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異例の状況への対処
Dealing with exceptional circumstances

ほぼ 4 年になります。その目的は、組合員と
クライアントの皆様の組織や業界構造に合わ
せることで、皆様のニーズへの対応度をさら
に高めることにありました。今回、この 4 年
間の経験に基づいて、当組合の体制とプロセ
スの見直しを行い、より効果的にサービスを
提供できるように体制強化を行うことにいた
しました。
その目玉の 1 つは、引受チーム数を統合・削
減し、4 チーム制にすることです。提供可能な
リソースの厚みと深みを増やすと同時に、よ
り緊密な連携が行える体制とします。また、
商品の開発と販売チャネルへの積極的な投資
Claes Isacson

も行います。

CEO
ローカルとグローバル
夏の終わりは、当組合の会計年度の中間地点

Gard は、これまでの 10 年間、各地域において

であり、また更改シーズンの到来で例年多忙

業界随一のサービスをご提供できるように、

となる秋の繁忙期の始まりです。本年度上半

真のグローバル化を目指して多大な資源を投

期は、引き続き競争の厳しい市場環境と経済

入してまいりました。今後は、組合員とクラ

不調下にもかかわらず、当組合は好調な業績

イアントの皆様の近くに寄り添えるようにす

を収めることができました。

るとともに、高成長が期待される新興市場へ

上半期のコンバインド・レシオは 105%で、総

の展開も行っていきます。

計上収入保険料は 5%増加し、7 億 2,400 万米
ドルとなりました。当組合は依然として 8 億

その最初の候補地として、現在世界で最も高

1,700 万米ドルの任意積立金を保有し、強固な

い成長率を実現している国の 1 つ、ブラジル

資本基盤を維持しています。2012 年上期の業

を考えています。P&I クラブはブラジル市場

績は、第 1 四半期に発生した多数の大きなク

で自由に活動できる一方で、外資系の海事・

レームによって影響を受けましたが、保険ポ

エネルギー保険会社には十分に門戸が開放さ

ートフォリオの収益性は許容できる水準でし

れていませんでした。その結果、Gard P&I が

た。運用実績は、現在の低金利と金融市場の

20 年以上かけてブラジルの事業ポートフォリ

ボラティリティの高さを反映して足元では精

オを構築してきたのに対して、Gard Marine &

彩を欠いているものの、当組合の投資スタン

Energy Limited（Gard M&E）はその活動範囲

スは長期的にベンチマークを上回る投資成果

が限られてきたのです。

を得ることにあります。
当組合は 8 月に、小規模な引受事業の拠点と
提供商品およびサービスの向上

なる、クレーム処理機能を持たない駐在員事

私たちが引受プロセスの再編を決意してから
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務所をブラジルのリオデジャネイロに設け、
Admitted Reinsurer（認可再保険会社: ブラジル
における事務所設置型の再保険会社の登録形
態）として Gard M&E を設立するための手続
きを開始しました。同国において資産の量と
価値が急速に拡大する中、私たちはローカル
プレゼンスを確立することにより、同地域の
海事事業者とより緊密な関係を構築できるこ
とを期待しています。
同時に、私たちは、成熟市場に対しても継続
的な投資を行っています。例えば、日本にお
けるプレゼンスをさらに高めるため、今治で
の「現地」サポートを拡充することを検討し
ています。相当数の船主が西日本を拠点に船
舶を運航していることから、この地にオフィ
スを開設して、地域のニーズを理解し、その
ニーズを充足するにはどのようなリソースを
提供すべきであるかを判断できるようにした
いと考えています。
今は、一年のうちでも極めて重要な時期です。
過去数か月、大きな海事クレームが多数発生
し、引き続き拡大する様相を呈しています。
例えば、コスタ・コンコルディア号の損害額
はさらに 1 億米ドル増加しました。この下半
期には、このような厳しい市場環境下で求め
られるテクニカルな評価と、組合員とクライ
アントの皆様に対して提供する長期的なサポ
ートとのバランスをうまく取る必要がありま
す。これまで同様、私たちは、堅実な進路を
取ることを最優先にして、事業に取り組んで
まいります。
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の安全と信
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陸上管理者の振る舞いは、船員の行動に大き

監督は、その一例です。通常、会社を 4 つの

な影響を及ぼします。陸上管理者の行動から、

カテゴリーに分類することができます。最も

船員らは何が会社の「真の」最優先事項であ

コミットメントの低い「放任主義」から最も

るかを読み取ろうとします。つまり、陸上管

コミットメントの高い「深い信頼感」まで、

理者のリーダーシップの取り方とコミットメ

以下のように分類されます。

ントによって、大きな違いが生まれるのです。
放任主義の会社
このほかにも、陸上管理者として、特に注意

安全性に対する関心が低い。船員らは、管理

を払い、会社が重視する価値の体現者として

者（船内／陸上）が失敗の防止に関心を持っ

行動しなければならないときと場合がありま

ていないと考えている。責任がフォローアッ

す。

プされていない。誰かが失敗や過ちを犯して
も、誰も気にしないか、気が付かないことが

乗船時: 船員に期待していることと目標を明確

往々にしてある。したがって、ヒヤリハット

に伝えているか、船員と話をしているか。

が報告されることは少ない。失敗は、船員が

船舶職員の評価: 評価が十分行えるほど、船員

引き起こすものであり、それを予防するため

たちのことが分かっているか。

にできることはほとんどないと考えられてい

入渠: 会社の安全上の手続きを継続して遵守し

る。信頼感を根付かせる取り組みは、クライ

ているか。

アントや船級協会などの外部からの圧力によ

船舶職員のセミナー: セミナーに参加し、十分

って促される。

な準備を行い、良きロールモデルとして振る
舞っているか。

隠蔽体質の会社

ヒヤリハット: 船員にヒヤリハットを報告する

自己の利益が会社の利益に優先する。例えば、

こと、改善策を提案することを奨励している

管理者の優先事項は、自身の権力を維持し、

か。その報告書の記録・分析を行い、その結

衝突を避け、問題をもみ消すことである。失

果に基づいてベストプラクティスを記載した

敗や批判した者は、権力に対する脅威であり、

サーキュラーを船内で回覧しているか。

職場の雰囲気を乱すものであるとみなされる。
その結果、失敗をおそれ、率直に発言するこ

安全を重視する姿勢は偶然生まれるものでは

とをためらい、責任を守ることに汲々とし、

ない

予算や到着時間などの結果を重視する。

リーダーシップは、共通の目的を達成するた

部門間での連携がほとんどない。したがって、

めの集団に対する社会的な影響であると定義

休航期間の計画、スペアのデリバリ、船員と

することができ、社風と強くリンクしていま

の連絡、積荷の問題解決など、複数の部門が

す――リーダーシップが文化を育むのです

関連する事項の優先順位が低い。

（その逆もまた然り）。リーダーシップによ
るコミットメントと企業文化が密接に関連し

標準的な会社

合っているということです。したがって、リ

会社の利益が自身の利益より優先する。管理

ーダーとして、他人に影響を及ぼすことがで

者はルーティンと手続を遵守することを志向

きるだけの資格と信頼をどうやって勝ち取り、

する。信頼感は、管理者が行ったこと（また

実際にその信頼をどう生かせば良いかを考え

は行わなかったこと）が現れたものであると

なければなりません。リーダーが発するサイ

認識されている。失敗が起こると、手続の改

ンから、その会社のリーダーシップのあり様

善やコンプライアンスの強化が必要ではない

が簡単に推し量れます。入渠作業帰りのこの

か検討される。教訓は、効果的に共有されて
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いる。管理者には比較的公平に扱われている

を見つけてそれを正すことで、危機的な状況

と感じているが、場合によっては、個人の積

にまで発展させないこと。

極的あるいは否定的な振る舞いが見過ごされ

3. 危機的状況に対処する。緊急・復旧対策を

ることがあると感じている。管理者は監督の

講じる。

強化が必要だと考え、社員らは関心や対話が

この 1 つ目と 3 つ目については、権威主義的

もっと欲しいと考えている。

なリーダーシップスタイルでもある程度好ま
しい結果が得られるかもしれません。しかし、

深い信頼感が根付いた会社

2 つ目については、そのようなスタイルでは大

管理者は、信頼感を根付かせることと、船の

きく失敗するでしょう。ある意味、この状態

管理を効率良く行うことの両方にコミットし

は船と同じです。私たちは、マネジメントシ

ていると認められている。管理者は、信頼で

ステム、手続き、優れたルーティンを整備す

き、日々発生する（ルーティンの範囲を超え

るためのチェックリストを作り上げるのにこ

た）業務上の問題にも精通していると認めら

の 10 年以上を費やしてきました（1 つ目）。

れている。信頼感の高さは、日々の業務にお

さらに、リサーチと事故調査の結果から、船

いて物事がどのように進められるかが重要で

では緊急事態への対応がかなりうまくできて

あり、優れたチームワークと協働の結果であ

いることが示されています（3 つ目）。弱い点

ると認識されている。失敗が発生しても、船

は、過失の発生時にそれを管理することです

員と陸上管理者の双方にとって学習機会であ

（2 つ目）。なぜなら過失の管理には、懸念事

ると捉えられている。全員が常に信頼感を根

項や、ミス、潜在的脅威について率直に話す

付かせることに努めており、高い柔軟性を持

ことが評価される周囲の環境が必要だからで

ち、批判的な視点を持つことも奨励されてい

す。

る。

ある調査によると、業種や業界を問わず、取
り巻く環境の変化が速く、高いリスクにさら

信頼感が根付いた企業文化の築き方

されている中で、信頼感が根ざした企業運営

多くの船会社では、「隠蔽」の兆候にあふれ

を行っている会社には、「深い信頼感」を示

ています。安全を継続して実現することは、

すサインが現れているということです。「深

偶然では為しえません。それには、積極的に

い信頼感」は簡単に実現できるものではあり

様々な取り組みを行わなければなりません。

ませんが、特に注意すべき 3 つのステップを

過失を予防・管理するには、過失の予防にど

以下にまとめてみました。

れ程精力を注いでも、過失が発生することは
避けられないという認識が必要です。したが

作業の実態を理解する

って、管理者は、過失の予防に注力するだけ

「深い信頼感」が根ざしている会社では、マ

でなく、それに対応し、影響を最小限に抑え

ネジメント全体が、船内の日常業務の状況と、

るために何ができるかということを考えてお

その制約や課題を明確に意識し理解していま

く必要があります。それには、次の 3 つのこ

す。そのような会社の管理者は、意見や懸念

とが行えなければなりません。

を率直に発言することがいかに難しいか知っ

1. まずは、正しく行う。ルーティンに従うこ

ているため、船員との関係には特に意識して

とで過失の発生を予防した上で、潜在的脅威

います。こうした業務に対する知見が、意思

の評価とその備えを行う。

決定能力を高め、コンプライアンス遵守と期

2. 発生した過失をうまく管理する。誰にも失

限対応というような二律背反する目標同士の

敗はある。したがって、重要なことは、過失

衝突を管理する能力を高めているのです。
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「深い信頼感」を欠いた船会社からは、「社

チベーションは何か、不安は何かを知ること。

内の手続に問題はなく、問題はそれを守らな

船長と士官が、管理者からサポートをもらっ

い船員だ」、「うちの船員は例外なく、必ず

ていて、信頼もされていると感じるようにな

手続に従っている」、「会社から、そんなリ

らなければならない。

スクを取るように指示したことはない。当社

3. 管理者は、周囲の雰囲気、人材の長所・短

の規則では、常に安全第一であることを明確

所、技術上の制約、貨物の特性、港ごとに異

にしている」などといった、無知であること

なる問題、船内でのそれぞれの業務や役割の

をさらけ出す発言が聞こえてくることがよく

重要性など、船の全体像を理解しておく必要

あります。

がある。ただし、「全体像」であって、「詳

また、船上の業務の成果をわずかな指標だけ

細」ではないことには注意すること。

で評価し、全体的な視野を見失っているよう
なこともあります。

安全性と過失の管理には真剣に配慮している
ことを示す
「深い信頼感」が根ざしている会社では、過
失、逸脱、不遵守が、たとえそれが単独の問
題のように見えても、そこに弱点があること
のサインであるという仮説に基づいて、組織
全体が動いています。例えば、不遵守に関す
る報告が部下から上がってきた場合、それを
解決することだけに専念するのではなく、そ
の経緯や、もっと早く発見されなかった理由、
ほかに同じようなケースはないか、といった

過失を管理するには、懸念事項について率直
に話せて、ミスが評価される環境が必要。

ことの把握にも注力されます。そのために、
過失の内容が詳細に検討されます。また、管
理することは難しいことであるということが

管理者は、船上業務を積極的に知ろうとしな
ければなりません。もっと頻繁に船を訪問す
る必要があるかもしれません。それには、次
のステップを踏むことを検討すべきです。
1. 管理者は、船員が業務上の懸念事項を伝え
に来るのを座って待っていてはいけない。船
には（歴史的背景や国籍がばらばらであるこ
とに起因する）特有のコミュニケーション障
壁が存在するので、「オープンドア」方針だ
けでは不十分である。こちらから積極的に赴
き、日々の船上業務の問題を理解しようとす
る姿勢を見せなければならない。船員セミナ

認識されています。自分でミスを犯したとき
に、自身の考えや行為に影響を与えた外的要
因を特定することは簡単です。私たち人間は、
ステレオタイプな考えで他者を評価したり、
他者の行為をその人の性格のせいだと決めつ
けたりしがちです。しかし、そのように単純
化せず、もっと話し合えば、もっと多くのこ
とが見えるようになります。信頼感を欠いた
船会社は、問題を早く解決することにのみ専
念するきらいがあります。問題に関与した者
が、処罰されたり、解雇されたりすることも
あります。

ー、船への訪問、船員の訓練セッションなど
の機会を利用して船員らと接すること。
2. 管理者は、船の管理チームのメンバーの名
前を知っていなければならない。部下の性格

管理者は、懸念事項についての対話を阻害す
るコミュニケーション障壁を積極的に取り除
かなければなりません。この点について、管

や家庭環境についても同様である。彼らのモ

Ship safety and high reliability organisations
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理者が取り組むべきステップを以下にまとめ

このような取り組みに他の管理者を巻き込む

てみました。

ことが必要です。これまでに弱点が迅速に対

1. ほとんどの船員は、自分たちは安全に業務

処されてこなかったことを、自社の業務の中

を行っている――なぜ過失を心配するのかと

から例を挙げて、変革の必要性を示すとよい

感じている。管理者は、事故防止への貢献に

でしょう。

期待していることを明確に伝えて、そのこと

– 管理責任者（DPA）は、どの程度船員の訪問

の重要性を周知しなければならない。あらゆ

を受けているか

る事故を防止することが可能であることと、

– 手続違反がどの程度報告されているか、また

防止することが会社と環境にとって重要であ

結果はどの程度上がっているか

ることを船員や同僚に納得させること。

– 船長自身のミスは、陸上管理者にどの程度報

2. 懸念事項の表明に関して、そのロールモデ

告されているか

ルになること。自分のミスの経験を率直に話

– 不明な手続について、船員からどの程度フィ

せば、コミュニケーション障壁を低くするこ

ードバックを受けているか

とに役立つであろう。過失は起こるものであ
る。しかし、それに対して何も行動を取らず、

部下への対処方法について合意することが必

そこから何も学習しないことは容認しがたい。

要です。船員や部下からの信頼を得るには、

3. 第三者に自分の業務の質をチェックしても

マネジメントチームが 1 つになっていなけれ

らうことは、強いことの証しであることを積

ばなりません。したがって、ルール、オープ

極的に表明すること。誰かに仕事のやり方を

ン化を進めること、過失、懸念事項、失敗へ

聞かれたら、喜ぶべきである。安全に関して、

の対処について合意し、同じ目標に向かって

階層や階級は関係ない。誰もが懸念事項を表

取り組むようにしなければなりません。

明する権限を与えられるべきである。
これら 3 つの原則を実行に移す際には、その

新たな弱点が表面化したら、失敗談としてで

ことを周りに伝えて、疑問点があれば質問す

はなく、成功談として共有すべきです。オー

るように促すことも忘れてはなりません。

プン化は、まさに実現したいことだからです。
その弱点が明らかになっていなかったら、今

他の管理者たちを巻き込む

頃どうなっていたかということを皆に気づか

組織の能力が高まると、管理者が弱い立場に

せるようにするべきです。管理者は、どうす

追いやられるかもしれません。オープンにす

れば、このような弱点が、次はもっと早い段

ることの副作用は、弱点が表面化することで

階で表面化させることができるか話し合うべ

す。しかし、それこそ、管理者として実現し

きです。

たいことであるはずです。なぜなら、弱点が
危機的な状況や損害をもたらすようになる前
に、その弱点に対して手を打てるからです。

まとめ

しかし、これはデリケートなプロセスである

本記事では、海運業界で欠けていることが多

ことに注意してください。弱点に対処する用

い重要な管理メカニズムにスポットを当てま

意がなく、非難から逃れようとすれば、「隠

した1。リーダーシップのスタイルにばらつき

蔽体質の会社」に落ちることになるでしょう。

があるということは、リーダーシップの取り

うまく進めるには、他の管理者たちのサポー
トが必要です。

Ship safety and high reliability organisations

1

Gard News 200 号「Safety culture – Managing conflicting
goals in shipping operation（安全を重視する文化 – 船の運
航において相反する目標の管理）」を参照してください。文化が
業務成果にどの程度影響を与えるかについて考察を行ってい
ます。

Gard News 208 November 2012/January 2013

方に大きな改善の余地――効率性と業務の信
頼性の確保――があるということです。信頼
感を育む文化を築くには、マネジメントに携
わる者全員が安全に影響を及ぼすサインに気
をつけていなければなりません。管理者は、
信頼を築き、深い信頼感を育むためのリーダ
ーシップスキルを習得しなければなりません。
この点において、先の監督は、船と陸上のス
タッフとを繋ぐ、重要な役割を果たすべき立
場にあったのです。

Ship safety and high reliability organisations
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客船運航業者の先には荒海が
Rough seas ahead for operators of passenger ships
アテネ条約 2002 年議定書および船客に適用されるその他の規則の見直しが迫っています。
謀に行為した場合を除き、自らの責任を制限
することができます。その後の 1990 年と 2002
年の議定書はまだ施行されていません。責任
限度を引き上げることを目指した 1990 年議定
書は、2002 年議定書（2002 年アテネ条約）に
よって施行が停止されたため、施行される予
定はありません。しかし、2002 年アテネ条約
は、必要な数の国の署名を得てから 12 か月後
という比較的近いうちに施行される予定です。
2012 年は、客船の運航業者にとっては重要な

国際的な規制に加えて、各地域の規定も存在

年になりそうです。今年の初めに発生したコ

します。それには、パック旅行に関する指令2

スタ・コンコルディア号事件には、マスコミ

など、EU 域内で策定・適用される各種の規則

や保険業界等から大きな注目が集まりました。

や、1990 年障害を持つアメリカ人法（ADA）

今年の後半には、船客の権利に関する欧州連

などの米国内の法令などがあります。各国も、

合（EU）の 2 つの規則が施行されることから、

補償の法的根拠、立証責任、因果関係、時効、

船客輸送業界に再び注目が向けられるかもし

法廷地、補償の計算等の重要な基準を定める

れません。ただし、船客の権利がさらに保護

国内の船客に関する独自の法律を持つことが

されるようになることは、船主とその保険会

できます。その結果、法の抵触や管轄争いは

社に問題をもたらすことを意味します。

珍しいことではなくなりました。

国際、地域、国内 – 多面的な法制度

市場の期待

船客に関する法制度は、ますます複雑になり

法の複雑さに加えて、船客の期待の多様性と

つつあります。1974 年のアテネ条約11（1976

運航業者の商業面での利害も関係してきます。

年議定書による改正条約）は、船客と手荷物

船客の大半を占める消費者にとっては、法律

を取り扱うこれまでの条約を統合し統一化す

の最低要件がどうであろうと、良質かつ適切

ることを目的としたものです。同条約では、

なサービスを得られさえすればよいでしょう。

海上航行船舶で輸送される船客が被った損害

そのような船客は、大切にされることを望ん

についての責任の枠組みが定められるととも

でいるのであり、そのためのサービスに料金

に、船客に損失または損害を与えた事故が、

を支払っているのです（そういう意味では、

輸送中に発生したものであり、輸送業者の過

「最低」では不十分かもしれません）。一方

失によるものである場合には、当該損失また

で、運航業者は、船、目的地、サービスレベ

は損害に対する責任は輸送業者が負うことが

ルの観点から船客から選択されること、市場

規定されています。輸送業者は、そのような

で高い評価を得ることと、その評価を維持す

損害を発生させる意図をもって行為したか、

ることに真剣に取り組んでいる会社であると

またはその可能性があることを知りながら無

認められる努力を行っています。

1

旅客およびその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約
（PAL）

Rough seas ahead for operators of passenger ships

2

8

EU 理事会指令 90/314/EEC
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新しい規制

舶の欠陥をいいます。乗客の傷害・死亡また

近い将来に予想される、船客に関する主な法

はその所持品への損害につながるあらゆる船

的な動きには、次の 3 つがあります。船客の

上事故は、輸送中以外の事故に当たります。

権利を新しいレベルに移行させる国際的な規

例えば、床の油性物質によるスリップ転倒事

則である 2002 年アテネ条約、船客に対する賠

故や船内レストランでの食中毒などがそうで

償責任に関する規則である 392/2009 規則（船

す。2002 年アテネ条約の文言解釈では、荒天

客に対する賠償責任に関する規則）、海上お

による事故は輸送中以外の事故とみなされる

よび内陸水路を航行する際の船客の権利に関

可能性がありますが、この点について裁判所

する 1177/2012 規則（船客の権利に関する規

がどのように判断するかはまだ分かりません。

則）の 3 つであり、2 番目と 3 番目は EU の新
しい規則です。上述のとおり、EU 規則は、欧

輸送業者の責任

州域内で適用されるものであって、2002 年ア

輸送中の事故か、輸送中以外の事故かを区別

テネ条約のように全世界に適用されるもので

することは、特に、輸送業者の責任の法的根

はありません。それでも、EU 規則は、旅客の

拠に関わる重要な事項です。

3

大部分に影響を及ぼすものといえるでしょう 。
人身傷害または死亡の事案では、それが輸送
「裏口からの」アテネ条約

中の事故の結果として発生したものである場

2002 年アテネ条約は、施行に十分な数の国の

合、法的根拠は、1 事故につき船客 1 名当たり

批准を得ていません。2012 年 9 月の時点では、

25 万 SDR に、その船舶の許可された輸送船客

4

残り 2 か国の批准が必要です 。2002 年アテネ

数を乗じた額を上限とする輸送業者の厳格責

条約が施行されれば、乗船中の旅客を担保す

任5となります。輸送中の事故から生じる人身

るための強制保険が導入され、アテネ条約の

傷害または死亡の事案に関して 25 万 SDR を

責任限度額が引き上げられます。また、将来

超える責任については、法的根拠は過失に変

限度額の再引き上げが容易に行える仕組みが

わるものの立証責任が転換されます。つまり、

盛り込まれており、経済成長への迅速な対応

輸送業者は、損失に対して一応の責任を負う

が可能です。その他、船客が補償を受けるの

ものの、損失を生じさせた事故が自らの過失

を支援するためのより効果的な仕組みも導入

に起因したものではないことを証明できた場

されます。これには、いわゆる「輸送中の事

合には、責任を免れられるということです。

故」については過失に基づく責任制度を厳格

責任総額の限度額は、船客 1 名当たり 40 万

責任制度に置き換えることや、船客 1 名当た

SDR に設定されています（つまり、損失また

り 25 万 SDR の水準を限度とする付保証明を

は損害が 25 万 SDR を超える場合、輸送業者

提出する義務を船主に課すことが含まれます。

は、損失を生じさせた事故が自らの過失によ

これらの要件の整備によって、船客は事故後

らずに発生したことを証明できない限り、1 事

の補償を受けやすくなります。

故につき船客 1 名当たり 40 万 SDR を限度と
して責任を負うことになります）。

「輸送中の事故」とは、船舶の難破、転覆、

輸送中以外の事故に起因する人命の喪失およ

衝突・座礁、船上での爆発・火災、または船

び人身傷害については、責任は、過失に基づ

3

EU 規則は、指令とは対照的に、規則に定める日から各加
盟国に自動的に適用されます。この規定は、加盟国の裁判所
で第三者が直接強制することができ、また、規則と国内法が抵
触する場合には、規則の規定が優先します。
4

ただし、EU 規則 392/2009 は、2012 年 12 月 31 日から、
2002 年アテネ条約の規定を 27 の EU 加盟国に直接施行す
るものです（この点の詳細は下記を参照）。

Rough seas ahead for operators of passenger ships

5

輸送業者は、事故が戦争行為、敵対行為、内乱、暴動、もし
くは極めてまれで不可避かつ抗することのできない自然現象
に起因すること、または専ら第三者が事故を発生させる意図を
持ってなした作為もしくは不作為によって引き起こされたもの
であることを証明できない限り責任を負います。

Gard News 208 November 2012/January 2013

く責任となります。立証責任は、請求者側に

IMO の法律委員会は、国際グループが IMO に

あります。

対して、2002 年アテネ条約にテロの除外項目
がないことに関する懸念を表明した後、保険

手荷物の滅失毀損については、責任は、過失

については、2 つの証明が必要であることを定

に基づく責任となり、立証責任は、問題の手

めたガイドラインが採択されたのです。した

荷物の種類に応じて異なります。

がって、戦争危険を担保する保険会社は、戦
争責任とテロ責任を担保する別個の証明書を

輸送業者の責任は、運送中に発生した事故か

提供することになります。

ら生じた損失のみを対象とします。損失を生

手荷物等の他の責任については、同様の要件

じさせた事故が運送中に発生したこと、およ

は設けられていません。

びその損失の程度の立証責任は、請求者側に
あります。

欧州
2002 年アテネ条約の施行日はまだ分かりませ

2002 年アテネ条約の制限は、上限を定めるも

ん。しかし、2002 年アテネ条約自体が施行さ

のではあるものの、この限度額を上限として

れていなくても、欧州では 2012 年 11 月に大

死亡、傷害または損害を賠償する権限を国内

きな変化が見られる予定です。それは、EU が、

裁判所に与えるものであって、強制するもの

船客に対する賠償責任に関する規則である

ではありません。2002 年アテネ条約には、

392/2009 規則を通じて、加盟国に 2002 年アテ

「国内法の適用（opt-out）」条項も盛り込ま

ネ条約の主な規定を実施するための措置を講

れていることから、加盟国は、より高額な限

じたからです。この規則では、2002 年アテネ

度額または無限責任を維持・導入することが

条約が 2012 年 12 月 31 日までに施行しない場

可能です。

合も、同日までに施行することを 27 の EU 加
盟国に直接求めています。この規則は、EU 全

アテネ条約と同様、輸送業者に請求を提起す

域で事故が発生した場合の輸送業者と船客の

る時効は下船後 2 年です。この時効は、3 年以

権利を定める規則を定めたものであり、2002

上とされることの多い陸上での人身傷害や死

年アテネ条約のほぼすべてを取り込んでいま

亡に関する請求よりも短くなっています。

す。大きな違いは、船客に対する賠償責任に
関する規則が、2002 年アテネ条約の範囲を超

賠償資力の証拠

えて内航（内陸ではない）船にも適用されて

2002 年アテネ条約では、輸送業者は、船客に

いる点と、賠償金の前払い、船客の移動装置

対する死亡または人身傷害についての厳格責

に対する賠償が規定されている点です。

任の限度額（1 事故につき船客 1 名当たり 25
万 SDR 以上）を担保するため、銀行やそれに

2002 年アテネ条約に先立って船客に対する賠

準ずる金融機関からの保証など、保険その他

償責任に関する規則が施行されることに加え

の財政的な保障を確保することが求められて

て、それが船客の国内輸送にも適用されるこ

います。この財政的な保障に関する証拠は、

ともあって、P&I クラブに関係する多くの課

6

一般的に COFR またはブルーカードとして知

題が生じています。その 1 つが、保険担保の

られているもので、P&I クラブから、その担

証明と証拠に関する課題です。ブルーカード

保する死亡および傷害に対する責任に関する

は、2013 年 1 月 1 日までに備えておく必要が

証拠が提供されます。しかし、P&I クラブで

あります。EU 加盟国以外を旗国とする船舶に

は、戦争危険は担保しません。そのため、

船客に対する賠償責任に関する規則が適用さ
れる場合、その船舶は、出入港の際にブルー

6

賠償資力証明書

Rough seas ahead for operators of passenger ships
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カードを備えておくことが加盟国から求めら

盟国の領域内で設立された輸送業者、または

れることになるでしょう。

加盟国を目的地もしくは出発地とする旅客輸
送事業を行っている輸送業者に適用されます。

遅延および船客の区別
上記とは別に、欧州議会と理事会は、このほ
ど、海上および内陸水路を旅する際の船客の
権利に関する 177/2010 規則（EU）を採択しま
した。
今日、多くの国は、輸送業者に責任があり、
遅延の程度が著しく、金銭的損失が予想可能
であり、それが遅延を直接の結果として発生
した場合に限り、船客は遅延の補償を受ける
ことができるという制度を有しています。し
かし、この制度は変更される予定です。2012
年 12 月 18 日以降、同規則により、特別な事
情がある場合またはある一定の危険な天候の
場合を除き、航行遅延やキャンセルがあった
場合に情報提供または賠償金を受ける権利が
船客に与えられます。なお、この例外となる
事情や天候があったことの立証責任は、輸送
業者側にあります。賠償を受ける側に支払わ
れる賠償金は、チケット価格に対するパーセ
ント比で定められることになります。また、
1177/2010 規則（EU）では、障害者または行
動能力障害者が船旅をする場合には、乗船拒
否されないようにすること、港のターミナル
と船上において無料サポートを提供すること、
移動装置が滅失または毀損した場合には金銭
的補償を受けられる権利を確保することをな
どの保護を与えることが定められています。
同規則は、公開された時刻表に従って運行さ
れる商用旅客輸送であると定義されるところ
の、いわゆる「passenger service（旅客サービ
ス）」に適用されます。典型的な形態は、フ
ェリーサービスです。「クルーズ客船」にも
適用されます――クルーズ客船は、専らレジ
ャーまたはレクリエーションを目的とし、船
上に 2 泊を超えて滞在できる宿泊設備と設備
を備えた海上または内陸水路による輸送サー
ビスと定義されています。この規則は、EU 加
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2006 年海事労働条約についての簡略な最新情報
A brief update on the Maritime Labour Convention 2006
船員の「権利章典」が 2013 年 8 月に発効します。
2012 年 8 月 20 日、国際労働機関（ILO）は、

発効までの準備

ロシアとフィリピンによる批准を得たことに

MLC2006 が発効されるまでの間に、船主と船

より、2006 年海事労働条約（MLC）の署名国

員管理者は、それぞれの船舶、作業項目、契

数が 30 か国に達したことから、同条約が 2013

約を MLC2006 に合わせる準備をしなければな

1

年 8 月 20 日に発効すると発表しました 。

りません。

このニュースは、世界中の船員により良い未

また、船主は、いくらか頭痛の種となる要件

来をもたらすものです。MLC2006 は、世界

である、船員の放棄（つまり、船主が倒産し

120 万人以上の船員の権利と保護について幅広

た場合の送還費用）を担保するいわゆる「財

く定めたものであり、特に、船上における船

政的保障」を手配する必要があります。これ

員の就労に関する最低限の要件、雇用条件、

は誰が提供するのでしょうか。

医療・社会保障のほか、居住、娯楽施設、食
料、供食の基準を定めることにより、より良

P&I クラブでは、「ブルーカード」や

い労働条件を確保することを目的としていま

「COFR」2などの保険証明により、組合員の

す。

皆様を支援することがよくあります。しかし、
これらの証明は、P&I 保険で担保されている

また、MLC2006 により、質の高い船主による

損害についてのみ提供できるものであり、現

公正な競争が推進されると考えられています。

在のところ、P&I は、船主である組合員が倒

質の高い船主とは、時間、資金、労力を費や

産した場合の送還費用の船員への直接の支払

して、長年にわたり、船員の福利制度や、健

いは担保していません。

康、安全、ディーセントな（働きがいのある
人間らしい）労働条件の整備に積極的に取り

国際グループに所属する P&I クラブは、船主

組んできた船主をいいます。今後、質の低い

である組合員が倒産した場合の送還費用の船

船主が、金銭の出し惜しみや、船員管理の手

員への直接の支払いを将来担保するか否かを

抜きによって利益率を確保するようなことは

検討しているところです。このリスクが担保

行えなくなります。

すされることになった場合、P&I の加入証明
書が「財政的保障」の証明に十分になり得る

MLC2006 についての詳細は、Gard News194 号

と思われます。国際グループが、船主の組織

（2009 年 5 月／7 月）の記事「The ILO

に関連する地位を監視することになります。

Maritime Labor Convention 2006（2006 年 IOL
海事労働条約）」のほか、ILO のウェブサイ
ト（www.ilo.org/mlc）でもご覧いただけます。
ILO のウェブサイトには、役に立つ FAQ も掲
載されています。
1

批准国のリストについては、
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO::P113
00_INSTRUMENT_ID:312331 を参照。
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船員またはその家族に障害または死亡補償金
を受け取る権利がある場合、その補償金は、
遅滞なく、困窮を回避するための一時金が必
要な場合にはそれと併せて、支払われなけれ
ばなりません。
このような財政的保障の書面証拠は、船員の
居住区域に掲示しておくことが必要です。こ
うすることで、船員の知識が高まり、船員が
自分たちの権利を容易に保護できるようにな
MLC は船員により良い労働環境を提供するこ

ります。

とを目的としている。
まとめ
水晶玉をのぞく－始まったばかり

MLC2006 が発効すれば、国際海事機関（IMO）

MLC2006 は、過去 80 年間に採択された海事

の世界的な規制の枠組みの「4 番目の柱」3が

部門に関する 68 以上の国際労働基準を統合・

形成されることになり、質の高いグローバル

更新するものです。MLC2006 は、ディーセン

輸送の実現に貢献するでしょう。

トな労働条件に関する船員の権利を幅広く定

「権利章典」の待ち時間もようやく終わりま

めるとともに、世界的に適用可能であること、

す。MLC2006 が発効すれば、国籍、乗船する

理解が容易であること、統一的に強制できる

船の旗国を問わず、すべての船員に大きな変

こと、更新が容易であることを確保すること

化をもたらす可能性があります。この実現の

を目指したものです。条約の所期の目的は、

裏には、ILO の社会的パートナーによる何十

発効日時点の規定を、あくまでも船員の保護

年にもわたる努力の積み重ねがあったのです。

の改善に向けた第一歩にするということです。
MLC 発効の 3 年後に、より詳細な要件を盛り
込むための修正が行われることが既に予定さ
れています。
上記の財政的保障制度には、財政的保障提供
業者に対して直接行動を起こす権利が設けら
れる予定です。送還が発生した場合や、後遺
障害を被った場合に、船員はこの権利に基づ
いて契約上の補償を求めることができます。
死亡した場合には、家族が請求することがで
きます。
また、送還費用の支払いに加えて、放棄の時
点から送還の時点までに船員が負担した合理
的な費用のほか、雇用契約、団体交渉協定ま
たは旗国の国内法に基づいて船員に支払われ
るべき未払いの賃金その他手当の最大 4 か月
分も支払われなければなりません。

A brief update on the Maritime
Labour Convention 2006

3

他の 3 本の柱は MARPOL、SOLAS、STCW です。
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オーストラリア法 – 改めて航海用船契約の仲裁条項について
Australian law – Arbitration clauses in voyage charterparties, again
オーストラリア連邦最高裁判所は、COGSA91 の第 11 条が航海用船契約に適用されるとの判決を下
しました。
ターファート社）に用船に出しました。この
契約には、両当事者間の契約は英国法に準拠
し、同法に従って解釈されること、用船契約
に基づく紛争はロンドンでの仲裁で解決され
ることに合意する旨の条項が盛り込まれてい
ました。航海の後、輸送費に関する紛争が発
生し、ロンドンで仲裁手続きが開始されまし
た。JOSS は、2 件のロンドン仲裁判断を得て、
これをオーストラリアで執行することを求め
ました。
以前の Gard News2051号の掲載記事では、1991

インターファート社は、法律および合意した

年（連邦）海上物品運送契約法（COGSA 91）

用船契約の仲裁条項は COGSA 91 の第 11 条に

の適用上、航海用船契約は「海上運送書類」

よって無効とされるということを根拠に、ロ

ではないため、契約に設けられた仲裁条項は
同法第 11 条によって無効とはされないとした、
Jebsens Orient Shipping Services A/S & Anor 対

COGSA 91 の第 11 条(1)と(2)には、次のように
定められています。

Interert Australia Pty & Ors 事件2に対する南オー

1.以下のすべての当事者は、船積地で有効な法

ストラリア州最高裁判所の判決を取り上げま

律に従って契約を締結する意図があったもの

した。しかし、その後、オーストラリア連邦

と判断され…

最高裁判所は、Dampskibsselskabet Norden A/S

a. オーストラリア国外の場所からオーストラ

対 Beach Building & Civil Group Pty Ltd 事件3に

リア国内の場所への物品の運送に関する海上

おいて、COGSA 91 の第 11 条は航海用船契約

運送書類…のすべての当事者

にも適用され、用船契約の仲裁条項を無効と

2. （オーストラリアで締結されたか否かを問

するものであるとの、これまでとは異なる判

わず）、以下の趣旨の契約は、効力を有さな

決を出しました。

い。
b. 船荷証券または第(1)項の書類についてコモ

Jebsens 事件

ンウェルスまたはある国または地域の裁判所

この事案の事実を簡単にまとめると、次のよ

の管轄権を排除または制限するもの。

うになります。Jebsens Orient Shipping Services

インターファート社の主張が認められるには、

（JOSS）は、貨物（肥料）をオーストラリア

紛争をロンドン仲裁に付託して解決する旨の

に輸送するため、GENCON 1984 様式の用船契

合意が盛り込まれた航海用船契約が、物品の

約により自社の船舶を Interfert Australia（イン

運送に関する海上運送書類であることに裁判
所を納得させる必要がありました。

1

「オーストラリア法－南オーストラリア州最高裁判所、航海用
船契約のロンドン仲裁条項を支持」
2
[2012] SASC 50.
3
[2012] FCA 696.
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これは簡単な問題のように見えますが、オー

その時点ではビーチ社にもこの判断が受け入

ストラリアの裁判所、弁護士、学界を長年に

れられたようでした。少なくとも、ノーデン

わたって悩ませてきた問題なのです。オース

社に有利な仲裁判断が出されて、ノーデン社

トラリアの裁判所は、COGSA 91 が施行され

がオーストラリアで仲裁判断の執行を求める

るまでは、航海用船契約は物品の運送に係る

までは、ビーチ社は、仲裁人の決定を受け入

契約であり、その契約に盛り込まれた外国で

れたように見受けられました。

の仲裁に合意する条項はオーストラリアの裁
判所の管轄権に制約を加えるものであること

ビーチ社がロンドンの仲裁判断の正当性を争

から無効であると考えていました。しかし、

ったのは次の点です。つまり、ビーチ社の主

JOSS は、COGSA 91 を解釈するに際し、法律

張は、航海用船契約は、石炭貨物をオースト

に編入されている改正ヘーグ・ルールの定義

ラリアから中国に輸送するために船舶を提供

を考慮すべきであるということを裁判官に納

することを目的として締結されたというもの

得させることに成功したのです。これに沿っ

でした。COGSA 91 の規定はオーストラリア

て、JOSS は、COGSA 91 は船荷証券またはこ

との物品の輸出入に適用されるものであり、

れに準じる書類の所持人の権利を扱ったもの

したがって COGSA 91 の第 11 条が適用される

であると主張しました。JOSS の主張が支持を

とビーチ社は主張しました。オーストラリア

得ていたこともあり、オーストラリア連邦裁

の裁判所の管轄権が制限されているという点

判所は係属中の事案である Dampskibsselskabet

で、用船契約の法律と裁判管轄に関する条項

Norden A/S 対 Beach Building & Civil Group Pty

は COGSA 91 の第 11 条(2)の規定に反するとい

Ltd 事件での判断を支持するであろうというの

うものです。さらに、ビーチ社は、法律と裁

が大方の予想でした。しかし、残念ながら、

判管轄に関する条項は無効であることから、

そうとはなりませんでした

当然、得られた仲裁判断を執行することはで
きないとも主張しました。

Norden 事件
この事案では、Dampskibsselskabet Norden A/S

COGSA 91

（ノーデン社）が、石炭をオーストラリアか

Jebsens 事件の場合、判決は、裁判官が航海用

ら中国に輸送するため、Amwelsh 93 の様式の

船契約を物品の運送に係る書類とみなすかど

航海用船契約によって自社の船舶を Building &

うかにかかっていました。裁判官は、判断に

Civil Group Pty Ltd（ビーチ社）に用船に出し

際して、COGSA 91 とその改正法の規定の文

ていました。用船契約の条件には、紛争は英

言の解釈を行いました。旧 COGSA 91 では、

国法に従ってロンドンでの仲裁により解決す

第 11 条は、船荷証券またはその他の権原書類

る旨を定めた法律と裁判管轄に関する条項が

のみに適用されていました。1990 年代半ばに

盛り込まれていました。

は、オーストラリアの海上貨物責任制度を整
備するために設置されたワーキンググループ

航海用船契約においてよくあるように、滞船

が多数の勧告を行いました。そのうち、2 点の

料の未払いについての紛争が発生し、ノーデ

技術的な起草上の誤りの是正、改正の明確化、

ン社は仲裁手続きを開始しました。ビーチ社

業界からの要請によることが明らかな追加の

はロンドンでの仲裁手続きに参加し、ロンド

改正が、1998 年海上物品運送規則に盛り込ま

ンの仲裁人に対し、同仲裁人に紛争を審理す

れました。この改正により、COGSA 91 は関

る管轄権があるか否かを確認し判断するよう

係するすべての船積書類に適用されるべきと

求めました。仲裁人は、法律と用船契約の管

の意図に沿って、船積書類の範囲が拡大され

轄条項により自らに管轄権があると判断し、

ることになりました。また、この改正により、

Australian law – Arbitration clauses in
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「船荷証券またはその他同様の権原証券」が

えることなく、紛争の解決交渉を促すという

削除され、「改正ヘーグ・ルールが適用され

有用な結果が得られる可能性があります。

る海上運送書類または改正ヘーグ・ルールが

オーストラリア国外、例えば英国でオースト

適用される契約に関連する海上運送書類」に

ラリア企業が保有する資産に対する強制執行

置き換えられました。裁判官は、航海用船契

が試みられた場合、仲裁判断に基づいて支払

約は、その類の書類に該当すると考え、ビー

い義務を負うオーストラリアの企業は、英国

チ社に有利な判断を行いました。つまり、

での強制執行手続きに対する論拠または抗弁

COGSA 91 の第 11 条が適用されて、用船契約

として、強制執行はオーストラリア法に反す

の法律と裁判管轄に関する条項は第 11 条(2)に

ると主張するかもしれません。そのような場

反するため、仲裁条項は無効とされたのです。

合に裁判所が取る手法がどれほど確固たるも

Norden 事件の判決は、連邦最高裁判所の判決

のであるか不明です。

であることから、Jebsens 事件よりも優位の先

最後に、航海用船契約の下では外国での仲裁

例となり、下級裁判所はこれに従う義務を負

は無効となる可能性があるものの、契約の当

います。Norden 事件は不服申立てすべきだと

事者が紛争を仲裁で解決することを望む場合

の見方もありますが、ビーチ社は破産するか、

には、COGSA 91 の第 11 条(3)が役に立つかも

または財産管理下に置かれる可能性があるた

しれません。しかし、仲裁判断が承認・執行

め、ノーデン社側には判決に不服を申し立て

されるには、仲裁はオーストラリアで行われ

る意図はないのではないかと考えられていま

る必要があるといえそうです。

す。したがって、この判決を争うような新た
な事案が登場するか、または連邦政府が
COGSA 91 法の意図をさらに明確化しようと
する場合を除いて、この判決が存続すること
になるでしょう。
この判決は組合員にどのように影響するか
現時点では、組合員がオーストラリアを船積
国または仕向国とする物品の輸送に関する航
海用船契約を締結している場合、その組合員
には Norden 事件の判決が適用され、その契約
に盛り込まれたオーストラリア国外での仲裁
の合意は無効と判断されると考えられます。
組合員が請求を受けた場合には、これが組合
員に有利に働く可能性があります。しかし、
組合員が仲裁の当事者となり、オーストラリ
ア企業に対して自分に有利な仲裁判断が出た
場合、その仲裁判断のオーストラリアでの執
行に際しては、裁判所が Norden 事件判決に従
う義務を負うことから問題となり得ると思わ
れます。
この場合、組合員は自らの請求に対する担保
を確保するよう努めることが有益であると思
われます。こうすることで、法的手続きに訴

Australian law – Arbitration clauses in
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中国 – 用船契約の履行保証 – 後悔するより「SAFE」の方がいい
China – Charterparty performance guarantees – It is better to be SAFE than sorry
船主と運航業者は、中国企業からの保証が慎重にドラフトされていること、SAFE によって承認され
ていること、SAFE に登録されていることを確認してください。
と組んだ経験がない場合や、よくあるように、
親会社が大企業であってもその子会社（また
は特別目的事業体）の用船者は小規模で、保
有資産もほとんどない場合には、心配がつき
まといます。
したがって、用船会社が信頼できるのか、あ
るいは用船契約に基づく義務を履行できるだ
けの実体が伴っているのか心配な場合には、
より規模が大きく、流動性のある資産を十分
保有する会社による履行保証があれば、船主
企業保証の形を取ることが多い履行保証は、

が用船契約を締結する強力な誘因となり得る

用船者が用船契約上の義務を履行しない場合

のです。当面は良好な取引関係があったとし

や、用船契約に基づいて支払い義務を負う用

ても、船主・運航業者は、事態が暗転した場

船料などの金員を支払わない場合に、船主と

合に備えて、履行保証を親会社または保証人

運航業者が適切な保護を受けられるようにす

に対して執行できるようにしておく必要があ

るために自ら採用する 1 つの方法です。履行

ります。

保証をうまくドラフトすれば、それが執行さ
れる可能性を高めることができるものの、保

履行保証の執行について船主・運航業者が考

証人が中国企業であって、用船者または船主

慮しなければならない点は、以下を含め、数

が中国企業でない場合には、（中国法でいう

多くあります。

「外国関係の」）履行保証が中国国家外為管

– 履行保証が受け入れられる前に、保証人の支

理局（SAFE） によって承認されていること、

払い能力を確認しておくこと。

SAFE に登録されていることが不可欠です。こ

– 保証人は、用船業者と連帯して、かつ、主た

れらの要件を船主・運航業者が見過ごしてし

る債務者として（つまり、単なる保証人では

1

なく）義務を負うこと。

2

まい、不利益を招くケースが増えています 。

– 保証は、継続的な担保とすること（つまり、
履行保証の執行

用船者または保証人による中間的または部分

用船者が義務を果たせないのではないかとい

的な弁済によって免責されない）。

う懸念がある場合には、履行保証があれば、

– 用船者の債務不履行があった場合、保証を直

船主・運航業者はかなりの安心感を得られる

ちに直接保証人に対して執行できるようにし

でしょう。例えば、船主・運航業者が用船者

ておくこと（つまり、船主は、保証人の責任
を問うために、まず仲裁や裁判手続きにおい

1

外貨準備・外国為替市場の管理に責任を負う中国の国家組
織。
2
Gard は、履行保証が SAFE 準拠でないという理由で、船主
である会員が中国で履行保証を執行するのに苦労している事
案を多数見てきました。

China – Charterparty performance guarantees –
It is better to be SAFE than sorry

て自分の主張の正しさを立証する必要のない
ようにしておくこと）。
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– 保証は用船とは異なる別個の契約であること

登録されていることの証拠を求める必要があ

から、保証には、法令と裁判管轄に関する合

ります。中国企業による履行保証が登録され

意を盛り込んでおくこと。

ていれば、SAFE は、ほとんどの場合に登録証
を提供していると思われます。

SAFE 準拠
保証人が中国企業であって、用船者または船

SAFE の承認・登録が確実でない場合に船主・

主が中国企業でない場合には、履行保証は、

運航業者に生じるマイナス面は、その履行保

SAFE 準拠でなければなりません。つまり、履

証が中国法上無効かつ執行不能になるという

行保証は、

ことです4。

– SAFE によって承認されていること、
– SAFE に登録されていること

準拠していない保証

が必要です。

船主・運航業者が SAFE に登録されていない

中国企業による履行保証は、中国の大手銀行

履行保証を既に得ている場合、事後的に SAFE

による返還保証とは違い、事前承認されませ

の承認・登録を得ることは、不可能ではない

3

ん 。SAFE は、企業の履行保証の承認をその

にしても、現実的ではないでしょう。しかし、

都度処理します。保証人は、承認を受けると、

船主・運航業者が打つ手がないわけではあり

企業による履行保証を SAFE に登録しなけれ

ません。中国証券法（第 5 条）では、保証が

ばなりません。

無効であることが証明された場合、関係当事
者の各々、つまり、債務者（用船者）、債権

船主・運航業者は、中国法の下では、中国企

者（船主・運航業者）と中国の保証人が、そ

業が外国の当事者に履行保証（つまり、企業

れぞれの過失割合に応じて責任を負うことに

保証）を行うことができるのは、履行を保証

なります5。

する対象企業が子会社である場合に限られこ
とに注意してください。

中国の裁判所による証券法の規定（第 7 条）
の解釈によると、保証が無効である場合にお

船主は、用船者とは無関係であろう中国企業

いて、

から履行保証を提示された場合には、細心の

– 履行保証の無効性に対して債権者に責任がな

注意を払う必要があります。中国法の下では、

いときは、債務者と保証人が該当する契約、

そのような保証は違法である危険性があるか

つまり用船契約に基づいて債権者の損失に対

らです。いずれにせよ、無関係の企業による

して連帯して責任を負うが

保証については、当該履行保証が発行された

– 債権者と保証人に責任があるときは、保証人

後に、SAFE に承認・登録される可能性はまず

の責任は、債務者の未払いの負債・債務の 2

ありません。

分の 1 を超えてはならない
とされています。

したがって、船主・運航業者は、履行保証が
SAFE によって承認されていること、SAFE に
4

3

たびたび返還保証を行っている中国の大手銀行の多くは、
年間一定数の保証について、既に SAFE から「一括」承認を
得ています。この制度は、SAFE が「中国金融機関による対外
担保管理に関する通知」を出した 2010 年 7 月 30 日から利用
が可能になったものです。この通知により、返還保証に関する
限り、SAFE の承認・登録手続が相当簡素化されました。それ
でも、返還保証に基づく譲渡が別途 SAFE に登録されている
ことを確認した方が賢明です。

China – Charterparty performance guarantees –
It is better to be SAFE than sorry

これ自体は、中国の保証人の外国資産に対して履行保証を
執行できる可能性に影響を及ぼすものではないかもしれませ
ん。Vine 事件（[2010] EWHC 1411 (Comm)）を参照。この事
件では、英国裁判所は、保証が外国為替規制に関する中国
の現地の法令、つまり SAFE の要件に違反して行われたとい
う事実があるにもかかわらず、保証を執行することは英国の公
序良俗に反しないと判示しました。
5

これは、中国民法の大部分が基礎としているドイツ民法に見
られる寄与過失の原則に類似するものです。
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したがって、船主・運航業者が SAFE に準拠
していない履行保証を得ている場合に最大限
期待できるのは、用船契約に基づいて支払い
義務を負っている額の 50%の支払いを確保す
ることであると思われます。
保証人が履行保証を SAFE に登録する旨の契
約条項を履行保証に盛り込むことも有効です。
そうしておくと、船主・運航業者が、中国の
契約法に基づき、保証人による保証の違反を
根拠として用船契約上支払う義務を負う金銭
の支払いを請求するのに役立つ可能性があり
ます。
しかし、上述したように、SAFE の承認・登録
を得るために相当の注意を尽くしたことを船
主・運航業者が証明できない限り、全額の支
払いを受けられることはまずありません。船
主・運航業者が保証人に対して、登録されて
いることを証明する SAFE の証明書を取得す
るよう求めなかった場合には、相当の注意を
尽くしたことを証明するのは困難であるとい
えるでしょう。
まとめ
中国の保証人による履行保証が子会社に関す
る履行保証であること、その履行保証が SAFE
準拠であることを確認することが、船主・運
航業者にとって重要であることは明らかです。
中国企業から履行を保証する履行保証を受け
入れることを検討している船主・運航業者は、
少なくともこの記事の「SAFE」という語を覚
えておくようにしてください。
この記事は、AM Ocean & Co.no のご協力を得
て作成されました。

China – Charterparty performance guarantees –
It is better to be SAFE than sorry

Gard News 208 November 2012/January 2013

中国での仲裁 – CIETAC
Arbitration in China – CIETAC
中国国際経済貿易仲裁委員会の内部分裂が深刻化しています。
2012 年 5 月 1 日の CIETAC 仲裁規則（2012）

の 2005 年 CIETAC 規則を使用する予定です。

の導入後、中国国際経済貿易仲裁委員会

深圳分会は、深圳国際仲裁院への改称も行い

（CIETAC）の北京本部と上海分会、華南（深

ました。

圳）分会との間で発生した内部紛争が、この
数か月間でさらに激化し、この人気の高い地

CIETAC 北京本部と上海分会、華南分会との

方仲裁センターでの仲裁に合意した当事者に

間の紛争は、ここ数か月で悪化しています。

1

大きな不確実性をもたらしています 。
上海分会と華南分会は、CIETAC の分会の中
発表

でも最も古くかつ最も人気のある分会です。

2012 年 8 月 1 日、CIETAC 北京本部は、仲裁

今回の北京本部の行動の背景には、分会とそ

の受理・管理を行う上海分会と華南分会の権

こから生み出される収益に対する支配力を失

限を一時停止したと発表し、これら 2 つの分

いつつあることへの懸念があるのではないか

会での仲裁に合意したすべての当事者に対し、

と憶測されています。CIETAC 北京本部が公

紛争を CIETAC 北京本部に付託するよう求め

表した CIETAC 仲裁規則（2012）は、分会の

ました。北京本部に付託された仲裁は、北京

活動により大きな支配力を及ぼそうとしてい

本部によって行われるものの、当事者が特に

るのは確かです。その内容は、以下のような

合意しない限り、仲裁地は上海または深圳の

ものです。

ままで、審問手続きは上海または深圳で行わ

– 分会は CIETAC の支部であり、CIETAC 北京

れます。この発表を受けて、上海分会と華南

本部の許可を得て仲裁案件を受理・処理でき

分会は、2012 年 8 月 4 日に独自の（共同）声

るに過ぎないことが明記されています。これ

明を出し、同分会は設立以来独立した仲裁機

は、分会を CIETAC 北京本部が支配するもの

関であって、「権限」と称されるものおよび

であるとは明確に定めずに単に CIETAC の一

北京本部による「権限の一時停止」には法的

部であるとしていた旧 CIETAC 規則からは大

な根拠がなく、拘束力はないと宣言しました。

きくかけ離れています。

上海と深圳は、付託された仲裁案件は引き続

– 当事者が仲裁合意においてどの分会に付託す

き受理し、これを取り仕切ることも明らかに

るかを定めていない紛争は、CIETAC 北京本

しています。上海分会は、2012 年 5 月 1 日以

部が対処すると定められています。

降に処理する案件には、新たに公表された仲
裁規則を使用する予定です。深圳分会は、独

CIETAC の新規則は、分会が扱えるはずであ

自の新仲裁規則を公表するまで、2012 年 5 月

った案件に干渉して、分会で処理される新し

1 日以降に付託された案件には、引き続き従来

い案件の数を減らそうとするものであると見
られています。上海分会と華南分会は、
CIETAC の新規則を適用することを拒否して

1

CIETAC の仲裁は、外国当事者からは、中国の裁判所での
訴訟よりも好ましいものと考えられています。外国当事者は、
CIETAC の判断は、質が高く、地方保護主義のリスクが低いと
いう認識を持っています。CIETAC の手続きは比較的早く進
み、審問は英語で行えます。中国を取引相手とする当事者は、
中国は外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締約国
であり、その仲裁判断は他の国で執行され得る可能性が高い
ことから、CIETAC 仲裁を好む場合があります。

Arbitration in China – CIETAC

います。両分会が、CIETAC からの独立性を
主張する様々な見解を出す一方で、CIETAC
は両分会の支配を再確認する独自の見解を出
しています。
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いつ紛争が解決するのか、中国政府が介入す
る可能性があるのかは不明です。
CIETAC の紛争の激化を受けて、紛争を上海
分会や華南分会の仲裁に付託することにかつ
て合意した当事者間で、仲裁条項は有効か否
か、仲裁を管理・審理するのは CIETAC 北京
本部か分会か、どの仲裁規則を適用するのか
といったなどが議論され始めています。
CIETAC の紛争により、大きな不確実性が生
じています。管轄権や手続きが争われるリス
クが高まっているほか、2012 年 5 月 1 日以降
（実際的には 2012 年 8 月 1 日以降）に、上海
部会と華南部会が出した仲裁判断が、CIETAC
北京本部が両部会の権限を停止したことによ
り、中国の裁判所で執行できなくなる可能性
もあります。
助言
CIETAC が管理する仲裁を検討している新た
な仲裁合意の当事者は、紛争が解決されるま
で、その仲裁条項において、CIETAC 北京本
部を明示的に選択するようにすべきです。仲
裁地として引き続き上海と深圳を選択するこ
とも可能です。CIETAC が関わる既存の仲裁
合意の当事者は、同様に、CIETAC 北京本部
を明示的に選択するよう、その仲裁合意を修
正することを検討すべきです。CIETAC が関
わる既存の仲裁合意の当事者で、その仲裁合
意を修正することを希望しないか、修正する
立場にない場合は、仲裁を開始する前に、中
国の法的な助言を求めるべきです。また、仲
裁合意の交渉・再交渉を行っている外国当事
者には、香港国際仲裁センター（HKIAC）な
ど、当該地域の他の仲裁センターの選択を検
討するという選択肢もあります。

Arbitration in China – CIETAC
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インド法 – 外国仲裁へのインド裁判所の介入
Indian law – Intervention of Indian courts in foreign arbitrations
2012 年 9 月 6 日に Bharat Aluminum Co.対

あり、インドの法制度の信頼性を傷つけると
1

Kaiser Aluminum Technical Services Inc.事件 で

いう理由からでした。

出された画期的な判決において、インド最高

Bhatia Trading 判決の妥当性とあるべき論を巡

裁判所は、インドの裁判所が外国仲裁に介入

る論争があることを考慮して、Bharat

する範囲を狭めました。

Aluminum 事件では、問題がインド最高裁判所
の 5 名の裁判官からなる合議体に委ねられ、

Bhatia Trading 事件

再度検討されることになりました。
2

Gard News の 207 号の掲載記事 では、インド
での外国仲裁判断の執行に関連する問題を取

Bharat Aluminum 事件

り上げました。インドの顧客との外国仲裁手

Bharat Aluminum 事件は、インド最高裁判所に

続きに関わった当事者には、暫定的救済を求

持ち込まれるまでに数年を要した上に、提出

めか、インドの裁判所で外国仲裁条項の有効

物と議論の応酬が延々と続いたことから、最

性を争う傾向があり、そのことが、外国仲裁

高裁判所の判決は大変待ち望まれていました。

の進行の著しい遅延や、外国仲裁判断の執行

Bharat Aluminum 事件の画期的な判決で、イン

時の問題を引き起こしているという問題です。

ド最高裁判所は、次のように判示しました。

こうした慣行は、Bhatia Trading 対 Bulk
Trading SA 他事件3のインド最高裁判所の判決

– Bhatia Trading 事件の原判決を破棄する。

およびこの判決に続く一連の事件の判決で可

– 仲裁法の第 I 部は国内仲裁にのみ適用される。

能となったものです。Bhatia Trading 事件では、

– インドの裁判所は、外国仲裁に関して暫定的

インド最高裁判所は、インドの裁判所が暫定

救済を与えることはできない。

的救済を与えることおよび国内での仲裁に関

– インドの裁判所は、外国仲裁の当事者が仲裁

して仲裁判断を無効にすることを認めた 1996

法の第 II 部に従って仲裁判断のインドでの執

年インド仲裁調停法（「仲裁法」）第 I 部が外

行を求めた場合にのみ、外国仲裁判断に関す

国仲裁にも適用されると判示しました。

る管轄権を有する。

Bhatia Trading 事件の判決は、国内仲裁への適

まとめ

用が意図されていた仲裁法の第 I 部の規定は外

Bharat Aluminum 事件の判決は、インドの裁判

国仲裁を扱っている仲裁法の第 II 部にも適用

所が外国仲裁に介入する範囲を事実上狭めた

されるべきということに異論を唱えるインド

ものといえるでしょう。そうした理由から、

の法律家や仲裁実務家、文筆家たちの間では

この判決は、法律家や仲裁実務家から広く支

問題視されていました。それは、判決が間違

持されています。

っているということだけではなく、その判決
が自らの紛争を外国仲裁で判断してもらうこ

しかし、Bharat Aluminum 事件のインド最高裁

とを選択する関係者の権利を阻害するもので

判所の判決は、2012 年 9 月 6 日より後に締結
された仲裁合意にのみ適用されます。つまり、

1

Bhatia Trading 事件の判決と、そこで認められ

www.supremecourtofindia.nic.in/outtoday/ac701905p.pdf
を参照してください。

たインド裁判所が介入能力は、それ以前に締

2

結された外国仲裁合意には引き続き有効であ

掲載記事「インドでの中国と香港の仲裁判断の執行」を参照
してください。
3

るということです。

(2002) 4 SCC 105

Indian law – Intervention of Indian courts in
foreign arbitrations
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米国における外国仲裁の助けとなる証拠開示 – 古い法の新たな解釈
Discovery in aid of foreign arbitrations in the US – A new interpretation of an old statute
米国の第 11 巡回区連邦控訴裁判所は、外国の裁判手続きに限られると判示されていた法の運用を通
じて、係属中の外国仲裁の当事者が米国で証拠開示を得ることを認めました。
ために提出するよう強制できるようになりま
した。
事実
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.
(CONECEL)と Jet Air Services Equador S.A.
(JASE)は、携帯電話と付属品の国際輸送に関
する長期契約を締結していました。JASE が物
流サービスの提供者となり、CONECEL がそ
のサービスの受領者となる契約です。しかし、
その関係がこじれてしまい、CONECEL は、
2008 年に、JASE と CONECEL の元従業員 2 名
との通謀詐害により、JASE から何百万ドルと
いう過剰請求を受けていると主張するに至り
ました。JASE は、申立てを否認し、
CONECEL は契約代金の支払いを何度か怠っ
ていると主張しました。その後、JASE は、物
流サービス契約の仲裁条項に従い、エクアド
ルで仲裁手続きを開始しました。

このほど、米国の第 11 巡回区連邦控訴裁判所

次に、CONECEL は、フロリダ州南部地区連

は、Consorcio Ecuatoriano de

邦地方裁判所に一方当事者の申立てによる救

Telecomunicaciones S.A.対 JAS Forwarding

済の申請を行い、請求の水増しに関与したと

(USA) Inc.事件1の判決において、外国で行われ
る私的な仲裁手続きで使用されることを踏ま

CONECEL が主張する JASE の米国関連会社

えた上で、「外国法廷または国際法廷」での

JAS USA に対し、請求書の計算の根拠を求め
る文書提出命令状を出す許可の付与を求めま

手続きで使用するための証拠を提供するよう

した。CONECEL は、JASE が開始したエクア

当事者に命じる権限を米国連邦裁判所に与え

ドルの私的な仲裁で使用するほか、エクアド

ました。これを受けて、対象となる仲裁手続

ルの商事裁判所で JASE と CONECEL の元従業

きの当事者は、第 11 巡回区の連邦裁判所、お

員に対して提起しようとしている民事と刑事

よび第 11 巡回区裁判所の判決に説得力がある

の通謀詐害の訴訟に証拠が必要であると述べ

と考える他の巡回区裁判所に対し、その法域

ました。CONECEL は、エクアドルの裁判所

内に存在する証拠を外国での訴訟で使用する

は通謀詐害の訴訟の裏付けとなるすべての証
拠を初回の訴答手続きで提出することを求め
ていることから、予定している当該訴訟を提

1

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.対
JAS Forwarding (USA) Inc.事件（685 F.3d 987 (11th Cir.
2012)）では、合衆国法律集第 28 編第 1782 条を解釈しまし
た。

Discovery in aid of foreign arbitrations in the US –
A new interpretation of an old statute
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CONECEL が一方当事者の申立による申請を

は「外国法廷または国際法廷」または「利害

行うに当たって依拠した法は、合衆国法律集

関係者」が行わなければならないこと、(2) あ

第 28 編第 1782 条でした。その法の該当部分

る種の証拠を求めるものであること、(3) 外国

には、「ある人が居住しているか、所在して

法廷または国際法廷での手続きで使用するた

いる地域の地方裁判所は、証言もしくは供述

めのものであること、(4) 申請が行われた裁判

を行うこと、または外国法廷もしくは国際法

所の地域に居住する人が保有または管理して

廷での手続…で使用するために文書その他の

いるものであることの 4 つです。裁判所は、

事物を提出することをその人に命じることが

この基準を本件の事実に当てはめ、このうち、

できる｡その命令は、外国法廷もしくは国際法

次の 3 つが満たされていることについて JASE

廷が出した嘱託書、または外国法廷もしくは

は争わなかったと指摘しました。CONECEL

国際法廷の要請に従って、または利害関係者

は紛争の主たる当事者であることから明らか

の申請により行うことができ、また、裁判所

に「利害関係者」である点、請求書の計算の

が選任した人の面前で、証言もしくは供述が

根拠を求めている点、そして、問題の文書提

行われ、または文書その他の事物が提出され

出命令状の対象である JAS USA が同裁判所の

るよう、命じることができる。…」と定めら

あるフロリダ州マイアミに事務所を置いてい

れています。地方裁判所は、この申請を認め、

る点の 3 つです。したがって、争点は、「外

CONECEL が JAS USA に文書提出命令状を出

国法廷または国際法廷」での手続きであるこ

す権限を付与しました。これを受けて、JASE

とを求める上記の 3 つ目の基準が満たされて

は、特に、(1) エクアドルの裁判手続きはまだ

いるか否かに絞られました。この点について、

開始されておらず、申請の機は熟していない

裁判所は次のような判断を行いました。

こと、(2) 私的な外国仲裁は第 1782 条の意味

CONECEL は、裁判所が求められた救済を付

する「外国法廷または国際法廷」ではないこ

与することを第 1782 条が認めているという判

とを理由として、文書提出命令状を無効にし

断を、なぜ本件の事実が要求するのか、その

ようと手続きに参加することを求めました。

理由について 2 つの理論を提示しました。ま

裁判所は、JASE の参加を認めましたが、いず

ず、CONECEL は、外国の私的な仲裁は法の

れの点についても JASE に不利な評決をした上

「外国法廷または国際法廷」という文言を満

で、無効の申立てを却下しました。その後、

たすと主張しました。2 番目に、エクアドルの

JASE は、フロリダ州、ジョージア州、アラバ

通謀詐害の訴訟が提起されたか否かにかかわ

マ州の連邦地方裁判所からの上訴に対する管

らず、現存する米国の判例は、第 1782 条は訴

轄権を有する連邦の上訴裁判所である第 11 巡

訟手続きが「係属中または迫っている」こと

回区連邦控訴裁判所に控訴しました。

は必要ではなく、「合理的に予想されること」
を要求したに過ぎないとの主張を支持してい

判決

ると主張しました。裁判所は、外国仲裁理論

第 11 巡回区裁判所は、外国の私的な仲裁委員

について CONECEL に有利に判断したことか

会は法が意図している「外国法廷または国際

ら「合理的に予想される」という基準に関す

法廷」に確かに当たるとして、下級裁判所の

る 2 つ目の主張を取り上げる必要はないとし

判決を支持しました。

た上で、同裁判所で判断すべき問題を取り上
げるに当たり、従前の連邦最高裁判所の判例

裁判所は、まず第 1782 条の文言に着目し、地

の説明を行いました。

方裁判所が同法に従って行われた要求を認め
るには、4 つの要件が満たされていなければな
らないことを指摘しました。それは、(1) 申請

Discovery in aid of foreign arbitrations in the US –
A new interpretation of an old statute
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争点に直接関係はしないものの、裁判所は、

憲法上の問題に基づいて仲裁判断を無効にす

2

Intel Corp.対 Advanced Micro Devices, Inc.事件

ることができるという証拠を提示しました。

という最高裁判所の事案に大きく依拠しまし

第 11 巡回区裁判所にとってはこれで十分でし

た。この事件では、欧州委員会の競争総局は

た。同裁判所は、司法審査という基準につい

第 1782 条の「法廷」に該当するか否かが争わ

て、裁判所は仲裁判断の合憲性を審査するか、

れました。最高裁判所は、法の当初の文言が

または「仲裁手続きの瑕疵［…］を取り上げ

1964 年に修正され、「裁判手続き」が「法廷」

る」だけで足り、「第 1 審で仲裁を行うこと

に置き換えられたこと、この置換を記録した

を選択する目的を無にしてしまうような 2 度

上院の報告書では、「『支援が従来の裁判で

目のチャンス」を与える必要はないと判断し

の手続きに限られず』、『行政および準司法

ました。裁判所は、CONECEL が第 1782 条の

手続き』にも及ぶようにするため」に置換が

支援を通じて外国当事者に提供されている司

行われたと記載されていることをまず指摘し

法支援を利用することができることを認めま

ました。最高裁判所は続けて、欧州委員会は

した。

「『証拠保全』機関および『第 1 審の決定機
関』として行為している」ことから、裁判所

コメント

には「第 1782 条(a)の範囲から欧州委員会…を

Consorcio Ecuatoriano 事件は、第 1782 条が私

除外する正当な理由がない」としました。ま

的な外国仲裁にも適用されると明示的に判断

た、第 11 巡回区裁判所も、最高裁判所は欧州

した最初の控訴審判決ですが、唯一の控訴審

委員会の判断が司法審査の対象となるという

であるというわけではなく、少なくとも他の 2

事実を重視したことを指摘しました。最後に

つの巡回区裁判所において、これと異なる判

Intel Corp.判決から得られた基準について、第

決が出されています。具体的には、第 5 巡回

11 巡回区裁判所は、次のように述べました。

区裁判所（テキサス州、ルイジアナ州、ミシ

「当裁判所は、問題となっている仲裁機関の

シッピ州）が Rep. of Kazakhstan 対 Biederman

特徴、特に、仲裁委員会が第 1 審の裁決を下

Int’l 事件3において、第 2 巡回区裁判所（ニュ

す決定機関であるか否か、仲裁委員会が証拠

ーヨーク州、バーモント州、コネチカット州）

の収集と提出を認めるか否か、その決定が司

が Nat’l Broadcasting Co. Inc.対 Bear Stearns &

法審査の対象となるか否かを審査する［しな

Co.事件4において、いずれも第 1782 条の「法

ければならない］。」

廷」には外国仲裁委員会は含まれないとして
います。しかしながら、相反する両方の判決

これらの基準を本件の事実に当てはめた上で、

は、Consorcio Ecuatoriano 事件の裁判所が大き

第 11 巡回区裁判所は、エクアドルの仲裁委員

く依拠した最高裁判所の Intel Corp.事件よりも

会は法の意味する「法廷」であると判断しま

前の判決であることに注意する必要がありま

した。同裁判所は、仲裁委員会は上記の各要

す。いずれにしても、仲裁手続きの外国当事

素を満たしているとのエクアドルの弁護士の

者は、最高裁判所がこの点についての巡回区

宣誓宣言書を CONECEL が提出したことに注

裁判所間の不一致に対処するまでは、第 11 巡

目しました。JAS は、事実認定と法の適用・

回区裁判所で第 1782 条に基づく救済を求める

確定はエクアドルの裁判所で覆すことはでき

方がよいといえるでしょう。

ないと主張して、委員会の判断が司法審査の
対象となるか否かを争っただけでした。しか
し、CONECEL は、裁判所は手続上の瑕疵や
3
2

542 U.S. 241 (2004).
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4

168 F.3d 880 (5th Cir. 1999).
165 F.3d 184 (2d Cir. 1999).
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良い旅を – 薬物と P&I 保険
Have a good trip – Drugs and P&I cover
違法薬物が船上で発見された場合、P&I 保険の適用可能性に関して判断の分かれる可能性がありま
す。予防に勝る治療はありません。
この場合、その「便宜」の見返りとして船員
には相当な額の金銭が支払われます。後述す
るとおり、このような「便宜」を図ることに
は重大なリスクを伴います。別の方法として
は、ダイバーが入れ物を船底部――多くの場
合ラダートランクの内側やその付近――に取
り付ける方法が広く行われているようです。
この方法を用いる理由の一つは、船が麻薬の
密輸に利用されていることを船員に気付かれ
ないようにするためです。
概要
薬物、特にいわゆるレクリエーショナル・ド

船上で麻薬が発見された場合

ラッグの使用が最初に広まったのは 1960 年代

Gard では、幸いにも、麻薬が船上で発見され

「フラワーパワー」の時代です。以降、多く

たり、船舶に取り付けられたりしていたケー

の国の政府が薬物の流通と消費を防止するた

スに遭遇したことがあまりありません。しか

め取り組みを実施してきたのを尻目に麻薬“ビ

し、そのようなことが起きた場合、船主と船

ジネス”が拡大し、今では数十億ドル規模の産

員の双方が極めて大きな影響を受ける可能性

業にまでなっています。いくつかの国では麻

があるのです。影響が小さい場合でも、当局

薬の不法売買に死刑を科しています。また、

による強制捜査に時間を取られて、船舶の運

薬物の密売買だけでなく、麻薬の使用にも長

航の遅延を来すことはほぼ確実です。船員は

期刑を科している国もあります。こうした措

徹底的に尋問されて、陸地で短時間拘束され

置にもかかわらず、国連薬物犯罪事務所の

る場合もあります。当局が麻薬密輸の関与者

2009 年の推計値によると、全世界で 1 億 4900

はいないと納得するまで、解放されることは

万人～2 億 7200 万人（全世界の 15 歳から 64

ないでしょう。最悪の場合は、船員が麻薬密

歳までの人口の 3.3 パーセント～6.1 パーセン

輸の容疑で陸上の留置場に拘束されて、後日

トに該当）が過去一年間に少なくとも一度は

起訴されることもあります。その上、多額の

禁制物を使用した経験があるということです。

罰金が科されるか、船が没収されるおそれも
あります（その両方もあります）。留置場は、

薬物が世界中に流通する手段は様々です。し

国によっては、（控えめに言っても）不快な

かし、他のバルク商品と同様、最も一般的な

場所である可能性があり、また、「捜査目的

輸送手段は船舶です。薬物は、コンテナ内の

の拘束」期間が長期化する（おそらく数週間、

偽装された床や壁面に隠されることがよくあ

場合によっては数か月）おそれがあることに

ります。パレット貨物の中に隠して運び込ま

も注意が必要です。

れることもあります。船員が、初めて会った
「友人」から小さな「小荷物」を代わりに運

当局からこのような捜査を受けた場合、言う

んで欲しいと依頼されるケースもあります。

までもなく、全面的に協力することが推奨さ

Have a good trip – Drugs and P&I cover
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れます。Gard では、コレスポンデンツ、弁護

船舶の運航が遅延し、場合によっては長期間

士、必要とみなされる場合には専門家の選任

に及ぶこともあります。定期用船者は、船舶

による支援を行いますが、P&I 保険の適用可

の用船期間を中断しようとするでしょう。そ

能性に関して判断が分かれる場合があるため、

うなると、積荷の荷揚げを行い、陸上の保管

すべてのケースについて、Gard 独自の事実認

を手配する必要が生じます。積荷の利害関係

識に基づいて検討を行います。

者の不安は高まります。積荷が生鮮品の場合
には特にそうです。たとえ起訴されずに船が

発生し得る責任の種類

解放されたとしても、船主には契約違反に伴

おそらく最も一般的な刑罰は罰金です。その

う追加費用とクレームが請求されることにな

罰金の額は現地の法律により異なり、高額に

るでしょう。

なる場合もあります。罰金は、通常船主に科
せられます。押収された薬物の量に応じて罰

P&I 保険

金が決まる国もあります。

Gard の保険は、船員個人には適用されないこ
とにご留意いただくことが重要です。唯一の

国によっては、地域の法律により、麻薬の密

例外は、当該船員が、組合員が法的に補償義

輸船を没収する権限が当局に与えられていま

務を負うか、定款で組合員が補償する「第三

す。それらの法律は、過失責任に基づくこと

者」とみなされた場合です1。

は稀で、厳格責任が一般的です。麻薬が船上
で発見されたり、船に取り付けられていたり

Gard 約款第 47 条は過怠金に関する条項です。

した場合、その事実自体が責任の十分な立証

47.1.d 項では、「密輸入または関税法もしくは

となります。没収とは、船主が取消不能の条

規則の違反（加入船で運搬された貨物に関係

件で船舶の使用権を奪われて、その船が管轄

するものを除く）」に関して過怠金その他の

の政府部門の財産となることを意味します。

刑罰に対する保険について規定しています。

罰金と同様に、没収の影響は直接船主が受け

上述した状況において科された過怠金につい

ることになります。船が担保に供されている

て、組合員には P&I 保険が適用されます。

場合は、担保権者もまた、（定期）用船者と
同様に非常に影響を受けることになります。

船舶の没収に対する保険については、Gard 約
款第 49 条に規定されています。本約款に基づ

上記の措置に代えて、あるいはそれに追加し

く組合員への補償は、当組合の裁量により、

て、麻薬密輸の容疑のかかった船員に対し刑

本約款において特定された状況に限り適用さ

事訴訟を起こす国もあります。船主会社や運

れます。要約すると、当組合から填補される

航会社がこれらの起訴の対象になることはめ

金額は、いかなる場合においても没収時の加

ったにありません。通常、船長が起訴の対象

入船の市場価値を超えることはなく、加入船

となります。その理由は、個人的な関与が疑

に関する組合員の利益が最終的に剥奪されな

われるということよりも、船の上での権限者

い限り、当組合はかかる保険金請求を考慮す

という立場にあるからということによるもの

ることはありません。本約款が行使されるこ

です。

とは極めて稀であり、このリスクを担保する
他の保険が存在する場合は、Gard の填補額は

さらに、船の運航遅延も生じます。船舶は、

その保険を補うものになります。

積荷を積載した状態で、輸送契約か用船契約
のいずれかに基づいて運航していることが多
く、船主はその契約上の義務を負っています。
1
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Gard 約款第 47 条を参照してください。
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船舶の運航の妨害、遅延、およびかかる妨害、

P&I 保険担保が上記の費用にどこまで適用さ

遅延の結果生じた第三者に対する責任は、事

れるかは「グレー領域」であり、ケースごと

実と責任の種類に応じて P&I 保険の填補範囲

に異なり、個々のケースの事実に照らして評

に該当する場合があります。組合員が応訴費

価されるということを強調しておかなければ

用の担保を受ける場合、弁護士費用が担保さ

なりません。原則として、Gard は組合員の皆

れる能性があります。Gard の用船料収入途絶

様を全力で支援するものですが、あくまでも

保険に加入していれば、麻薬が船上で発見さ

PI 保険約款に基づいて行うものです。

れた場合に生じる組合員の用船料収入途絶が
填補されます。組合員の第三者に対する責任

問題地域

については、34.2 項の条件に従うことを条件

南米諸国には、薬物の生産や海上輸出の拠点

として、第 34 条に基づき担保される場合があ

となっている国があります。ベネズエラでは

ります。

過去数年間に、数多くの深刻な薬物問題が生
じています。関与した船舶はすべて、国際グ

船員が麻薬密輸の罪で刑事起訴された場合に

ループ P＆I クラブに加入し、ベネズエラ当局

は、保険担保されるか否かがより複雑になり

の事案に対する出方や、その場合の善処策を

ます。上述のとおり、通常、保険は船員個人

検討できるように、各事案の関する情報をク

にも刑事責任にも適用されません。それでも、

ラブ間で交換していました。ベネズエラ当局

船員には法的代理人が必要であり、また船主

は、たとえ捜査において、船員がその密輸嫌

側でも船員を保護するために出来る限りのこ

疑について何ら関知せず、関与していなかっ

とを行いたいと考えることがあるでしょう。

たことを示す状況が明らかになっても、非常

こうした法務面の支援は高額になることが多

に強引な捜査と起訴手段を講じてきます。捜

く、適任者を見つけることが難しい場合もあ

査過程には、複数の当局が関与し、不幸なこ

ります。当初の情報からは、船員が麻薬密輸

とに、外国人船員にとっては不透明、かつ理

の容疑に関与していたか否か確定できない場

解不能なものです。船員自らが、自船の船底

合もあります。しかし、麻薬が船底部に取り

部に麻薬が取り付けられている可能性がある

付けられているところを発見された場合には、

ことを当局に通報して、起訴されたケースも

船員が関知しないまま取り付けられたもので

あるくらいです。ベネズエラには、このよう

あることが当初から合理的に推定できます。

な事件を取り扱うリスクを冒そうという弁護

その場合には、船主が船員にあらゆる支援を

士はごくわずかしかおらず、必然的にその費

行いたいと考えるでしょう。この場合に生じ

用も高額なものになります。ベネズエラでは、

る可能性のある費用については、それが組合

麻薬密輸に関与していることが見つかった船

員と Gard が負担することになったであろう責

舶の没収を認める法律が整備されており、有

任を回避するか、最小限に抑えることに寄与

罪判決を受けた者に最高 15 年の禁固刑を科す

したとみなされるものである場合、その金額

ことができます。

の範囲において、Gard の填補対象となる可能
性があります。

B ATLANTIC 号が麻薬密輸の容疑で 2007 年か
ら拘束されています。同船舶の職員 2 名が有

船員が麻薬密輸に故意に関与していたことが

罪判決を受け長期刑を宣告されました。両名

発覚した場合は、船主のスタンスはやや異な

は、刑期の一部を終えて本国に送還されまし

ったものになるでしょう。

た。2008 年に起こった別の事件でも、2 名の
船舶職員がベネズエラ国内で投獄されました。
Gard の大手クライアントの一社と組合員が関

Have a good trip – Drugs and P&I cover

Gard News 208 November 2012/January 2013

わった最近の事例から、ベネズエラの留置場

–ISPS コードを遵守し、ターミナル側にも遵守

はスペイン語が話せない外国人にとって、数

させる。

年どころか数時間さえ過ごすには不快な場所

–到着時に非公式に水中検査を実施し、その後、

であることが明らかになっています。

公式な（共同）検査を依頼することを検討す
る。

取り得る予防策

–船員を下船させないようにすることがのぞま

過去 10 年間、Gard は、麻薬密輸問題について、

しい（「友人」から小荷物の運搬を依頼され

多数の記事とアラートを発行してきました。

ないようにするため）。

2

例えば、Gard News 201 号では、麻薬密輸犯の

–警備員の雇用を検討する。

懲役期間を 8～10 年から 15～25 年に厳罰化し

–未許可のダイバーが船に近づかないように、

たベネズエラの法律改正についてご報告しま

側面にライトを追加設置することを検討する。

した。ただし、有効な予防策は、状況によっ

–出港直前に探索し（非公式の水中検査も検討

て異なります。

する）、その後、公式な（共同）検査を依頼
する。

ある国において有効と思われる対策が他の国
でも有効とは限りません。ある国では現実的

残念ながら、これらの対策を施しても完全に

かつ賢明な対策であったものが、他の国では

保護されるものではありません。しかし、そ

非現実的である場合があります。例えば、出

れぞれの対策を個別に、あるいは組み合わせ

港直前にダイバーを使って船底部を検査する

て実施することで、麻薬密輸を予防するため

場合について考えてみましょう。そのダイバ

のあらゆる合理的な対策を講じていたと主張

ーは信頼できるでしょうか？ 麻薬密売人の支

する根拠を、船主に与えることになると思わ

配や影響を受けている可能性はないでしょう

れます。Gard の記録では、麻薬密輸の疑いで

か？

捜査を受ける可能性は統計上それ程高くはあ
りません。しかし、だからといって、船と船

経験上、予防策をほとんどあるいは全く講じ

員が拘束されたり、捜査を受けたりすること

ていない船主が、麻薬密輸を予防するための

がないと、船主が安心できるものではありま

あらゆる対策を講じていたと主張することは

せん。このような不幸な事態が生じた場合、

難しいでしょう。そのため、少なくとも、予

Gard は可能な限りの支援をご提供いたします。

防策を取るよう求めることは何もしないより
は好ましい選択です。船主は、船の航行先の
国や地域に関する最新の助言を、理想的には

テキストボックス

そこに到着する前に、加入している P&I クラ

ベネズエラにおける強制麻薬捜査

ブから得るようにすることが重要です。ただ

Gard のベネズエラのコレスポンデンツである

し、次の対策は、汎用的に適用することがで

MessrsGlobalpandi S.A.の最近の報告によると、

きるでしょう。

ベネズエラ国家管海官庁（Venezuelan National
Maritime Authority）（INEA）が課す新法では、

–リスクの高い地域を特定する。

ベネズエラの港から外国の港に向けて航海す

–乗員に周知、指示する。

る商用船はすべて、出航前に公式な麻薬検査

–到着前に助言を求める。

を受けることが義務付けられています。例え
ば、マラカイボ湖の港とターミナル、PDVSA
ホセターミナル、オリノコ川の港とターミナ

2

記事「ベネズエラ ― 麻薬密輸に関する法律の改正」を参照
してください。
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ルなどの一部の地域では、2011 年以降、検査
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が義務化されています。ラグアイラ、プエル
トカベジョなどの大きな商業港では、資金不
足という問題を抱えながらも 2012 年 9 月末か
ら、検査の義務化が完全施行されています。
このような公式検査は港長の命令によるもの
であっても、検査費用は船主あるいは船舶の
他の代表者が負担しなければならないのです。

Have a good trip – Drugs and P&I cover
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ECDIS の導入
ECDIS implementation
電子海図情報表示装置の段階的導入が開始されました。
2009 年、国際海事機関（IMO）の海上安全委

State Control on Electronic Charts（電子海図に関

員会は、国際航海に従事する船舶について、

する寄港国による監督措置のためのガイドラ

電子海図情報表示装置（ECDIS: Electronic

イン）」を「Paris Memorandum of

Chart Display and Information Systems）の搭載

Understanding（PSC MOU）（寄港国による監

を義務化する規則を承認しました。ECDIS は、

督措置に関するパリ覚書）」とともに採択し

IMO 規則に準拠したコンピューターベースの

ました。PSC MOU の加盟国は、「船長や甲板

ナビゲーション・システムで紙海図の代替品

の見張り員が ECDIS の一般の習熟トレーニン

として使用できます。

グおよび機種別の習熟トレーニングを受講し
たという適切な文書を提示できるか」を確認

この条項は、SOLAS 条約第 V 章第 19.2 規則に

する権利を付与されています。検査では、船

含まれており、2012 年 7 月 1 日付けで、設置

員による実務能力のデモや、船舶安全管理シ

を義務付ける規則が施行されました。特定の

ステムに ECDIS の運用手順が組み込まれてい

新造船の引き渡しの際にはこの装置の搭載が

る証拠の提示が求められることがあります。

義務付けられます。その他の新造船と既存船
は、以下の図 1 のスケジュールに従い、「最

一部の商船の審査規定にも同様の要件があり、

初の安全設備検査の日」に装置を搭載するこ

遵守していない船舶は交易から除外されるこ

とが義務付けられています。

ともあります。
ECDIS の概念は、従来式の海図からの急進的

2012 年に始まる ECDIS の段階的な搭載義務化

な変革であり、紙海図から電子海図への移行

に合わせて、港湾当局は、船舶がこれにどの

は、業界、特に電子海図を使用した経験がな

ような方法で対応し、そしてその有効性はど

い人々に課題をもたらすでしょう。

うかということにおそらく強い関心を持つよ
うになるでしょう。

推奨事項
ECDIS の導入に関する意思決定は、システム

最小要件として、すべての船橋職員は、IMO

の購入、設置、関連する ISM 手続きの準備や

Model Course 1.27（電子海図情報表示装置の運

船員のトレーニングなどに十分な時間を確保

用に関するモデルトレーニングコース）に準

するために、相当な余裕をもって行う必要が

拠した一般的な ECDIS トレーニングを受ける

あります。

必要があります。各船舶に対しては、船舶搭
載の ECDIS モデル用の装置固有のトレーニン

ECDIS メーカーによりシステムが即時に供給

グの受講が、ISM（国際安全管理）コードに従

されない場合があり、納入に時間がかかるこ

い、義務付けられています。

とがあります。同様の問題は、資格のある設
置エンジニアの手配や船員のトレーニング受

また、各国の当局が船舶の乗組員に対して旗

講においても起こり得ます。供給者に関する

国登録時やその国に寄港した際に特定の

意思決定は、導入日に間に合うよう十分に余

ECDIS トレーニングの受講を要求することが

裕をもって行ってください。

あります。欧州連合は、「Guidelines for Port

ECDIS implementation
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図 1 ECDIS の搭載義務化のスケジュール
写真出典元:
© Crown Copyright and/or database rights.
写真は英国政府刊行物出版局の監督官と英国
海軍水路部（www.ukho.gov.uk）の許可を得て
掲載しています。

ECDIS implementation
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MARPOL – 排出規制海域での取り締まりにおける
環境要件遵守書類の厳重な検査
MARPOL – Enforcement of North American Emission Control Area means
close scrutiny of documentary compliance
要件遵守を証明する文書を不正確に記入すると、深刻な結果を招くことがあります。
ECA 内での運行においては、バンカー燃料中
の硫黄含量は、1%以下に制限しなければなり
ません。ECA を運行する 400 総トン以上の国
際航海の船舶は、以下の文書により遵守を照
明することが義務付けられています。
– 規制に適合したバンカー燃料の納品を示す納
品書
アメリカ合衆国沿岸警備隊（USCG）と米国環
境保護局（EPA）はともに、現在北米の排出
規制海域（ECA）内で MARPOL 附属書 VI の
遵守義務の取り締まりを行っています。2008
年の海洋汚染防止法で制定された MARPOL 附
属書 VI の目的は、北米の東海岸、西海岸、湾
岸から 200 海里以内、およびハワイから 200
海里以内において低硫黄のバンカー燃料の使
用を義務付けるか、同等の管理を行うことに
より大気汚染を削減することにあります1。
ECA は、硫黄酸化物に加えて窒素酸化物
（NOx）と粒子状物質（PM）の排出について
も取り締まりを行います。同法の遵守におけ
る技術的な要件の詳細については、以前の
Gard 発行物 2 を参照してください2。
1

ECA には、カナダの海域も含まれます。カナダにおける取り
締まりについては、ここには記載していません。詳細について
は、2012 年 7 月 20 日付けの Gard アラート「Canada delays
implementation of the North American ECA requirements
（カナダにおける北米 ECA 規制実施の遅れ）」を参照してくだ
さい。
2

Gard ロスプリベンション・サーキュラーNo. 05-09
「MARPOL Annex VI の米国のガイドライン」（2009 年 4 月）、
2012 年 7 月 4 日付けの Gard アラート「North American
ECA requirements after 1 August 2012（2012 年 8 月 1 日
後の北米 ECA 規制）」、および Gard New 176 号の「Annex
VI of MARPOL 73/78 – Regulations for the Prevention of
Air Pollution from Ships（MARPOL 73/78 附属書 VI - 船舶
からの大気汚染防止のための規則）」、Gard News 184 号の
「MARPOL Annex VI – Solving the low sulphur issue
（MARPOL 附属書 VI - 低硫黄問題の解決）」、Gard News

– バンカー燃料のサンプル
– 燃料油変更作業手引き書
– 燃料油変更作業が完了時の各タンクの規制適
合燃料の量と日付、時間、船の位置を記録し
た燃料油変更日誌
通常は、USCG が遵守状況の検証を担当し、
EPA が違反の取り締まりを担当します。違反
には、最大 25,000 米ドルの民事制裁金が科せ
られます。
USCG は、ポリシーレター「Guidelines for
Compliance and Enforcement of the Emission
Control Areas（排出規制海域における規制遵守
と取り締まりに関する指針書）」を発行し、
意図的な文書の偽造には、刑事上の罰金が科
せられることを明らかにしました。また、刑
事責任については、EPA ではなく、USCG が
捜査の指揮をとります。刑法上の違反を裏付
ける証拠が見つかった場合には、USCG はそ
の違反を米司法省に報告し、起訴します。
この指針書には、犯罪行為の一例として、
「偽造した日誌を使った不適合燃料の意図的
な使用」に関する具体的な記述があります。
したがって、油記録簿に虚偽の記載を行った
187 号の「MARPOL Annex VI – 船主と傭船者への新たなリ
スクと要求」の記事を参照してください。

MARPOL – Enforcement of North American Emission Control Area means
close scrutiny of documentary compliance
24
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場合と同様に、燃料油変更日誌への記載を誤
ると、犯罪捜査や刑事告発につながるおそれ
があります。油廃棄物の違法な排出を隠蔽す
るために虚偽の記載を行った事件（いわゆる
「マジックパイプ」ケース）では、船主や運
航者に対して何百万ドルもの罰金が科せられ、
船員には実刑判決が下されました。単純なミ
スである場合でさえ、船舶の運航遅延や、船
員の拘留につながります。したがって、船舶
の遅延、多額の罰金、船員の投獄などを回避
するためには、ECA 内での低硫黄燃料要件の
遵守を証明する文書の正確性を確保すること
が肝要です。各ケースは、自力での対処とな
るでしょう。「マジックパイプ」ケースの場
合と同様、このようなケースが P&I 保険で填
補される可能性はまずありません。

MARPOL – Enforcement of North American Emission Control Area means
close scrutiny of documentary compliance
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米国における傷病給付 – 第 2 巡回区での進展
Maintenance and cure benefits in the US – Developments in the Second Circuit
米国の第 2 巡回区連邦控訴裁判所の判決は、傷病給付の支払いの原則を変更しました。
米国第 2 巡回区連邦控訴裁判所は、このほど、

社を提訴しました。Bouchard 社は、Messier 氏

先例のない訴訟事件において、船員の船上勤

が海上勤務中にリンパ腫に罹患したという主

務後に発生した疾患について、勤務中に発症

張については争わず、傷病は船員の勤務中に

しなかった場合も、船主／雇用主は当該疾患

罹患し、かつ発症したものでなければならな

に対する傷病給付の支払いについて責任を負

いとする従前の判決を援用しました。

うと判断しました。Messier 対 Bouchard
Transportation 事件1の判決は、正式事実審理を

控訴裁判所の判決

経ない判決を船主に対して下した下級審の判

下級審の判決を破棄するに当たり、控訴裁判

決を破棄しました。

所は、「船員が勤務中に病気に罹患したのは
争いの余地がないことから、いつ発症したか

この判決は、船主／米国の船員の雇用主に新

に関係なく、傷病給付の支払いを受けること

たな責任をもたらすものであり、傷病給付を

ができる」と述べて、最初に症状が現れるこ

速やかに支払わない場合、船主／雇用主に懲

とが傷病給付の支払いの目安ではないとの見

罰的損害賠償が課されることになり得ると判

解を示しました。

示した先般の Atlantic Sounding 対 Townsend 事
件の最高裁判所判決の直ぐ後に続けて出され

米国法の下では、傷病給付（maintenance and

たものです。

cure benefits）は、船員の権利であって、船主
／雇用主には船での勤務中に負傷や病気を負

事実

った船員に食料、宿泊、医療を提供する義務

Messier 氏は、2004 年と 2005 年に Bouchard

があります。「Maintenance」は、負傷した船

Transportation（Bouchard 社）に船員として雇

員に療養中の食費・宿泊費を補償するもので、

用され、タグボートに乗船していました。彼

「Cure」は、船員の容態の治療中に要した合

はそのタグボートでの勤務中にはしごから落

理的な医療費をいいます。この給付は、船員

ちて背部を負傷しました。当初、負傷は軽微

が「最大限の医療的回復」（それ以上の治療

なものに思われたものの、その後の医学的評

は症状緩和が目的となるレベル）に達するか、

価により、より深刻な問題が判明し、腎不全

一生就労が不能であると宣告されるまで、都

の治療を受けるに至りました。2 か月後、医師

度、支払い義務が生じます。傷病給付の重要

は、Messier 氏の腎不全の原因は B 細胞リンパ

性は、Vaughan 対 Atkinson 事件2の連邦裁判所

腫であると診断しました。Messier 氏は、治療

判決で説明されています。この判決で、裁判

の後、2006 年 10 月に仕事に復帰しました。

所は、「傷病給付に対する船主の責任は、最
も普遍的なものの 1 つであって、制限的な区

主張内容

別を設けたり、限定したりして無にすべきも

Messier は、ジョーンズ法に基づく過失、不堪

のではない」と述べています。

航性および一般海事法に基づく傷病補償に対
する請求を主張して、2008 年 11 月に Bouchard
1

第 2 巡回区連邦控訴裁判所 Case No. 10-5181-CV（2012
年 7 月 20 日）

Maintenance and cure benefits in the US –
Developments in the Second Circuit
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第 2 巡回区裁判所は、船主は船員が船で勤務
中に「発症」した疾病に対してのみ傷病給付
を支払う義務があるとする伝統的な原則を新
しい原則に置き換えました。したがって、こ
の判決の下では、数か月あるいは数年かけて
発症するに至った疾病の場合にも、船員は、
それまで否定されていた給付を受け取られる
ようになります。船主や雇用主に対して、下
船する前に発症していなかった船員への傷病
給付の提供を求める請求が増加するであろう
ことは容易に想定できます。おそらく、医学
的確証の程度（現在の医科学的なパラメータ
内で可能な場合）、船員の罹患時期、罹患し
たであろう時にその船員が船で勤務していた
否か、を判断するため、より多くの事案が訴
訟に掛けられることになるでしょう。米国法
の下では、権利について、不明確さと不確か
さが存在する場合、船員に有利に判断される
ことに留意が必要です。
まとめ
第 2 巡回区の地域（コネチカット州、ニュー
ヨーク州、バーモント州）外の裁判所がこの
判決に従うかどうかはまだ不明ではあるもの
の、第 2 巡回内のすべての連邦裁判所はこれ
に拘束されることになります。傷病給付を充
実させようとして、米国全体の裁判所におい
て、原告がこの判例を先例として援用するこ
とは間違いないと思われます。Bouchard 社が
さらに連邦最高裁判所への上告または連邦最
高裁判所による審理を求める可能性もありま
す。その間、組合員におかれては、第 2 巡回
区裁判所の意見中の「船員の利益と保護のた
めに傷病給付を解釈することに寛大」である
という文言の趣旨に照らして、そのように対
応されることを推奨いたします。

Maintenance and cure benefits in the US –
Developments in the Second Circuit
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PRESTIGE 号事件 – Spain 対 ABS の最終ラウンド
The PRESTIGE – Spain v. ABS, final round
米国連邦高書裁判所は、ABS に有利な判決を下しました。
Gard News200 号の掲載記事「The PRESTIGE –

米国の裁判所は、これまで、複数の事案にお

Spain v. ABS, round II（PRESTIGE 号事件–

いて船級協会側の責任を認めるのを渋ってき

Spain 対 ABS ラウンド II）」では、ニューヨ

ました。この判決は、まさにその延長上の最

ークの連邦地方裁判所が ABS を被告とする訴

新の判決に当たります。

1

訟を略式却下したこと により、2002 年 11 月

Gard News の以前の号3で指摘したように、協

にスペイン沖で発生した油の流出と

会による検査・証書制度は、海上交易の根幹

PRESTIGE 号の沈没から生じた 10 億ドル超の

を成すものです。船級協会に対して、負担額

補償的損害賠償および懲罰的損害賠償をアメ

が増加する可能性のある不当な責任を負わせ

リカ船級協会（ABS）から得ようとするスペ

ると、産業への萎縮効果を生みかないと思わ

イン政府の取り組みが打撃を受けたこと、ス

れます。

ペインはこの判決をニューヨークの第二巡回
区連邦控訴裁判所に控訴したことをお伝えし
ました。スペインは、ABS が船舶の堪航性の
証明に当たって無思慮に行動したことから、
PRESTIGE 号の事件、スペイン法の被疑違反、
米国法に基づく注意義務違反について責任を
負うと主張しました。
2012 年 8 月 29 日、第二巡回区連邦控訴裁判所
は、ABS に有利な判決を下しました2。
裁判所は、その判決において、その判断を当
該事件の事実に限定し、先例としての価値を
慎重に制限しました。裁判所は、スペインが
提出したすべての証拠を検討した上で、ABS
とその子会社が、米国での不作為または作為
により、スペインに対して負っていた可能性
のある注意義務に無思慮に違反したことが証
明されていないと判断しました。もし控訴裁
判所が、スペインの証拠が ABS 側に無思慮が
あったことを証明していると認めていれば、
同裁判所は、米国法上、沿岸諸国に対する注
意義務の有無という問題を取り上げなければ
ならないところでした。

1

Reino de Espana 対 Am. Bureau of Shipping 事件 (2010
U.S. Dist. LEXIS 78403) (S.D.N.Y. August 3, 2010)

3

Gard News173 号の掲載記事「Liability of classification
societies for negligent misrepresentation（過失による不実
表明に対する船級協会の責任）」を参照してください。

2

Reino de España 対 ABS 事件 (No. 10-3518) (2d Cir.
Aug. 29, 2012)

The PRESTIGE – Spain v. ABS, final round
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香港法 – 衝突責任の分担 最新情報 – HE DA 98 号事件
Hong Kong law – Collision liability apportionment update – The HE DA 98

Gard News206 号の掲載記事1で、HE DA98 号事
件の香港高等法院の判決2をお伝えしました。
2007 年 11 月 30 日に上海の港湾区域で発生し
た PONTODAMON 号との衝突に関する訴訟に
おいて、香港高等法院の判決で、珍しく、衝
突訴訟における全責任を一方の当事者である
HE DA98 号に負わせたことを記憶されている
読者もいらっしゃるでしょう。その後、香港
高等法院の判決に対し、HE DA98 号の関係者
が上訴しました。上訴審の日程は未定です。
しかし、その間、Gard News は、HE DA98 号
の関係者が、2009 年 5 月にこれと競合する手
続きを中国の青島海事法院の日照支部で既に
開始していたことを知りました。
PONTODAMON 号の関係者は、紛争について
判断する中国の裁判所の管轄権に異議を申し
立てていましたが、これは、2010 年 10 月に北
京の中国最高人民法院によって最終的に却下
されました。青島海事法院での手続きは、香
港の裁判手続きの上訴の結果が出るまで延期
／一時停止されているとのことです。
Gard News では、状況を逐次ご報告いたします。
しかし、HE DA98 号の関係者の上訴が却下さ
れても、香港の裁判所は本件の最終判断をし
ないのではないかと思われます。

1
2

「香港法 – 衝突責任の分担」
[2011] HKEC 1157.

Hong Kong law – Collision liability apportionment update –
The HE DA 98
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船舶のトン数の測度
Tonnage measurement of ships
船舶の明細書には多様なトン数が記載されますが、こうした測度用語に慣れていない人には分かり
にくい場合があります。そこで Gard News では、非船舶関係者向けの船舶建造／運用ガイドで、ト
ン数の測度の基本について説明します。
トン数証書

数は ITC の国際トン数基準を求める式を導き

人員配置規則、安全規則、登録料、港湾使用

出す際に大きな影響を及ぼしました。

料の計算等は、船舶のトン数に基づいて決定
されます。ほとんどの商船は、IMO（国際海

総トン数と純トン数

事機関）の「1969 年の船舶のトン数の測度に

IMO が ITC を採用した際に、「総トン数」

関する国際条約」（ITC）に従い、旗国の発行

（GT）と「純トン数」（NT）がそれぞれ「登

する国際トン数証書を取得する必要がありま

録総トン数」と「登録トン数」を後継しまし

す。船級協会が引渡し前に計算を行い、旗国

た。ITC は 1982 年にすべての新船舶に対して

の代理でこの証書を発行します。証書に有効

発効し、同時に既存の船舶については 12 年の

期限はありませんが、船舶を改装した場合は

移行期間が与えられました。このため、1994

修正する必要があります。

年からは GT と NT のみが船舶のトン数の公式
な測度の指標として使用されています。

何世紀もの間、様々な国が様々な規則で船舶
のトン数を測度してきました。1854 年、ジョ

GT は様々な料金の徴収に使用される優れた測

ージ・ムーアサムが考案した船舶測度システ

度で、一部の法的要件が課されます。また、

ムは、「船舶の大きさを最も適切に表すのが

船舶のキールと煙突との間で常時囲われてい

容積である」、「サービス料金は船舶が得る

る場所の内部容積の係数となります。一方、

ことのできる利益に応じて課すべきである」

NT は船舶のキールと煙突との間で常時囲われ

との考えに基づいたもので、イギリスで採用

ている場所の容積容量を測度したもので、貨

され法制化されました。このシステムでは、

物以外に使う部分が除外されています。GT と

船舶の囲われた場所の容積を使用して立方フ

NT の計算には、ITC に記載される式を使用し

ィートで表していました。船舶の測度の単位

ます1。

には必ず「トン」を使用していたため、登録
証書に記載される総容積を「登録総トン数」

パナマ運河トン数とスエズ運河トン数

と呼んでいました。また、このシステムでは、

1994 年 10 月 1 日から、パナマ運河の通航料は

登録総トン数から貨物以外に使う部分を除い

「パナマ運河万国尺度システム」（PC/UMS）

た数値で船舶が得ることのできる利益の大き

に基づき決定されています。また、このシス

さを示し、「登録純トン数」と呼びました。

テムは ITC が設けた船舶測度の国際標準に基

この数値は非常に大きくなってしまうため、

づいています（ただし、コンテナ船はコンテ

このシステムでは簡略化のために数値を 100

ナ積載量に応じて支払うため除外されます）。

で割り、1 登録トンを 100 立方フィート

このため、「パナマ運河トン数証書」には

（2.83m3）としました。

ITC の証書と同じトン数が記載されています。

ほとんどの海洋国がムーアサムシステムを採

1

「トン」は、現在は船舶のトン数には使用していません。総ト
ン数と純トン数には単位がありません。例えば、「gross
tonnage of 50,000（総トン数 50,000）」の船、といった表し方
をします。

用したことから、これに従って決定したトン

Tonnage measurement of ships
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一方、スエズ運河では「登録純トン数」に適

品、真水等も含まれているため、満載排水ト

用する係数を掛けるシステムを採用しており、

ン数と軽荷排水量の差は貨物積載量のみを表

「スエズ運河登録トン数」（SCNRT）と呼ば

しているわけではありません。実際の貨物積

れる数値を基に通航量を算出します。他のト

載量をメートルトンにするには、これらの要

ン数とは異なり、旧来のムーアサム測度シス

素を載貨重量から除外する必要があります3。

テムを引き続き使用しているため、「スエズ
運河トン数証書」には ITC の証書とは異なる
トン数が記載されています。
船級協会は旗国の代理で船舶の PC/UMS 証書
と SCNRT 証書をそれぞれ発行します。
船舶重量の測度
以下の船舶の測度方法は、船舶の重量を基準
にしています。
船舶の排水量は、船舶が浮かんでいる時に押
しのけられる水の体積で、立方メートル（m3）
で表します。一方、排水トン数は船舶が燃料
および備品を満載した場合に押しのけられる
水の重さで、メートルトン（MT、1000kg に相
当）で表します。水に浮かぶ物体は水面下に
沈んでいる重量と同量の水を押しのけるため、
排水トン数は船舶の実際の重さを表していま
す 2。
船舶の軽荷排水量は、乗客、貨物、燃料、潤
滑油、バラスト、真水、備品等を搭載しない
状態での実際の船舶の重さを表します。
積載排水量は、満載喫水線まで貨物を搭載し
た場合、つまり、乗客、貨物、燃料、潤滑油、
バラスト、真水、備品等を満載した状態での
船舶の重さを表します。
船舶の載貨重量は、満載排水トン数と軽荷排
水量の差をメートルトンで表したものです。
したがって、載貨重量を使用すると、船舶の
実際の貨物積載量をメートルトンで表すこと
ができます。しかし、載貨重量には燃料、備
3

2

Gard News207 号の記事「なぜ船は浮くのか？」を参照して
ください。

Tonnage measurement of ships

自動車運搬船またはコンテナ船の貨物積載量を載貨重量で
表すことはあまりありません。この場合、積載量は容量、自動
車の台数（自動車等価単位：CEU）またはコンテナ数（20 フィ
ート等価単位：TEU）で表します。
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人事ニュース
Staff news

Trond Willy Olsen は、プロジェクト・マネジ

Radmil Kranda は、エネルギー・クレーム・

メント・オフィス（PMO）のヴァイスプレジ

チームのクレーム・エグゼクティブ兼弁護士

デントに任命されました。

として入社しました。同氏は、現在オスロ大
学で海事法の法学修士号（LLM）を取得中で

Peter Janssen は、ICT のヴァイスプレジデン

す。

トに任命されました。
Gard (Greece) Ltd のシニア・クレーム・エグ
Ove Jarl Andersen は、システム開発部門のシ

ゼクティブを勤めた Svein Ellingsen が退職いた

ニア・マネージャーに任命されました。

しました。退職後のご健康とご多幸をお祈り
いたします。

Adrian Moylan は、ベルゲンの海上保険クレ
ーム・チームの海難担当弁護士として入社し

オフショア・エネルギー・クレーム・チーム

ました。全事業領域を担当することになりま

のクレーム・エグゼクティブを務めた Ragnar

す。同氏は、ケンブリッジ大学で法律の学位

Løken が退職いたしました。退職後のご健康

を取得し、弁護士資格を保有する英国人の事

とご多幸をお祈りいたします。

務弁護士です。Gard に入社する前は、ベルゲ
ンの Vogt & Wiig で勤務していました。ロンド
ンの More Fisher Brown では共同設立者兼業務
執行社員を務めていました。それ以前にはロ
ンドンの Richards Butler で共同経営者を務めた
経験も有しています。
Lars Lislegard-Bækken は、グループ・リーガ
ル・チームの弁護士として入社しました。同
氏は、オスロ大学で、法学修士号（LLM）を
取得しています。Gard に入社する前は、オス
ロの Hjort DA に勤務していました。
Stefan Bjarnelöf-Sovtic は、液体貨物クレー
ム・チームのシニア・クレーム・エグゼクテ
ィブ兼弁護士として入社しました。同氏は、
ルンド大学で、法学修士号（LLM）を取得し
ています。Gard に入社する前は、Skuld でシニ
ア・クレーム・エグゼクティブとして勤務し
ていました。

Staff news
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Gard P&I メンバー・サーキュラー、
ロスプリベンション・サーキュラー― 2012 年夏
Gard P&I Member Circulars and Loss Prevention Updates, summer 2012

以下の P&I メンバー・サーキュラーとロスプ

– Gard アラート、第 21 号 8 月: 注意 – シンガ

リベンション・サーキュラーは、2012 年夏に

ポール沖のマレーシア水域におけるにおける

Gard が発行したものです。

錨泊について（Reminder – Anchoring in
Malaysian Waters off Singapore）

P&I メンバー・サーキュラー

– Gard アラート、第 26 号 7 月: 液化する可能

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 07-12、2012

性のある固体ばら積み貨物に関する BIMCO の

年 6 月: 対イラン制裁 – EU 理事会規則

新しい用船契約条項（New BIMCO charterparty

267/2012 – イランからの原油および石油製品の

clause for solid bulk cargoes that may liquefy）

輸出 – 2012 年 7 月 1 日より禁止（Iran

– Gard アラート、第 20 号 7 月: 北米の ECA 要

Sanctions – EU Council Regulation 267/2012 –

求事項のカナダでの実施の遅延について

Exports of crude oil and petroleum products from

（Canada delays implementation of the North

Iran – Prohibitions with effect from 1 July 2012）

American ECA requirements）

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 08-12、2012

– Gard アラート、第 6 号 7 月: インドネシア –

年 9 月: 船客に対する運送人の賠償責任に関す

未精製の鉱物製品の輸出について、7 月 5 日の

る 2009 年 4 月 23 日付け欧州会議および理事

アップデート（Indonesia – Export of unrefined

会規則 (EC) No. 392/2009 の発効について

mineral products, update 5 July）

（Entry into force of the Regulation (EC) No.
392/2009 of the European Parliament and of the

– Gard アラート、第 4 号 7 月: 2012 年 8 月以降

Council of 23 April 2009 on the Liability of

の北米 ECA 要求事項について（North

Carriers of Passengers by Sea in the Event of

American ECA requirements after 1 August 2012）

Accidents (the “PLR”)）

– Gard アラート、第 4 号 7 月: トーゴにおける
新しい海賊対策の実施（Togo implements new

ロスプリベンション・サーキュラー

anti-piracy measures）.

– ロスプリベンション・サーキュラーNo. 04-

– Gard アラート、第 29 号 6 月: バール モンテ

12、2012 年 6 月: マラリアとデング熱: 予防注

ネグロ – 亜鉛濃縮物貨物の液化（Bar

意事項（Malaria and dengue – Precautions to be

Montenegro – Liquefaction of zinc concentrate

taken）

cargoes）
– Gard アラート、第 21 号 6 月: 注意 – 水先案

Gard アラート

内人乗下船設備 – 既存船舶に適用される要件

– Gard アラート、第 26 号 9 月: 中華人民共和

の改定（Reminder Pilot – Transfer arrangements

国嵐山港 – 新しい養殖場の安全航行への影響

– Revised requirements applicable to existing ships）

（Peoples Republic of China Lanshan Port – New
fish farms impact on safe navigation）

– Gard アラート、第 14 号 6 月: ポートステー

– Gard アラート、第 10 号 9 月: イエメン共和

トコントロール– 2012 年は火災安全システム

国から米国に寄港する船舶の入港条件

に対する検査強化キャンペーンを展開（Port

（Conditions of entry for vessels arriving in the US

State Control – 2012 concentrated inspection

from the Republic of Yemen）

campaign on fire safety systems）
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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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