物損害賠償請求

に対する責任についてチャーチゲートに有利に

判断するのであれば、経済的な影響の一部また

は全部が最終的にニューバーリントンに生じる

としても、チャーチゲートは損害賠償を得る権

利を有すると主張しました。ペースはこれに異

議を唱えましたが、仲裁法廷は、チャーチゲー

トは物品の所有者ではないものの、その貨物損

害賠償請求について賠償金の支払を受けること

ができるとの仲裁判断（第 3 の仲裁判断）を続

けて出しました。仲裁人は、貨物の所有者はニ

ューバーリントンであるが、チャーチゲートは

GOGSA92 に基づいて訴えを提起する権利を有

しているとの結論を全員一致で出しました。こ

れを受けて、ペースは、チャーチゲートが行っ

た請求のみが「自らの名義で自らが行った請

求」である、ニューバーリントンを代理して行

われる請求は新しい訴因を提起するものだがこ

の訴因は既に時効が成立しているという自らの

主張を検討してもらうため、第 3の仲裁判断の

訂正を仲裁法廷に求めました。この新たな議論

は、以下のように定める COGSA92 の第 2 条

（4）に焦点を当てたものです。 
 
「（4）本法が適用される書類について、 
（a）当該書類が関係する物品についての利益

もしくは権利またはかかる物品に関連する利益

もしくは権利を有する者が、輸送契約の違反に

より損失または損害を被ったが、 
（b）前（1）が当該書類について適用され、当

該違反についての提訴権が他の者に付与される
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場合には、他の者は、損失または損害を被った

者の利益のために当該権利を行使する権利を有

するものとする。ただし、当該権利は、行使に

より利益を受ける者に当該権利が帰属すると仮

定した場合に行使され得るのと同じ範囲で行使

される」 
 
仲裁法廷はペースの申請を却下したため、ペー

スは再び英国の裁判所に不服を申立てました。

裁判所は、別個の訴因が存在しない、つまり、

チャーチゲートは独自の訴因を追求しているが、

その訴因に基づいて第三者の損失の賠償を求め

ているとして不服申立てを却下しました。 
 
貨物損害賠償請求について、チャーチゲートは

228,197米ドルに利息を加算した額の支払を受

けることになったこと（第 3 の仲裁判断）に触

れておく価値がおそらくあるでしょう。後知恵

でいうのは簡単ですが、両当事者にとっては、

損害賠償請求権には実際にどんな価値があった

のかに焦点を当てるとともに、訴えを提起する

権利についてはすべてが明確だったわけではな

いことを考慮して和解しようと交渉すればよか

ったのではないでしょうか。ニューバーリント

ンまたはその他の者が訴えを提起する権利を有

していたとしても、その名義の損害賠償請求権

は随分前に時効で消滅したとも考えられるでし

ょう。和解契約では、第三者の請求があったと

きには補償を与えるよう貨物の関係者に求める

ことも一般的です。 
 
結論 
貨物損害賠償請求に対処する場合には、どの当

事者が訴えを提起する権利を有するかを常に明

確にすることが重要です。船荷証券の下では、

その権利は、通常、運送人から物品を入手する

権利が船荷証券によってなお与えられている時

点（つまり、証券が「使用済み」になる前）に

おける船荷証券の最後の合法的な所持人に与え

られます。提訴権は、別の当事者になり得る貨

物の所有者には与えられません。しかし、一定

の状況下では、COGSA92 により、船荷証券が

使用済みになった後に船荷証券の所持人となっ

た貨物の引取人に提訴権が与えられます。

COGSA92 では、貨物の所有者が損失を被った

者である場合には、船荷証券の所持人が貨物の

所有者のために提訴権を行使することも認めら

れます。 
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貨物の液状化 – 最新情報 
Cargo liquefaction – An update 

 
固体ばら積み貨物の液状化は、各 P&I クラブとその組合員にとって関心の高いトピックです。最近、

いくつかの進展がありましたので、その最新情報をお伝えします。 
 
背景 
2010 年初旬に発行されたGard Newsにおいて

貨物の液状化が大きく取り上げられて以来1、

Gardには、組合員の皆様から、予防的サーベ

イの手配に関する多数の問い合わせや要望が

寄せられています。船舶側では危険性がある

ことを十分認識しつつも、営業上の理由から、

液化するおそれのある貨物の輸送を受けざる

を得ない状況が続いています。貨物市場が弱

含む中、船主や用船者も、雇用の創出機会を

みすみす逃すようなことはできない状況にあ

ると思われます。 
 
国際グループP&Iクラブ（IGクラブ）は、

2010 年上旬から、インドから積載される微粉

鉄鉱石のほか、インドネシアとフィリピンか

ら積載されるニッケル鉱に伴う危険と問題に

関して、組合員に注意を喚起する回報を何度

か発行しています2。同様の問題は、クロム鉄

鉱石やミルスケール、ブラジルからのシンタ

ーフィード3など、回報で取り上げられていな

い貨物や船積国においても発生しています。

市況が厳しい折、船主自身が積載待ちの貨物

の検査・試験を実施すると、その結果によっ

ては追加費用や遅延が発生する可能性がある

ことから、用船者や荷送人が船主に圧力をか

けて、検査や試験を回避させようとすること

もあるようです。また、船主が適切かつ必要

な対策を講じることができないように、船主

の能力を弱めたり、制限しようとするさまざ

まな用船契約条項が広まりつつあります。こ

のような動きを受けて、このほどIGクラブか

ら、国際海上固体ばら積み貨物コード

                                                
1
 例えば、Gard News No. 197 の記事「未加工の鉱石 － 微

粉鉄鉱石とニッケル鉱の液状化（Liquefaction of 
unprocessed mineral ores – Iron ore fines and nickel 
ore）」を参照。 
2 Gard P&I メンバーサーキュラーNo. 16/10（微粉鉄鉱石）お

よび No. 23/10（ニッケル鉱）を参照。 
3 Gard ロスプリベンションサーキュラーNo. 6/11 を参照。 

（IMSBCコード）の規定と関連の対策を骨抜

きにしようとする圧力に船主が対抗できるよ

うに、標準的な用船契約条項が公表されまし

た4。 

 
競争上の理由から液化するおそれのある貨物

の輸送を受けざるを得ない状況にある。 
 
問題の核心 
組合員の中には、IMSBCコードの下では、積

荷に関する記述が十分かつ正確であること、

実施した試験結果が正確なものであること、

採取されたサンプルが積載予定貨物の代表的

なものであることを宣言する義務は荷送人が

負っているのに、なぜ貨物の検査、サンプル

採取、分析に時間、費用、手間をかけなけれ

ばならないか疑問に思われる方もいるでしょ

う。それは、荷送人の申告と証明書が不正確

なことが原因であり、問題の核心でもあるの

です。つまり、貨物がグループC（液状化し

にくい貨物）であると誤って申告されたり、

FMP（流動水分値）、TML（運送許容水分

値）の数値や含水率が不正確であったりする

ということです。IMOに報告された事例では、

船舶と乗組員側が申告や証明書の正確性を疑

っていない場合で、実際に不正確であると、

悲惨な結果につながっています。IMOは、

2010 年に発行した回報5の中で、2009 年のモ

ンスーン期に発生した 2 件の大惨事と、微粉

鉄鉱石を輸送中の複数の船舶において発生し

たヒヤリハット事例を取り上げています。

                                                
4 2011 年 9 月の Gard アラートを参照。 
5 DSC.1/Circ.66（2011 年に改訂） 
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IMOは、その中で「これまでに微粉鉄鉱石を

グループCの鉄鉱石と申告したことのある荷

送人もいる」と指摘しています。その後、イ

ンドネシアから微粉鉄鉱石の輸送中、45 名の

船員の命が奪われ、3 隻の船舶が損失すると

いう事故が発生しました。2011 年 3 月、中国

はIMOに対して、「入手できた証拠によると、

これらの事故の直接の原因は、貨物が液状化

し、悪天候の影響で移動したことにより安定

性を失ったことであるが、船長に提示された

貨物文書類には、貨物のサンプルの含水率は

運送許容水分値（TML）を下回っていると記

載されていた」との意見を提出しました。 
 
不正解な申告や証明書がもたらされる原因は

多数あります。これまでの Gard の経験では、

そもそも IMSBC コードの存在自体認識してい

なかったり、IMSBC コードに対する理解が不

足していたり、サンプルの採取と分析手続き

や装置が不適切であったケースなどがありま

す。悪質なのは、サンプルや試験結果が意図

的に操作されているケースです。このような

ことが行われる背景は、貨物の含水率が TML
を超えている場合、水分を除去する必要があ

るものの、その時間とコストをかけることを

荷送人が惜しんだり、そうする余裕がない場

合があることです。貨物が、鉱山から加工処

理を経ずに直接持ち込まれる場合は特に注意

が必要です。 
 
問題を複雑化させる要因 
荷送人による申告と証明書が信頼できないこ

とが問題の核心ではあるものの、その他の問

題によってさらに複雑化することがあります。 
 
過去に問題が起こらなかったという事実 
荷送人や用船者の多くは、船主が自ら予防的

に貨物のサンプル採取と分析を実施しなくて

も、これまで問題なく仕向地に届けられてい

ると主張するでしょう。天候や海面の状態が

常に一定でないことに加えて、すべての船艙

に同じ貨物が積み込まれることはほとんどな

いことがその理由として挙げられるでしょう。

航海命令において、荒海や荒天を回避するこ

とを船長に求めるケースがあります（非現実

的であり、海や天候の状態を局所的に正確に

予測することは不可能であるという事実を無

視しています）。おそらく、重要な要因は、

TMLが FMPの 90%に設定されていること、

つまり、安全マージンが 10%あることです。

このため、貨物の含水率が TMLを超えること

はあっても、FMPに届くことはありません。

一方、貨物によって液状化するものと液状化

しないものがある理由は定かではないことも

事実です。IMSBC コードは、このことを勘案

したうえで規定されていると考えるのが合理

的です。残念ながら、荷送人の多くは（一部

の船主も）、IMSBC コードを遵守することが

義務だとは思っていないようです。実際に、

ある船主が却下した貨物を他の船舶が受け入

れている事例は多数あります。 
 
サンプル採取 
IMSBC コードにはサンプル採取に関する条項

が含まれています。これに関して、代表的な

サンプルが十分に採取できないことが問題に

なることがよくあります。鉱山から鉱石が直

接船に積み込まれる場合、船主は陸上のスト

ックパイルに触れさせてもらえないことがあ

ります。それが許されても、どのストックパ

イルが船に積み込まれるのか荷送人が明らか

にするとは限りません。分析に必要なサンプ

ル数も、ロジスティック上の課題です（特に

研究所が海外にある場合）。例えば、

50,000MT のストックパイルの場合、IMSBC
コードは、200 のサンプルを抽出し、50以上

のサブコンポジットのサンプルに組み合わせ

ることを求めています。船主が早めに検査を

手配して遅延を回避しようとしても、含水率

の試験とサンプル抽出の間隔は 7日を超えて

はならないと定めた IMSBC コードが問題にな

ることがあります。裸貨物が試験を終えて船

積みされるまでの間に雨に濡れた場合、追加

のサンプル採取と分析を実施しなければなら

なくなる場合があります。「缶」試験に過度

に依存することの危険性についても、ここで

触れておいた方がよいでしょう。「缶」試験

では、船荷として適しているかどうか分かっ

ても、荷積みに適しているかどうかは判断で

きません（これは、試験所の試験でのみ判断
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できることです）。IMOの「危険物・固体貨

物・コンテナ小委員会」の第 16 回会議（DSC 
16）で合意された IMSBC コードの改正のうち

の 1 つは、「缶試験後もサンプルが乾燥して

いる場合、当該物の含水率は運送許容水分値

（TML）を超えたままである可能性がある」

という記述を IMSBC コードに追加することに

よって「缶」試験の限界を明確にすることを

目的としています。 
 
試験 
荷送人の一部から、IMSBC コードが認める試

験方法が、粉末粒度がより大きい貨物や液状

化する可能性のある微粒子が一部しか含まれ

ていない貨物に適したものであるかどうか疑

問が投げ掛けられています。Gard や IGの委

託先の複数の専門家は、一定の整合性を持た

せた、複数の異なる試験方法を用いて、問題

なく貨物の試験を実施できることを確認して

います。世界的に FMP、TMLの試験を実施で

きる独立試験所が不足していることも問題で

す。船積国の国内に試験所がない場合には、

多大な日数と費用がかかるおそれがあります。

試験所の分析結果が出るまでに荷積みを始め

ることが慣例化しているような例も見られま

すが、貨物が安全でないという分析結果が出

た場合には問題が複雑化する可能性がありま

す。ただし、インドには、業界の専門家が試

験を指導し、試験に立ち会うことで信頼性の

高い試験を提供する独立試験所が多数ありま

す。 
 
船積み後の貨物 
貨物を船積みした後に、安全輸送の適合性に

関する問題が生じた場合、バルク貨物のどの

部分が不適当であるか特定することは困難で

す。その場合には、バルク貨物すべてを一旦

荷揚げする必要があります。しかし、船積地

で荷揚げすることは著しく困難なものとなり

得ます。なぜなら、荷積地に荷揚げ設備が十

分整っていないことがあるからです。例えば、

複数のはしけに載せた積荷をクレーンを使っ

て船に船積みしたような場合、その逆に、荷

揚げするのは極めて困難です。さらに、一旦

船積みされた貨物は輸出されたものとみなさ

れる現地の税関規則によって問題が複雑化す

る場合もあります。船舶に危険貨物が船積み

されたことで、船主と用船者などの関係者間

で法廷闘争が起きることがよくあります。貨

物の水分量を船上で是正することは容易では

ありません。いろんな技術を用いて試されて

きましたが、特に船艙が満載の場合には、う

まくいった事例はごくわずかしかありません。 
 
P&I カバー 
Gard では、P&I カバー自体が液状化に関する

問題を複雑化したり、問題になることはない

と考えていますが、参考情報として、P&I カ
バーについて取り上げます。 
 
Gard では、予防的サーベイの費用のカバーを

認めていません。予防的サーベイは、損失の

未然防止や最小化のための措置であるという

人もいます。一定の但書を条件として、Gard
の約款第 46 条では、「事故または事象の発生

時または発生後に、当組合の責任を防止また

は軽減するために合理的な範囲で負担した通

常外の費用および経費」のカバーを認めてい

ます。予防的サーベイが要求されたときに何

らかの事象が発生していたか否かを争うこと

はできても、かかる検査の主たる目的は貨物

が安全に輸送できるものであることを確認す

ることであって、クラブの責任を最小化する

ことではないというのが重要な点であると

Gard では考えます。 
 
また、Gardの約款第 8 条では、「船舶の…安

全運航…に関する加入船の旗国法のすべての

要求事項を遵守し、または遵守させる…こと

を加入船の付保の条件とする」と定められて

います。IMBSC コードは SOLAS（法律の要

求事項）の一部であり、船長は、SOLASの下

では、貨物の状態が船舶の安全性に影響を及

ぼすおそれがあるとの不安を抱いている場合

には、貨物を積載しないか、または貨物の積

載を中止する最優先の義務と権限を有してい

ます。 
 
危険貨物を輸送するのはばら積み貨物船だけ

ではないことに留意しなければなりません。
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コンテナ船は多様な危険物を輸送するものの、

危険貨物が安全に輸送できることを確認する

ための検査費用をクラブが支払うことは期待

できません。上記と同様の理由により、P&I
保険が危険貨物の荷降ろし費用をカバーする

ことはまずありません。 
 
では、Gardはどのような費用をてん補するの

でしょうか。危険貨物の輸送には、応訴保険

のてん補を受けることができる可能性のある

さまざまな請求（Gardの事前の承認を得て発

生する、かかる請求に関連する検査料金を含

む）が発生する可能性があることは明らかで

す。その後、P&Iで付保されている請求の防

御において検査が使用される場合にも、てん

補を受けることができます。このことにより、

組合員がクラブの勧告、特にP&Iクラブ国際

グループの回報に定める勧告に従わない場合

には、クラブのてん補についてのより困難な

問題に直面することになります。その回報に

記載されているように、「…ある組合員が

［IMSBC］コードまたは同コードと矛盾しな

い地方の規制に従わない場合には、組合員は、

クラブのてん補を受けられなくなる可能性が

あることも認識しておかねばなりません。国

際グループのすべてのクラブは、安全でない

か、または不当に危険な貿易または航海から

発生する責任、費用および経費のカバーを実

質的に排除する同様の約款を備えています6」。

GardまたはIGクラブがより厳格な境界を決定

するまでは、Gardは、組合員が危険貨物を意

図的に輸送した場合（例えば、サンプルに対

する独立試験所の結果から含水率がTMLを超

えていることが判明している場合）、てん補

を受けられない重大なリスク7があることを予

め警告するというスタンスを取っています。

確認を行わずに危険貨物が積み込まれた場合

や、過去において荷送人が信頼できない証明

書を提示することがあった国において、サン

プル採取と分析を実施せずに、「缶」試験だ

                                                
6 Gard 約款第 74 条では、次のように定められている。「当組

合は、加入船が禁輸品を運送し、封鎖を侵破し、または不法、

安全でない、もしくは不当に危険な取引もしくは航海に従事す

ることにより生じたか、またはその結果生じた責任、損失、費

用または経費は担保しない」 
7
 危険貨物の輸送または IMSBC コードの不遵守に起因する

責任、費用および経費について。 

けの結果を基に危険貨物を船積みした場合8、

組合員は、てん補を受けられなくなる極めて

大きいリスクを負うことになります。当然、

各ケースの事実に大きく依存します。貨物の

船積み時に、組合員がてん補に関してクラブ

に見解を仰いだ時点では、クラブ側が知らな

い多くの事実（特に、危険物であるか否か、

荷送人の証明書が正確であるか否か）がある

可能性もあります。 
 
Gard では、このようなリスクは、実際のとこ

ろ、組合員が負う心構えをしておくべきもの

であって、組合員間で分担することに合理的

理由がないと考えています。時間、労力、費

用を防ぐための勧告を遵守しない船主が、遵

守した船主と同等のてん補を得られるという

ことに正当性はあるでしょうか。 
 
IMSBCコードに記載されていない貨物 
ニッケル鉱や微粉鉄鉱石など、液状化するお

それのある貨物がIMSBCコードに記載されて

いないことによって不確実さがもたらされて

います。IMSBCコードは（セクション 1.3に
おいて）、液状化するおそれのある貨物の一

部が記載されていない可能性があることを認

めています。IMSBCコードには、「粒状貨物

の多くは、相当高い水分を含有している場合、

移動を起こしやすい。したがって、水分を含

む粒状貨物は、船積み前に流動特性に関する

試験を実施しなければならない」とも記載さ

れています9。また、IMSBCコードでは、グル

ープCの貨物は液状化しにくい貨物であると

定義されており、グループAの貨物は液状化

するおそれのある貨物であると定義されてい

ます。IMSBCコードでは、このように強調す

ることによって、悲惨な結果を生じさせない

ように、慎重なアプローチを求めています。 
 
IMOの「危険物・固体貨物・コンテナ小委員

会」の第 16 回会議では、貨物が液状化するお

それがある場合には、その貨物はグループ A

                                                
8 クラブまたは IG に対して定期的に助言を行っている独立の

専門家が、荷送人の書類が IMSBC コードに準拠しており、サ

ンプルと適格な試験所が実施した適切な分析から判断して容

認できると確認できる場合は、この限りでない。 
9
 付録 3 セクション 2.1 
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に分類されるべきであるということが原則論

として合意されました。上記のとおり、

IMSBC コードのセクション 1.3では、IMSBC
コードに記載されていない貨物について触れ、

そのような貨物が液状化するおそれがある場

合、IMSBC コードでは、権限を有する 3 つの

当局（船積国、船舶の旗国、荷揚国の当局）

が定める暫定的な適正輸送条件を遵守するこ

とを求めています。（IMOが 12 月 1 日付の第

66 回報において、微粉鉄鉱石は未記載ではあ

るが液状化するおそれがあることを認めたも

のの、）Gard では、ニッケル鉱や微粉鉄鉱石

に関して発行された「三者協定」を目にした

ことがありません。 
 
各地の圧力 
インドなどのようにこの問題の重要性を理解

して、IMSBC コードに沿った国内規則を導入

した国でも、圧力が残っていることがありま

す。例えば、船積みの中止の停泊スケジュー

ルへの影響を懸念したインドの港湾当局が先

日発行した回報は、船主の P&I サーベヤーに

対して、貨物が船積みに適しているというサ

ーベヤーの申告書を付けて試験証明書を提出

することを要求しています。その回報では、

そうした証明書を提示したのに、船舶が船積

みを中止することになった場合、サーベヤー

のライセンスを見直すことを示唆しています。

まさに、サーベヤーが直面することの多い圧

力の典型例です。サーベヤーに、自身の生計

と乗船者の生命のいずれかを選択することを

求めているに等しいものです。ここで、船主

に代わってクラブが選任したサーベヤーは、

クラブを代弁しているのではないことを強調

しておく価値があるでしょう。クラブと船主

のいずれも、貨物が安全に輸送できるか否か

を確認することはできないうえに、IMSBC コ

ードもそれを求めてはいません。船主は、確

認を行うことによって、問題が生じた場合に

荷送人または用船者に対する求償権が損なわ

れるおそれがあることを認識しておく必要が

あります。海外のサーベヤーや専門家が港へ

の立ち入りを拒絶されるといった緊張状態が

生じている地域もあります。事前承認なく、

海外で試験するためにサンプルを持ち出すこ

とについて、法的手段をちらつかせる現地の

当局もあるようです（実際には、事前に申請

してもまず承認はされないでしょう）。 
 
この問題に対処するための取り組み 
ここ数年、Gard では、この問題と危険性を組

合員の皆様にお伝えすることを優先して取り

組んできました。その結果、これに関する認

識も高まったものと思われます。Gard では組

合員の皆様に可能な限りのサポートを提供す

るつもりですが、国家レベルや国際的な枠組

みの中で対応すべき業界全体の問題であると

考えます。 

 
貨物の水分量を船上で是正することは容易で

はない。 
 
国家レベル 
先にご紹介したとおり、液状化の問題と危険

を認識し、すでに行動に起こしている国もあ

ります。例えば、インド政府では、インド海

運総局（DGS）を通じて、IMSBC コードに概

ね沿った商船公告を数多く発行しています。

中国も、規制案を作成しつつあるようです。

各国の規定を国際的に合意された IMSBC コー

ドに整合させることは当然ながら重要です。

整合が取れていれば、安全性を脅かす荷送人

を評価するための強力な基準となるでしょう。

このほか、さまざまな提案を添えて IMOに意

見具申を行った国も多数あります（以下を参

照）。 
 
国際的な枠組み 
各業界団体（P&I クラブ国際グループなど）

は、ここ数年、積極的に多数の会議に参加し

ている中で、先頃、IMOの「危険物・固体貨

物・コンテナ小委員会」の第 16 回会議に業界

の総意文書を提出するに至りました。同小委

員会では、国や業界の代表者の参加の下、
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IMSBC コードの改正（固体ばら積み貨物の特

性の評価など）に関するワーキンググループ

が開催されました。2011 年 9 月 22 日には、

液状化するおそれのある貨物の安全輸送の向

上のための措置に関する報告が行われました。

これらの措置は、Gard News本号に掲載され

ている記事「液状化するおそれのある貨物に

関する IMSBC コードの将来の改正（Future 
IMSBC Code amendments regarding cargoes that 
may liquefy）」で詳細に取り上げられていま

す。 
 
船主が現実にできること 
 IMSBC コードには、液状化するおそれのある

固体ばら積み貨物を安全に輸送するための十

分なベースが盛り込まれているとも言われて

います。合意した IMSBC コードの改正が施行

されると（施行は 2013 年以降の見通し）、荷

送人が講じるべき対策が強化されることにな

ります。しかし、結局のところ、荷送人が法

令を遵守するか否かによるところが大きいた

め、荷送人が提示する申告や証明書の信頼性

を信用できない場合には、船主とクラブの側

では、自分たちの対策の手を緩め難くなるで

しょう。これらの点を踏まえて、船主側で現

実にできることは、 
 
何を期待すべきかを知る 
–上記の問題と複雑化する要因について理解す

ること。 
– 用船や運航部門に加えて、船舶の乗組員も

危険と対策について十分に理解しておくこと。 
– 安全に輸送できる貨物であると確信できな

い場合、船主は、貨物を積載せずに航行する

用意もしておくこと（結果がどうであれ、不

確かなまま積載するよりは安全）。 
 
交渉時 
– 船舶が定期用船である場合、貨物が用船契

約上認められるか否かを確認すること。時間、

労力、費用がかかり、リスクが伴う場合には、

これを回避できるか検討すること。 
– 船主が（IMSBC コードに準拠して）危険貨

物を輸送する用意がある場合、船主が期待す

ることを用船者と事前に話し合うこと。 

– P&I クラブ国際グループが推奨する用船契

約条項を契約書に盛り込むようにすること。 
–  IMSBC コードの効力を削いだり、船主がサ

ーベヤーや専門家を選任することを阻害する

ような用船契約条項を認めないこと。 
 
運航時 
– 貨物とそのばら積み貨物運送品目名を適切

に申告するように要求すること。  
– IMSBC コードを参照すること。 
–遅延を最小に抑えてサンプル採取と試験が実

施できるように、速やかに Gard に連絡して貨

物や国に関するアドバイスを求めること。  
– 船舶が船積港に到着する前に、用船者との

間で不適切な申告や証明書を特定するように

努めること。 
– 船長が現地でサポートを必要とする場面が

出てくる可能性があり、その場合、時間（場

合によっては日数）がかかることを念頭に置

くこと。 
 
船積み前 
– IMSBC コードに準拠した適切な書類（荷送

人による含水率と TML/FMPの申告や証明書

など）を要求すること。 
– IMSBC コードの条項に照らして荷送人の書

類を確認すること。 
– IMSBC コードに従って適切に試験され、安

全な輸送が可能であることが書面化されるま

で、貨物またはその一部を受け入れて船積み

を行わないこと。 
– 貨物の状態が船舶の安全性に影響を及ぼす

おそれがある場合、船長は貨物を船積みしな

い（あるいは、貨物の船積みを中止する）と

いう SOLASに基づく最優先の職権を行使す

ること。 
 
結論 
液状化しやすい貨物の輸送に関して、問題を

複雑化させる多数の要因があっても、荷送人

の申告や証明書が不正確であることが問題の

核心であることに変わりはありません。液状

化の発生要因が完全には解明されていない中

において、IMSBC コードが慎重なアプローチ

を採用していることは、悲惨な結果が生じる
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可能性があることを踏まえると適切であると

いえます。ある貨物の液状化の危険性がより

確実に特定できるようになるまでは、荷送人

を IMSBC コードに遵守させることが肝要であ

ることから、船積港の当局の役割が重要にな

ります。荷送人が IMSBC コードを遵守しない

場合には、船主と P＆Iクラブ側では、引き続

き独自の対策を講じる以外にありません。リ

スクを採ることを船主が選択した場合、それ

が織り込み済みのものであろうとなかろうと、

自ら選択の結果の責任を取ることになります。  
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液状化するおそれのある貨物に関する IMSBC コードの改正 
 IMSBC Code amendments regarding cargoes that may liquefy 

 
液状化するおそれのある貨物の安全輸送を向上させることを目的とした IMSBCコードの改正に

IMO が合意しました。 
 
Gard News本号に掲載されている記事「貨物の

液状化 – 最新情報」では、過去の IMOにおけ

る作業や、IMOの危険物、固体貨物およびコン

テナ小委員会の第 16回会議（DSC 16）に提出

された業界合同文書の内容が取り上げられてい

ます。同会議では、IMSBC コードの改正に関す

るワーキンググループミーティングも開催され、

そこで合意された、液状化するおそれのある貨

物の安全輸送の向上に向けた改正点が報告書と

してまとめられています。その主な改正点は、 
– 「管轄当局（competent authority）」が荷送人

とは別個に運営することを明確化 
– 含水率および TML（運送許容水分値）の証明

書は、船積港の管轄当局が認めた事業体が発行

しなければならないこと 
– 荷送人は、含水率のサンプル採取、試験、管

理の手続を整備し、この手続について船積港の

管轄当局の承認を得なければならないこと 
– 荷送人は、船舶の指定された代表者が検査、

サンプル採取、その後の試験を実施できるよう

にストックパイルへのアクセスを容易にするこ

と 
 
微粉鉄鉱石 
DSC16 のワーキンググループでは、IMOのコレ

スポンデンス・グループが微粉鉄鉱石の新しい

一覧表を作成し、試験方法を検討すべきである

という点も合意されました。このグループは、

P&I クラブ国際グループ（IG）や IGクラブに

助言を行っている専門家などから提供される情

報に基づいて検討を行っており、2012 年 3 月に

開催される次回の IMO DSC の編集・技術グル

ープの会議において報告を行う予定です。その

間、業界（特に船舶関係者を代表するもの）か

らの反発はあるものの、微粉鉄鉱石に関する発

行済みの DSC サーキュラーを改訂することに

ついても合意されました。同サーキュラー

（2011 年 10 月 7 日付 DSC.1.Circ/63）には、微

粉鉄鉱石の暫定的な定義として最も適切な表現、

つまり、「主として、鉄を含む上限 6.35 ミリの

大きさの鉱物からなる」貨物という定義が紹介

されています。改訂版のサーキュラーには、

「特定の粒度分布の鉄鉱石に対する本サーキュ

ラーの適用可能性について質問がある場合は、

船積港の管轄当局の助言を求める必要があり」、

「この貨物の荷役・輸送を行う際、船長は、こ

の微細貨物がビルジに侵入しないように、船倉

のビルジカバーの保護専用に設計されたフィル

ターを使用するなど、その時点のベストプラク

ティスに準拠する必要がある」という規定が盛

り込まれる予定です。 
 
先に触れましたが、業界からはコレスポンデン

ス・グループの見解が出る前に 2010 年のサー

キュラーを改訂することに反発する声が上がっ

ています。さらに、次のような疑問も持ち上げ

っています。船長はどうやって粒度分布を適切

に評価すればよいのか、また、正確な評価がで

きるように管轄当局からのサポートは受けられ

るのか。専用のビルジフィルターとはどんなも

のか、誰がそれを承認するのか。  
 
これらの疑問点に関して、Gard や他の IGクラ

ブに助言している専門家は、ビルジのカバーで

は液状化を防止することは不可能であり、実際

に防止できていない、また、粒の大きさが問題

なのではなく、貨物やその一部が一定の含水率

で流動状態になるおそれがあるかどうかが問題

であると指摘しています。いくつかの研究の結

果、液状化するかどうかは、主に貨物内の超微

細物質（サイズが 1 ミリ以下）の挙動によるも

のであることが分かっています。貨物内に粒の

大きさが 6.35 ミリを超えているものが含まれて

いるという理由だけで、その貨物が自動的にグ

ループ C に分類されるわけではありません。貨

物に 1 ミリ未満の微粒子が一定割合含まれる場

合、6.35 ミリ超の粒子が含まれていても、グル

ープ Aの貨物に該当する場合があります。グル
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ープ Aとグループ C のいずれに分類されるもの

か疑義がある場合は、流動特性の試験を受けた

方がよいでしょう。つまり、サーキュラーを改

訂しても、微粉鉄鉱石をグループ A貨物と申告

することを回避したい荷送人が増加し、貨物ご

とに専門家の助言を求める船主が増えるだけか

もしれません。 
 
ニッケル鉱 
ニッケル鉱については、フランスが提案した、

この貨物をグループ Aに分類する新しい一覧表

の素案がワーキンググループで基本承認されま

した。今後、編集・技術グループに回付され、

さらなる検討が加えられる予定です。 
 
船舶の設計 
ワーキンググループによって、船舶の設計の観

点から、事故防止の代替要件の策定という課題

が検討されたこともお知らせしておいた方がよ

いでしょう。この点に関する課題と液状化発生

後の不安定化の緩和対策については、他のIMO
委員会でさらに掘り下げて検討されることにな

っています。イタリアの船級協会RINAは、

2011 年 7 月に、「あらゆる含水率の微粉鉱石を

安全に輸送するための、ばら積み乾貨物船の改

造や建造に関する厳格な設計基準を定めた」と

発表しました1。既存の船舶の改造費用（スー

プラマックス型のばら積み船で推定 300万米ド

ル）が商業的にみて現実的なものであるかまだ

不明あるため、今後の世界の需要を満たせるだ

けの十分な数の改造済み船舶が供給される見込

みは低いと思われます。 
 
IMSBCコードに対する合意された改正が発効す

るのは、早くても 2013 年になる見込みです。  

                                                
1 www.rina.org/en/news/press/_file/attacksnickel_eng.pdf を
参照。 
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改正 IMSBC コード、2013 年 1 月 1 日に施行へ 
Amendments to the IMSBC Code come into force on 1st January 2013 

 
改正 IMSBCコードが来年施行されることにご注意ください。 
 
IMOの海上安全委員会は、第 89回会合におい

て、決議MSC.318 (89)1を可決してIMSBCコード

の改正 01-11 を採択しました。これは、2013 年

1 月 1 日から義務化されますが、SOLAS条約締

約国は、自主的にその全部または一部を 2012
年 1 月 1 日から適用することができます。注目

すべきポイントは以下のとおりです。 
 
シードケーキ  
危険なシードケーキUN 1386(b)から除外される

シードケーキとして、圧搾法による採油後のシ

トラスパルプペレット油のうち、含有率が 2.5
質量％以下、および油と水の含有率の合計が 14
質量%以下のものが追加されました。これらは、

IMSBCコードでは非危険物として分類されます。  
 
硝酸アンモニウム  
改正版では、IMSBCコードの硝酸アンモニウム

UN 1942 は、国連試験基準マニュアルのクラス

1 の試験シリーズ 1 および 2 のパート 12に従っ

て試験されたときに、クラス 1 の特性を示さな

い貨物のみに適用されることが明確になりまし

た。「揚荷役時」の要件については、「燃料油

の補油または移送」は禁止されます。改正版で

は、「燃料油の補油を禁止すること。機関室を

除いて、この貨物のための船艙に隣接する区画

における燃料油の移送を禁止すること」と定め

られています。 
 
硝酸アンモニウム系肥料  
硝酸アンモニウム系肥料 UN 2067:  50°C を超え

る温度に熱される燃料油を有するタンクまたは

二重底に隣接して積載しないという貨物の積

付・隔離要件が拡大され、「パイプ」も含まれ

ることになりました。「燃料油の補油及び移送

を禁止すること」という揚荷役時の要件は、

                                                
1
www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=30651&fil

ename=318(89).pdf.で入手できます。 
2 www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev5/manrev5-
files_e.html.で入手できます。 

「燃料油の補油を禁止すること。機関室を除い

て、この貨物のための船艙に隣接する区画にお

ける燃料油の移送を禁止すること」に置き換え

られました。 
 
硝酸アンモニウム系肥料 UN 2071:  「燃料油の

補油及び移送を禁止すること」という揚荷役時

の要件は、「燃料油の補油を禁止すること。機

関室を除いて、この貨物のための船艙に隣接す

る区画における燃料油の移送を禁止すること」

に置き換えられました。 
 
硝酸アンモニウム系肥料（非危険物）:  改正版

では、隔壁が A-60 級である場合は、この種の

肥料は金属製の機関室隔壁との接触を避けて積

載することという現行の積付・隔離要件は適用

されないと定められています。50°Cを超える温

度に熱される燃料油を有するタンクまたは二重

底に隣接して積載しないという貨物の積付・隔

離要件が拡大され、「パイプ」も含まれること

になりました。また、「燃料油の補油及び移送

を禁止すること」という揚荷役時の要件は、

「燃料油の補油を禁止すること。機関室を除い

て、この貨物のための船艙に隣接する区画にお

ける燃料油の移送を禁止すること」に置き換え

られました。 
 
リン鉄（ブリケットを含む） 
以下のような運送時の要件が新たに追加されま

した。「この貨物を運送する間、貨物情報に従

ってこの貨物から発生する可能性のあるホスフ

ィン等の可燃性の有毒ガスの定量的計測のため、

それぞれのガスまたは複合ガスに対して適当な

検知装置（複数）を船上に備えること。検知装

置は爆発雰囲気中における使用について安全性

が証明されたものであること。この貨物を積載

する船艙におけるこれらのガスの濃度を、航海

中定期的に計測し、計測結果を記録し船上に保

管すること」 
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追加および削除 
以下の貨物が IMSBC に新たに盛り込まれまし

た。可溶性物質添加の乾燥蒸留穀物残渣（種別

C）、硫酸第一鉄七水和物（種別 C）、湿飛灰

（種別 A）、粒状硫化鉄（種別 C）、硫酸マグ

ネシウム系肥料（種別 C）、木製品–一般（種

別 A）。木材パルプペレットは、IMSBC コード

から削除されました。   
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1999 年船舶アレスト条約が発効 
International Convention on Arrest of Ships 1999 comes into force 

 
Gard News155 号に掲載された記事「アレストの

進展 – 1999 年アレスト条約（Arresting 
developments – The 1999 Arrest Convention）」で

は、1999 年アレスト条約の規定とそれが船主と

請求者に及ぼす影響について詳しく取り上げま

した。1999 年アレスト条約は、10 か国目の国

（アルバニア）が批准し、2011 年 9 月 14 日に

漸く発効しました。1999 年条約は、これを採択

した国でのみ有効です。これまでのところ、ア

ルバニア、アルジェリア、ベニン、ブルガリア、

エクアドル、エストニア、ラトビア、リベリア、

スペイン、シリア・アラブ共和国が採択してい

ます。 
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ディープウォーター・ホライズン – 米国会計検査院、金の動きを追う 
DEEPWATER HORIZON – The US GAO follows the money 

 
米国会計検査院がこのほど発表した報告では、ディープウォーター・ホライズン事故から得た教訓

を踏まえて、重大な原油流出への政府の対応の財源に関する重要な提言が行われました。 
 
米国会計検査院（GAO）は、連邦政府の効率性

と説明責任を向上させるための提言を大統領と

議会に対して行うため、公的資金の財源と支出

について調査しています。GAOは、財政と行政

サービスの評価を行う独立した監査人です。

2011 年 10 月 24 日に発表された報告の中で、

GAOは、ディープウォーター・ホライズン流出

事故から得た教訓を踏まえて、重大な原油流出

に対処するための政府の財源に関する重要な 2
つの提言を行っています1。 
 
原油流出の責任を定める米国の連邦法OPA90 の

重要な考え方は、「汚染者負担」です。しかし、

責任を負う者が特定されない場合や、支払う能

力のない場合、あるいは法律に基づく責任限度

額に達した場合には、石油流出責任信託基金

（以下「基金」という）が介入して、除去と補

償の資金を拠出することになっています。この

基金は、米国の湾岸警備隊が付属の国立汚染資

金センター（NPFC）を通じて運営しています。

基金は、石油製品に対して課される 1 バレル当

たり 8%の税金を主要な運営財源としており、1
事故当たりの総支払限度額は 10 億米ドルに設

定されています。GAOは、この上限と税金の双

方に対する変更を提言しているのです。 
 
連邦機関がNPFCに対応費用の支払いを求め、

NPFCがまずこれを支払い、後にOPA90 に基づ

いて回収可能な費用を責任当事者に「請求」す

るという流れになっています。2011 年 5 月現在、

NPFCは、BP社に対して請求した 7 億 1,100 万

ドルについて、既に同社からの回収を終えてい

ます。GAOは、基金の限度額に達してしまうだ

ろうとの懸念を表明し、基金の限度額を総額で

はなく正味金額（つまり、支出から弁済額を差

し引いた額）とすることを提言しています。こ

れが採用されれば、ディープウォーター・ホラ

                                                
1
 報告書の全文は GAO のウェブサイト（www.gao.gov）で入手

できます。 

イズン事故クラスの原油流出対応に際して、各

機関が活用できる資金が増加することになりま

す。   
 
基金の財源の 70%超を占めている 1 バレル当た

り 8%の課税は、2017 年に終了することが予定

されています。GAOは、基金を維持するめ同税

の延長を提言しています。今回のGAO報告は、

政府機関とBP社による支出額を正確に記録して

いるという点でも興味深いものとなっています。  
 
OPA90 では、「汚染者負担」を超えて、「汚染

者が除去業者を雇い、クレームセンターを設置

し、賠償請求を評価して支払う」とされていま

す。州政府および連邦政府は、監視機能を有し、

責任当事者が負う責任に対する履行状況が適切

でない場合には介入することができます。 
 
掘削施設にもOPA90 の 7500 万ドルという限度

額2が適用されます。BP社は、賠償請求を支払

うための 200 億米ドルの信託基金の設立につい

て、オバマ大統領と合意しました3。BP社は、

ケン・ファインバーグが運営するガルフ・コー

スト・クレームズ・ファシリティ（GCCF）を

設置し、この機関を通じて、個人と企業から受

け付けた賠償請求を審査し、適切な場合には支

払うこととしました。2011 年 5 月 31 日現在、

GCCFは、32 万を超える個人・企業からの損害

賠償請求に対して、42 億米ドルの支払いを既に

実行しています。GCCFは、引き続き 2013 年 8
月 23 日まで賠償請求を受け付けるとしていま

す。 
 
OPA90 の下では、請求者は、賠償請求をまず責

                                                
2
 限度額は、補償額にのみ適用されます。除去費用には限度額

は適用されません。原油流出が重過失、故意の非違行為による

ものであるか、または運航、安全もしくは建造に関する連邦規則

の違反によるものである場合には、限度額は適用されません。 
3 BP 社は、掘削プロジェクトの当事者 2 社と既に和解済みで、

MOEX 社は 10 億 650 万米ドル、アナダルコ社は 40 億米ドル

をそれぞれ BP 社に対して支払うことで同意しています。 
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任当事者に提出する必要がありますが、それに

不服な場合には、NPFCに賠償請求を行うこと

ができます。2011 年 5 月 31 日現在、NPFCが受

け付けた賠償請求は、901 件で総額 2 億 3,800
万米ドルに上っています。NPFCの審査でも、

GCCFから否認された 570件の請求はすべて否

認されており、当初のGCCFの否認判断がこれ

までのところ適切であったことを示しています。   
 
天然資源に対する損害の評価プロセスはまだ始

まったばかりでありながら、報告されている損

害賠償請求額は膨大な金額に上っています。

GAOの報告書は、原状回復費用が 30 年間で

150～200 億米ドルになると見積もったディープ

ウォーター・ホライズン原油流出および沖合掘

削に関する米議会調査委員会報告書を引用した

ものです。BP社は、米国内務省（DOI）、米国

海洋大気庁（NOAA）、アラバマ、フロリダ、

ルイジアナ、ミシシッピ、テキサスの各州が 10
億ドルを分担負担する原状回復プロジェクトに

速やかに資金拠出することに同意しています。

BP社は、この資金拠出に加えて、（BP社に請

求されることになる）天然資源に対する損害を

評価することを目的として、原油流出の環境に

及ぼす影響を調査するため、DOIとNOAAに

1,000 万米ドルずつ支払うことにも同意してい

ます。 
 
今回の GAOの報告書は、原油流出の処理を担

当する連邦機関の支出と、責任当事者として

BP社が負担する膨大な支払額に関する、正確

で信頼性の高い報告書になっていると思われま

す。今後も、この事故がもたらした財政・法律

面への影響を見守っていきたいと考えます。  
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「SOS、船員を救え（SOS SaveOurSeafarers）」のビデオ 
SOS SaveOurSeafarers’ video 

 
話題となっている海運業界の反海賊キャンペー

ン「SOS SaveOurSeafarers」が、ソマリア海賊に

よる人的・経済的な損失を取り上げた 6分間の

短編ビデオをリリースしました。このビデオは、

ソマリア海賊の襲撃が世界中の船員たちにとっ

てだけでなく、世界貿易にも重大な脅威となる

可能性があることを訴えています。このビデオ

は、冒頭の船が乗っ取られて船員が人質に取ら

れるところを描いた「ハリウッド風」のアクシ

ョンシーンに続き、人質経験のある船員、EU
海上部隊（EU NAVFOR）隊長、SOS運営グル

ープメンバーが海賊を厳しく批判するという構

成になっています。 
 
このビデオを作成した目的は、キャンペーンの

メッセージをもっと多くの人々に伝え、海運業

界の内外からサポートを得ることにより、各国

政府に対してソマリア海賊への確固たる行動を

促すことにあります。 
 
SOS SaveOurSeafarersキャンペーンには、過去

最多となる船員組合、海運会社、海運業界団体

が世界中から参加しています。Gard は、このキ

ャンペーンを積極的に応援しています。 
 
同キャンペーンとビデオの詳細につては、ウェ

ブサイト www.saveourseafarers.com をご覧くだ

さい。 
 
また、ユーチューブでも視聴できます。 
www.youtube.com/watch?v=WLqwVpPALz0&feat
ure=channel_video_title  
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編集部への投書 － 船上貨物の薫蒸: 見えざる殺人者 
Letters to the Editor – Fumigation of cargo on board ships: the invisible killer 

 
Gard ニュース 204 号に掲載の「船上貨物の薫

蒸: 見えざる殺人者」の記事に関し、次の投書

をいただきました。 
 
拝啓 
 
船上での薫蒸は、殺虫剤（通常はホスフィン）

を使う作業員や会社にとっても、また乗組員に

とっても、細心の注意が必要な作業です。 
 
穀物の荷主であるクライアントは、昨年だけで、

ブラジルのサントスとパラナグアでの薫蒸の不

手際に起因する、以下の 3 件のクレームを受け

ました。 
1. 不適切な散布、すなわち貨物室からホスフィ

ンガスが漏えい（幸いにも人的被害はなし）し

たケース。これは、筆跡鑑定人により偽造とさ

れた船内記録から判断して、乗組員が所定の日

よりも前にハッチを開けた可能性がある。 
2. 害虫の再発生により、到着地で再薫蒸したケ

ース。おそらく、これは殺虫剤の「使用期限」

の無視や間違った使用法によるものと考えられ

る。 
3. 最悪のケースは、離岸から数時間後に 2 つの

船艙でほぼ同時に爆発があり、このうち 1 つの

ハッチカバーが 2 メートルの高さまで飛ばされ

て近くのクレーンのブームを破損したもの。沿

岸警備隊の捜査はまだ終わっていないが、原因

としては、殺虫剤の不良やホスフィン錠剤を穀

物積荷上にかためて置きすぎたことにより、積

荷とハッチカバーとの隙間に滞留する高湿度の

空気に反応して発火したものと推定される。幸

い、このケースでも死傷者は出なかった。 
 
1 つ目のケースでは船主にも一部責任があるも

のの、ほかの 2 つのケースでは、船主に何らか

の責任があるかどうか今のところ判明していま

せん。確かなことは、いずれのケースにおいて

も、荷主が貨物の荷受人から（第 3 のケースで

は船主からも）責任を問われたということです。 
 

船齢の古い船舶ほど、（設計不備、腐食の影響

などにより）、a）ガスが大気中に漏えいして、

薫蒸の効果が損なわれるか、b）ガスが船舶の

ほかの部分（居室、事務室など）に漏えいする

ことにより、殺虫剤の効果が低下すると共に、

人命がリスクにさられる可能性が高まります。 
 
貴編集部と筆者の方には、損失防止に大変有用

な記事を掲載していただいたことに感謝いたし

ます。穀物と木材の運送人であるメンバー向け

のトレーニングプログラム（あるいはセミナ

ー）を実施されるとよいのではないでしょうか。 
 
Gerson Behr 
Lex Maris海事・通商弁護士事務所、ロンドン

（www.lexmaris.co.uk） 
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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 年秋 

Loss Prevention and P&I Member Circulars, autumn 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 年秋に 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. 12-11、

2011 年 11 月: 救命艇のフックに関するレビュー

と新認可基準（Review and new approval of 

lifeboat hooks） 

 

– ロスプリベンション・サーキュラー No. 13-11、

2011 年 12 月: 輸送中貨物の薫蒸が船員に及ぼす

危険（Dangers to crew during in-transit fumigation 

of cargo） 

 

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. 09-11、2011

年 10 月: 

 各保険年度総括、2012 保険年度保険料率算定、

2011 年 8 月 20 日付け半期報告書 

 

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 10-11、2011

年 11 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. 11-11、2011

年 12 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. 12-11、2011

年 12 月: 制裁に関する最新情報 

 

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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人事ニュース 
Staff news 

 
Claudia Storvikh は、Gardウェブサイトのチー

フ・エディターに任命されました。これまでど

おり、Gard Newsのエディターも兼務すること

になります。 
 
Johan Långは、Oy Gard (Baltic)のクレーム・マ

ネージャーに任命されました。 
 
Craig Johnston は、ディフェンス・チームの上級

弁護士として Gard (HK) Ltd に入社しました。

同氏は、南アフリカと英国の海事弁護士資格を

保有しています。南アフリカ海軍において遠洋

航海士兼軍法務官として 5 年間勤務したほか、

南アフリカの Shepstone & Wylieと Deneys Reitz、
ロンドンの Bentleysと Bilborough、香港の

Holman Fenwick に所属していました。 
 
Philip Woodroffeは、ディフェンスおよびチャー

タラーズ・トレーダーズチームの弁護士として

Gard に入社しました。同氏は英国と香港の海事

弁護士資格を保有しています。弁護士資格の取

得後、ロンドンの Stephenson Harwood と Howe 
& Keates、香港の Richards Butler において、10
年間にわたり所属弁護士としての経験を積んで

います。また、香港の Brightoil 社では社内法律

顧問として勤務した経験も持っています。 
 
Kae Thomas Palacioは、顧問弁護士として

Lingard Limited（バミューダ）に入社しました。

同氏は、シティ大学ロンドンで法学士号を取得

しています。前職では、バミューダのハミルト

ンにある Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
において、法律顧問を務めていました。 
 
Malin Petré は、クレーム・エグゼクティブ（海

難、環境・財物損害クレーム担当弁護士）とし

て Gardに入社しました。同氏はスウェーデン

のランド大学で法学修士号を取得しています。

Gard に入社前は、Delphi 法律事務所にアソシエ

イトとして所属していました。 
 

Benedicte Pléは、クレーム・エグゼクティブと

して Gard (UK) Limited に入社しました。前職は、

South of England P&I Clubでクレーム・エグゼク

ティブを務めていました。それ以前は、フラン

スの海上保険ブローカーにおいてクレーム処理

を担当していました。 
 
Johan Svensson は、液体貨物クレーム・エグゼ

クティブとして Gard に入社しました。同氏は、

海事学の修士号（世界海事大学）と産業生態学

の修士号（チャルマース工科大学、イェーテボ

リ）を取得しています。 
 
Ole Gunstein Aasbøは、災害・環境・損害保険ク

レーム担当のクレーム・エグゼクティブとして

Gard に入社しました。同氏は Vestfold 
University Collegeで海事工学を専攻しました。

前職は、ノルウェー沿岸局のシニア・エンジニ

アでした。 
 
Johan Holmqvist Åstrand は、クレーム・アジャ

スターとして Gard ABに入社しました。同氏は

大学で修士号を取得した後、貨物タンカーやロ

ールオン・ロールオフ船での勤務を経験してい

ます。Saybolt Sweden 社において、サーベヤー、

コーディネーターを務めた経験もあります。 
 
Thomas Whadcock は、引受担当アシスタントと

して Gard (UK) Limited に入社しました。同氏の

大学（ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンド

ン）での専攻は歴史学です。Gard 入社前は、ギ

リシャの Faros Marine Insurance、PL Ferrari & 
Co.、Ince & Co、National Insurance Brokers SAに

おいて経験を積んでいます。 
 
Reidar Ebbesvik（海上保険部門のシニア・クレ

ーム・エグゼクティブ）は、27 年間の勤務を経

て、退職いたしました。長年のご尽力に感謝す

ると共に、今後のご活躍をお祈りいたします。  
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