ISSUE 202 May/July 2011
和訳

ISSUE 209 February/April 2013
和訳

新たなる船出
Moving into new waters

はそのサービスを拡大し、PLR に対する優れ
たソリューションを提供できるようになりま
した。
私たちは、リスクが予測不可能なものである
とは考えていません。再保険を通じて、相互
にシェアにされるべきものであるからです。
これにより、各クラブのバランスシートに許
容できないエクスポージャーが発生します。
しかし、当組合の目的は、海事業界のメンバ
ーおよびクライアントの皆様を支援して、リ
スクとその結果生じる損失を管理することに
あることから、ソリューションを見つけ出す
ことは、当組合にとっては極めて重要なこと
Claes Isacson

なのです。私たちは、Safeguard の体制を強化

CEO

してこの新しい需要に応えられるようし、そ
れに伴うリスクを子会社のバランスシートに

2012 年度の期末、そして 2 月 20 日の更新日が

移転することによって、現実的な方法で管理

近づいて参りましたが、現在、Gard が業界最

できると考えています。よって、当クラブは

高水準のサービスとサポートを提供できるだ

投資家としてのリスクのみを負うことになり

けの確固たる地位を確保していることは間違

ます。

いありません。経済環境、商環境から規制環
境に至るまで、Gard が直面している課題は数

予想可能性の確保を目指して

多くあるものの、私たちはこれらの課題に対

2012 年の 10 月末の取締役会の後に、Gard は

応可能な強固かつ良好な事業基盤を築いてい

2013 年の P&I 相互保険および FD&D（応訴保

るのです。

険）特約の料率を一律 5%引き上げることを発
表いたしました。私たちは、ビジネス環境が

変化するニーズへの対応

厳しい現在、短期的には保険料率の値上げが

2012 年 12 月 31 日から船客に対する賠償責任

理想的な施策ではないことは理解しています。

に関する EU 規則（PLR）が施行され、船客の

しかし、私たちは、当組合の事業を長期的に

輸送に携わる船主は、P&I 保険の保険証書で

管理していかなければなりません。また、ク

は填補されないリスクに晒されることになり

レームの拡大に寄与する要因も多数存在しま

ます。このリスクに対して、船主は別途保証

す。さらに、金利も低水準で推移すると予想

を付ける必要があります。法規制の変更に伴

されます。これらすべてを考慮すると、当組

って、船主が新たなリスクに晒されるのは、

合は、慎重なリスクの選択と保険ポートフォ

これが初めてではありません。このようなリ

リオの適切な価格設定により、保険引受の健

スクに対処するための解決策の 1 つとして、

全性を実現する必要があるのです。このよう

2008 年に Safeguard Guarantee Company Ltd が
設立されました。2012 年 11 月の初旬に、同社
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な理由から、一律の引き上げを実施すること
といたしました。
格付けの引き上げ
2012 年 12 月に、信用格付け機関スタンダー
ド・アンド・プアーズ（S&P）は、Gard の財
務力格付けを A+（安定的）に引き上げました。
これは、同機関が、Gard の強固な資本基盤を
評価していることに加え、当グループが健全
な内部リスク管理体制と好調な業績に支えら
れ、競争力を持ちつつ強固な地位を維持し続
けていくであろうと予想していることを示す
ものです。
財務面の安定性は、専門能力やサービスとと
もに、Gard が提案する価値の中核となる要素
です。これらの要素は、公正で予想可能な保
険料と併せて、船主の皆様にとってメリット
を提供するものです。当組合の目標は、長期
的な視点から最小の保険コストで最大の価値
を提供することです。それは、前払保険料だ
けではなく、その後の追加保険料、サービス
全般、クレーム処理対応などを含めたもので
す。今回、当組合は必要な分のみの一律引き
上げをお願いすることになりますが、今後と
も業績と財務状況が許す限りにおいて、予想
保険料を下回るまで、組合員の皆様の保険コ
ストを削減する機会を継続的に模索して参り
ます。
最後になりますが、Gard チームの強さと厚み
を支え、そして、常にエネルギー、熱意、プ
ロ意識をもって業務に取り組んでいただいて
いるすべてのスタッフに感謝の意を表して、
新年のご挨拶に代えたいと思います。
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低硫黄燃料について
Low-sulphur fuels explained
なぜ低硫黄燃料油を使用する傾向があるのでしょうか？
量のほとんどは、海底の堆積物と大量の有機
沈殿物が層状になって形成される堆積岩層で
見つかります。嫌気性細菌が勤勉に働いて大
量の有機物を消費し、これが単純炭化水素に
変換されるため、硫黄が周囲の岩から浸出し
ます。その結果、原油に様々な割合で硫黄分
が混入することになります。
抽出
硫黄の抽出にはいくつかの方法があります。
船舶輸送は CO2 排出量が他の輸送形態と比べ

最も費用がかからず一般に普及しているのは、

ると比較的少ないため、大量輸送では最もエ

製品を水素で処理する水素化処理です。除去

ネルギー効率の良い手段として考えられてい

した硫黄は H2S の状態であることが多いため、

ます。しかし、あらゆる業種で排出量の削減

元素硫黄または硫酸のいずれかに変換する必

に取り組む流れがグローバルに広がり、最近

要があります。これらはどちらもよく売れる

では国際海上輸送においてもエネルギー効率

商品です。この回収方法は非常に効率的で、

を改善して、排出を規制することが要請され

標準的な回収率は 99%になります。

ています。欧州連合では、船舶輸送が局地的
な大気汚染と酸性化の最も重大な原因の 1 つ

地下から採掘した原油はすべて同じというわ

として認識されつつあります。船舶による重

けではありません。原油は軽留分（芳香族炭

大な汚染源の 1 つは、二酸化硫黄（SOx）を含

化水素）から重質留分（非芳香族―油性）に

む燃焼排ガスの排出であることが確認されて

至る様々な炭化水素成分でできています。多

います。

くの形態があり、それらの中には様々な組成
があります。従来の原油は粘度と硫黄分に大

海運業界の主要事業者の一部は、低硫黄燃料

きな差があります。粘度の高い原油にはかな

への切り替えと、環境に優しい代替燃料源の

りの量の重質留分が含まれることが多く、

開拓への投資を既に始めています。

API 1比重は低く硫黄分は高くなります。これ
に対し、粘度の低い原油はほとんどが軽留分

しかし、硫黄はなぜこんなに悪者扱いされる

でできており硫黄分は低くなります。原油は

のでしょうか？

重くなるほど使用可能な成分の抽出費用が大
きくなります。一部の非常に軽質なスイート

由来

原油は、大がかりな処理を行わなくてもディ

硫黄（天然硫黄）は自然発生元素であり、地

ーゼルエンジンで直接燃焼させることができ

殻内に大量に存在します。また生命にとって

ます。地下から採掘した原油は、原油の中で

不可欠なものであり、身体の脂肪や骨の成分

自然に発生する硫黄の濃度によりスイートか

でもあります。ここから硫黄は数百万年を経

サワーに分類されます。硫黄の濃度が高いも

て原油の中に溶け込んで行きます。原油供給
1
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のがサワー原油で、濃度の低いものがスイー

酸性雨

ト原油です。商業的には軽質スイート原油が

硫黄は空気中で燃焼すると二酸化硫黄（SO2）

好まれているため、あまり商用向きでない重

に変わります。二酸化硫黄は大気中に放出さ

質サワー原油よりもはるかに急速に消費され

れると酸性溶液になり、雨に溶けて酸性雨に

てきました。しかし将来は軽質原油の供給が

なります。酸性雨は環境に広範な被害をもた

減少するため、製油所で重質原油を使用する

らして湖や森林に影響を及ぼします。また、

必要が出てきます。軽質スイート原油の供給

歴史的に重要な建物や構造物の浸食損傷の原

が 2000 年から徐々に減少するにつれて、重質

因とされています。

原油の需要は増加しており、これに合わせて
低硫黄燃料の重要が増加してきました。

酸性雨は非常に薄いため直ちに危険が生じる
ことはありませんが、長期にわたり蓄積する

なぜ燃料中の硫黄は好ましくないのでしょう

と森林に重大な影響を及ぼし、土の中の養分

か？

が溶けて洗い流されてしまいます。アルミニ

硫黄を内燃エンジンと組み合わせるといくつ

ウムが土の中に放出されると木が養分を吸収

かの好ましくない性質が現れます。酸性の性

する能力を阻害します。また木の葉の天然の

質が構成金属部品の腐食を引き起こすことが

ろう状沈着物を洗い流し、光合成の能力を妨

2

あり、触媒コンバーター の作用を損なわせる、

げます。この複合的な攻撃により、木が病気

つまり触媒作用を抑制し排気システムの効果

になったり昆虫や天候による被害を受けたり

を減少させることが知られています。

することがあります。川や湖の pH 値は少しで
も変化すると一部の生物の種は影響を受ける

硫黄を抽出する水素化処理では硫黄を水素で

一方で、他の種は影響を受けないため、プラ

処理します。水素は非常に反応しやすくディ

ンクトンが極めて大量に発生して強い致死毒

ーゼル油の潤滑性能を減少させることがあり、

素となります。

潤滑を得るためにディーゼル油を使用するロ
ータリーインジェクターのポンプに重大な問

酸性雨、汚染、および化石燃料の関係は、

題を引き起こします。製油所の場所や原油の

1852 年にスコットランド人化学者のロバー

供給源に応じて水素化処理のレベルが変化す

ト・アンガス・スミスによって発見されまし

るとディーゼル油の潤滑性能が変化します。

た。そして、20 世紀の半ばになって漸く大気
汚染を抑える重要な第一歩が始まり、その焦
点が徐々に船舶輸送の排出へ移りつつあると
ころです。

地下から採掘した原油はすべて同じというわ
けではありません。

2

触媒コンバーターは、触媒化学反応によって内燃エンジンの
排気中の有毒な燃焼副産物を毒性の少ない物質に変える、自
動車の排出規制装置です。
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船舶からの排出規制
Shipping emissions regulations
この記事では、燃料の硫黄レベルを規制しようとする既存の規制と措置について検討します。
たが、その会議で参加者が達した合意では、
国際海運からの排出量削減には触れていませ
んでした。
2011 年 12 月、国連気候変動会議がダーバンで
開催され、「強化された行動のためのダーバ
ン・プラットフォーム（Durban Platform for
Enhanced Action）」が合意されました。国際
海運会議所（ICS）は、ダーバン会議に備えて、
大気中への硫黄排出による有害な影響を示す

2020 年までに海運による排出量を 20%削減す

否定しがたい証拠があるにもかかわらず、硫

ること、それ以降はさらに大幅に削減するこ

黄を含有する燃料が今なお生産されているの

とを海運業界の目標とする旨を確認した概要

はどうしてでしょうか。海運業の場合、硫黄

説明書を作成しました。ICS は、おそらくはグ

を含有する燃料が今なお生産されているのは、

リーン気候基金と関連付けられることになる

船舶が、UNCLOS 1が従来予想していた法域以

海運業環境補償基金などの経済的手法を通じ

外の、管轄が明らかでない法域の内外で交易

た排出量削減を実現させる明確な権限を IMO

をするからです。これにより、燃料生産業者

に与えるよう、ダーバン会議の参加者に呼び

とバンカーのサプライヤーの何社かが不純物

かけました。ICS は、海運業界の世界的な規制

を除去するには費用がかかりすぎるというだ

を求めたにもかかわらず、ダーバン会議では、

けの理由で（一部が製造プロセスから残存し

気候変動との戦いにおける海運業界の役割を

ている）不純物の含有量が通常よりも高い重

具体的に取り上げた提案は行われませんでし

質燃料油（HFO）を販売するという事態を招

た。

いています。
IMO のイニシアチブ
UNFCCC と京都議定書

IMO は当初、後述するように、硫黄分がより

海運および航空業界は、1997 年国連気候変動

少ない燃料を使用するよう一定の海域を航行

枠組み条約（UNFCCC）、または UNFCCC に

する船舶に求めることにより排出量を削減し

関連する合意であって、批准国について拘束

ようとしていましたが、最近では、具体的な

力のある温室効果ガス排出量削減目標を設定

技術上、運航上の効率化対策を策定すること

する京都議定書による規制を受けていない唯

により、気候変動と温室効果ガスの排出に対

一の産業部門です。2009 年 12 月にコペンハー

する世界的な注目に応えています。2011 年 7

ゲンで行われた国連気候変動会議では、京都

月には、IMO の海洋環境保護委員会（MEPC）

議定書（またはその後継議定書）が海運業界

も、市場原理に基づくメカニズムに関する将

にも拡張されるであろうと期待されていまし

来の議論を導く作業計画に合意しました。京
都議定書で既に認識されているように、元来、

1

国際海運業界はグローバルかつ複雑であるが

海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）は、世界の海洋
を使用する際の各国の権利と責任を明確にしたものであり、事
業、環境および海洋天然資源の管理に関するガイドラインを
定めています。

Shipping emissions regulations

ゆえに、船舶からの排出量を特定の国や経済
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域に割り当てることは不可能です。したがっ

れている国には、中国とブラジルが含まれて

て、IMO が取り入れた手法は、地域的な気候

います。にもかかわらず、ICS は、旗国が一時

変動対策が海運業に及ぼす可能性のある影響

的に免除を受けているか否かにかかわらず、

や面倒な事態を回避できるように、旗国を問

新しい船舶を注文するすべての船主に対し、

わず、すべての船舶の平等性を高めることを

EEDI を満たした船舶のみの引き渡しを受ける

目的としたものとなっています。

よう、強く呼びかけています。

硫黄排出規制

経済的手法

船舶からの汚染に関する IMO による規制は、

IMO は、経済的手法に対する自己の姿勢を専

MARPOL 73/78 条約に盛り込まれています。

門家の作業部会を通じて検討しており、その

2010 年以来、MARPOL 条約附属書 VI では、

内容は MEPC に報告されています。作業部会

排出規制海域（ECA）を航行する船舶に対し、

が検討している提案の例を以下に挙げます。

硫黄分が 1%の燃料を使用するよう求めており、

– 問題の港へ航海した船舶が消費した燃料の量

2015 年からはその上限が 0.1％以下に引き下げ

に応じた寄港国税

られます。これが燃料費の増加をもたらし、

– 排出権を割り当て、排出上限を定める世界的

北欧の ECA 内で船舶を運航している船主に対

な排出権取引の枠組み

して直接影響を及ぼすものと思われます。ま

– UNFCCC または IMO が設立する、国際海運

た、適合燃料の供給力についても懸念されて

に対する世界的な削減目標を定める世界基金

います。そのため、導入日を 2015 年以降に延
期するための様々な関係者によるロビー活動

減速航行

が繰り広げられています。また、IMO は、

MEPC の先日の会議において、海上輸送で規

ECA 外の地域については、2020 年には燃料の

制されている減速航行について、独立のコン

硫黄分が 3.5%から 0.5%に引き下げられるとし

サルタントによる報告が行われました。この

ています。ただし、2018 年に公表される予定

報告では、規制されている減速航行であれば

の燃料の供給能力に関する調査の結果、全世

検討されている他の削減オプションに匹敵す

界の海運に利用できる低硫黄燃料がほとんど

る排出削減量となり得ることが指摘されてい

ないと認められる場合はこの限りではなく、

ます。報告書によると、全世界の平均航行速

この場合、IMO は、遵守期限を 2024 年まで延

度が 10%低下すると、失われた能力を補うた

長すると述べています。

めの新しい船舶の建造と運航に要する費用を
考慮に入れた上でも、二酸化炭素削減量が

技術上の効率性

19%に上昇するとしています。また、このこ

新しい船舶に義務付けられる IMO のエネルギ

とに関連して、世界最大の船舶運航業者のう

ー効率設計指標（EEDI）と、すべての船舶に

ちの 1 社が減速航行の大規模な試行を行った

義務付けられる船舶エネルギー効率マネージ

と海運誌で報じられました。しかし、他の何

メントプランが 2013 年 1 月 1 日に実施され、

社がこれに追随するかはまだ分かりません。

400GT 以上のすべての船舶に適用されます。
前者は、造船業者がより高い燃料効率の船舶

EU の姿勢―硫黄規制

を作り出すよう奨励することを目的としたも

1999 年、理事会指令 99/32/EU を通じて EU 規

のであるのに対し、後者は、安全マネージメ

制が拡大され、海上航行船舶が使用する一定

ントプランに類似する船舶エネルギー効率マ

の液体燃料からの硫黄排出量の削減にまで及

ネージメントプランを定めるものです。2019

ぶことになりました。2005 年には、低硫黄指

年までこれらの義務的な要件の遵守を免除さ

令として知られる指令 2005/33/EC により、す

Shipping emissions regulations
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べての石油由来の液体燃料を対象として硫黄

– Gard News 187 号「Vessel emissions proposed

排出量の削減を命じるとともに、EU の港に停

legislation in the US Senate（米国上院における

泊または投錨している船舶に対し、質量 0.1%

船舶排気に関する法案）（英文のみ）」

超の硫黄分の船舶用燃料を消費しないように

– Gard News 188 号「Airing differences – Vessel

命じています。2010 年 1 月 1 日に施行された

air emissions in the US（空気の入れ換え – 米国

指令は、旗国、種類、船齢またはトン数にか

における船舶排気）（英文のみ）」

かわらず、すべての船舶に適用されます。し

– Gard News 190 号「California diesel engine

かし、EU は、EU の法令を MARPOL 条約附属

regulations – An update（カリフォルニアのディ

書 VI の基準に合わせるため、低硫黄指令を改

ーゼルエンジン規制 – 最新情報）（英文の

正することを検討しています。また、業界が

み）」

競争力を維持しつつ硫黄基準を遵守できるよ

– Gard News 191 号「Update on California Air

う支援するため、欧州委員会が「持続可能な

Emission Regulations（カリフォルニア廃棄規制

海上輸送のツールボックス」を策定すると報

最新情報）（英文のみ）」

告されています。

– Gard News 193 号「Is it still all up in the air? New regulations for fuel and marine diesel air

EU 委員会は、SOx 排出規制は優先すべき事項

emissions in California - Timing and status（まだ

であること、IMO と関連国際条約を通じて排

空気の中に？ – カリフォルニアにおける燃料

出量削減を促進するため、委員会と EU 加盟国

油および舶用ディーゼル油による廃棄の新規

がそれぞれの影響力を及ぼそうとする世界戦

制– タイミングと現状）（英文のみ）」

略によることが海運における望ましい規制方

– Gard News 194 号「US Vessel General Permit –

法であること、を明らかにしました。しかし、

The case of the reluctant regulator（米国の船舶一

EU はこれに続けて、MARPOL 条約を通じた

般許可 – 気乗りのしない監督機関の場合）

SOx 排出削減は始まりに過ぎず、このような

（英文のみ）」

世界的に採用されている水準をはるかに超え

– Gard News 195 号「Every breath you take? –

て排出量を削減することを決定していると述

California’s legal and regulatory changes with

べています。

regard to ship air emissions（息を吸う度に？ –
カリフォルニアの船舶排気に関する法規制改

アメリカ合衆国

正）（英文のみ）」

Gard News は、長年にわたり、アメリカ合衆国

– Gard News 195 号「US Vessel General Permit

における船舶の大気排出量の規制の動きを継

deadline reminder（米国の船舶一般許可の期限

続的に追跡してきました。詳細については、

にご注意ください）（英文のみ）」

Gard News の以下の掲載記事をご覧ください。

– Gard News 201 号「大気排出 – カリフォルニ

– Gard News 179 号「Air pollution regulation in

ア最新情報（Air emissions – California update）」

the US – SECAs, bad press and lawsuits（米国に

– Gard News 203 号「米国法 – CARB 規制の最

おける大気汚染規制– SECA、悪評と訴訟）

新情報（US law – CARB Regulations update）」

（英文のみ）」

– Gard News 204 号「禁煙にご協力を – 米国と

– Gard News 186 号「The new California Vessel

カナダが船舶からの大気汚染物質の排出の監

Air Emission Regulations – Facing legal challenges

視を強化（Thank you for not smoking – The US

（カリフォルニアの新たな船舶排気規制 – 法

and Canada to watch ship air emissions more

的課題への対処）（英文のみ）」

closely）」

Shipping emissions regulations
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– Gard News 204 号「排煙法、船舶は適用外 –
米国の裁判所が判示（US court holds smoke
abatement laws inapplicable to ships ）」
– Gard News 208 号「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）」

Shipping emissions regulations
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船舶からの排出 – 契約上の考慮事項
Ships emissions – Contractual considerations
この記事では、用船契約の燃料油の硫黄分に関する条項に注目します。
定期用船契約では、用船船舶の使用に適した

するガイドラインを含む）を遵守することを

バンカーの提供とその代金の支払いを用船者

保証する。

に求めることがよくあります。船主は、供給

用船者は、用船者が本項(a)を遵守しないこと

される予定の燃料の仕様とグレードを用船者

に起因する損失、責任、遅延、罰金、費用ま

に知らせる基本的責任を負っていますが、こ

たは経費について、船主を補償し、防御し、

れは通常、用船契約の条項を通じて実現され

免責するものとする。

るものです。

(b) 用船者が(a)項に従って燃料の供給に関する
義務を遂行していることを常に条件として、

当事者は、所定の地域において要求される燃

船主は、以下のことを保証する。

1

料油の品質に対してMARPOL条約附属書VI が

(i) 本船は、MARPOR 条約附属書 VI の規則 14

及ぼす可能性のある影響を勘案して、罰金や

および規則 18 ならびに排出規制海域の要求事

用船契約を巡る紛争から自らを守れるように、

項を遵守すること。

関連する用船契約の条項を考慮することが推

(ii) 本船が、当該海域内での交易を用船者から

奨されます。

要求された場合には、要求された硫黄分の燃
料を消費することができること。

BIMCO の条項
契約当事者が燃料油の硫黄分に関する自身の

(a) 項に従って燃料を船舶に供給していること

義務を明確にしておけるように、BIMCO では、

を条件として、用船者は、本船が MARPOL 条

以下のような用船契約の条項（原文は英文）

約附属書 VI の規則 14 および規則 18 を遵守し

を作成しています。

ないことに起因する損失、遅延、罰金、費用
または経費について他に責任を負わない。

「2005 年定期用船契約向けのバンカー油の硫

(c) 本条において、「排出規制海域」とは、

黄分に関する条項

MARPOL 条約附属書 VI に定める海域ならび

(a) 本用船契約の他の定めを損なうことなく、

に／または地域および／もしくは国家の当局

用船者は、本船が排出規制海域での交易を命

が規制する海域をいい、例えば以下のような

じられた場合に当該海域の最大硫黄分の要件

海域をいうが、これに限定されない。」

を常に遵守させられるような仕様とグレード
の燃料を供給するものとする。

BIMCO は、MARPOL 条約附属書 VI の要件を

用船者はまた、かかる燃料を供給するために

取り入れており、したがって、用船者が

用船者が使用する燃料サプライヤー、バンカ

MARPOL 条約の要件を遵守し、かつ、船舶が

ー船運航業者およびバンカーサーベイヤーが

向かうように命じられている排出規制海域

MARPOL 条約附属書 VI の規則 14 および規則

Emission Control Area (ECA)の基準に適合した

18（サンプリングおよび燃料油供給記録に関

燃料を提供しなければならないという原則を
支持しています。さらに、用船者に対しては、
規制を遵守するバンカーサプライヤーのみを

1

採用すべきとする条項もあります。もっとも、

Gard News 187 号の掲載記事「Marpol Annex – 船主と傭
船者への新たなリスクと要求（Marpol Annex VI – New risks
and challenges for owners and charterers）」を参照してくだ
さい。

Ships emissions – Contractual considerations
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は説明されていません。この部分はグレーな

意していることが求められます。これにより、

ままです。この条項は、規制を遵守する責任

予定されている航海にはどのグレードの燃料

を船主に課すものです（ただし、用船者が義

が必要かを船主が宣言することが必要となり

務を遂行した場合に限られます）。

ます。しかし、この他に、その燃料が「船舶
のエンジンでの燃焼に適したもの」でなけれ

この条項は、定期用船契約向けに推奨されて

ばならないという要件が設けられています。

いる、燃料補給の質および責任に関する

この条件は、ECA を航行する船舶の場合、燃

BIMCO の標準規定を補うことを目的としたも

焼に適した燃料であると言えるには、当該海

のです。

域に適用される規制を遵守したものでなけれ
ばならないことを意味していると解釈するこ

「燃料補給の質および責任に関する標準規定

とができます。b) 項は、不適切な燃料の提供

(a) 用船者は、合意した仕様およびグレードの

（遅延を含む）により船主が被った損失また

燃料を供給するものとする。燃料は、安定的

は損害に対する用船者の責任を定めています。

かつ均質で、本船のエンジンまたは補助エン

用船者は、本船上には燃料の硫黄分を確認す

ジンでの燃焼に適したものとし、書面による

る手段がないのが一般的であることを考慮に

別段の合意がない限り、ISO 規格 8217:2010 ま

入れて、このリスクを評価しなければなりま

たはその改正規格に準拠したものでなければ

せん。よって、船舶が ECA で高硫黄分の燃料

ならない。

をそれと知らずに燃焼させ、船主に罰金、遅

(b) 用船者は、不適切な燃料および／または前

延その他の費用および経費を負担させてしま

(a)項に定める仕様および／またはグレードを

う可能性があるというリスクが存在します。

遵守しない燃料の供給（不適切な燃料を降ろ
すことまたは新たな燃料を船舶に供給するこ

したがって、用船者は、自らが供給しようと

とを含む）により船主または本船に生じた損

するバンカーがエンジンの物理的特性面から

失または損害について責任を負うものとする。

適したものであるだけでなく、燃料を燃焼さ

船主は、本船の高速性能の低下および／また

せることによって発生する排出に関しても適

はバンカー消費量の増加ならびにそのような

したものであることを確認することが非常に

供給によって失われた時間その他の結果につ

重要です。

いて、責任を問われないものとする」
また、BIMCO は、バンカーサプライヤーと買
主との間で使用される標準バンカー契約を公
表しています。その第 2 条は以下のとおりで
す。
「グレード／品質
(a) 買主は、本船による使用に適した船舶用燃
料の指定について単独で責任を負うものとす
燃焼の硫黄分に関する当事者の義務は、用船
契約書で明確にすべきです。
この条項は、用船者が合意した仕様およびグ
レードの燃料を供給する旨を定めたものであ
り、船主と用船者がそれぞれの量について合

Ships emissions – Contractual considerations

る。
(b) 売主は、船舶用燃料が均質で安定したもの
であること、買主が指定したグレードに準拠
し、かつ、満足のいく品質のものであること
を保証する。確認書で別段の合意をしない限
り、船舶用燃料は、ISO 規格 8217:1996 または
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その改正規格にすべての点で準拠したもので
なければならない。」
BIMCO は、契約に付された注記に以下のよう
なことを記載しています。
「(a) 項は、『船舶による使用に適した』特定
のグレード（例えば RME 25）を指定する責任
を明確に買主に課したものである。当初の
FUELCON 社の文言では『船舶に適した
（suitable to the vessel）』という表現が使用さ
れているが、この主題に関する現在の判例で
は、『使用に適した（fit for use）』の方が適
切な表現であることが指摘されている。
(b) 項は、多数の議論や法的な意見の対象とな
っている。イギリスの『1994 年動産売買・提
供法』に取り入れられた概念は他の多くの法
域の概念に総じて合致していることから、本
契約の法的根拠としてはイギリスの『1994 年
動産売買・提供法』が使用されるべきである
と判断されている。同法では、商品性と適合
性という古い概念を『満足のいく品質
（satisfactory quality）』という 1 つの概念で置
き換えている。それにもかかわらず、船舶用
燃料が均質で安定したものであること、買主
が指定したグレードに準拠していることを特
に強調しておくことが適切であると思われた
のである。また、同項では、船舶用燃料は原
則として ISO 規格 8217:1996 またはその改正規
格に準拠したものであること、他の規格を使
用することもできるが、この場合にはその規
格を確認書に記載すべきであることが定めら
れている」
まとめ
該当する BIMCO の規定を P&I クラブが推奨
しているとしても、船主と用船者は、各自に
課される責任を認識しておくとともに、その
規定を用船契約に盛り込む前に、その規定が
遵守可能であることを確認しておく必要があ
ります。

Ships emissions – Contractual considerations
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マコンド事件における刑事責任に関する BP 社による和解
BP’s settlement of the criminal charges in the Macondo incident
支払い額は、予定額を含めて既に何十億ドルにも達しています。しかしながら、果たしてこれで十
分なのでしょうか？
初流出の規模について投資家を誤認させたと
の主張に関する和解のための米証券取引委員
会への支払 5 億 2500 万ドル。
未解決の問題
刑事事件の一部は、このような巨額の支払い
と条件で解決したものの、依然として数多く
の未解決の問題が残されており、さらに何百
億ドルという責任が生じるおそれがあります。
例えば、
2012 年 11 月 15 日、米司法長官エリック・ホ

– 爆発を引き起こした操業に関する役割および

ルダー氏は、2010 年 4 月にルイジアナ州沖の

連邦政府の調査妨害の容疑に関する BP の従業

マコンド坑井で発生したディープウォータ

員 4 名（うち 3 名は上級管理職）に対する刑

ー・ホライズンの爆発、火災、原油流出事故

事手続きが未解決。

について、BP 社に対する刑事手続の和解に合

– 各州が BP に対する刑事上、民事上の責任を

意したことを発表しました。史上最大の原油

問うている。

流出事故とされるこの事故は、油井の運営者

– 連邦政府が BP 社に対して問うている民事責

である BP 社を含む様々な当事者に対する多く

任は未解決のままである。そのうちの主なも

の刑事責任を生んでいます。

のは、極めて高額となる可能性があり、210 億
ドルに上るとの予想が多い。

発表された和解の内容は以下のとおりです。

– BP 社に対する民間での民事訴訟（既に和解

– 最初の火災と爆発による死亡者に対する 11

したものを除く）が係属中であり、これらの

の重罪の故殺罪、米議会の調査の妨害に関す

問題の事実審理がニューオーリンズ州の連邦

る追加の重罪、連邦水質浄化法の違反という 1

裁判所で 2013 年 2 月に予定されている。

つの軽犯罪について BP 社が罪を認めること。

– 刑事責任を認めたことで、BP 社に対する民

BP 社は、5 年間の保護観察対象となり、裁判

事事件において、裁判所での立証の成功が容

所が選任する外部の監視員 2 名を置いて、自

易になる。また、BP 社による「重過失」の有

社の安全性と倫理に関する実務と手続きを監

無（これは、連邦水質浄化法の民事制裁金の

視することになります。

重要な要素である。）のほか、トランスオー

– 総額 45 億米ドルという莫大な額を 5 年間に

シャン社等との契約上の補償を巡る争いにつ

わたって支払うこと。その内訳は、米国の刑

いて、BP 社がこれらを防御し、争うことが一

法史上最大となる罰金 12 億 5600 万ドル、環

層難しくなっているため、未解決の民事責任

境破壊の修復のための米国魚類野生生物財団

において、これまで以上に多額の負担が発生

への支払 23 億 9000 万ドル、発生した油濁に

する可能性がある。

関する環境研究の資金としての米国科学アカ

– この和解への参加者は BP 社のみ。ディープ

デミーへの支払 3 億 5000 万ドル、BP 社が当

ウォーター・ホライズンの所有者であるトラ

BP’s settlement of the criminal charges
in the Macondo incident
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ンスオーシャン社、ハリバートン社、キャメ

まとめ

ロン社のほか、ナルコ社（流出除去作業にお

マコンド事件の刑事責任について BP が和解し

いて大量に使用された化学分散剤の製造業者）

たことは、海洋汚染の事案の歴史上、確かに

等をはじめとする多くの関係者に対する犯罪

重大な出来事ではあります。しかし、この事

捜査が今なお盛んに行われている。

案は終結にはほど遠く、しかも、申し立てら
れた何十億ドルもの責任は残ったままです。

その他の考えられる影響

今回の罰金と支払額は現時点では過去最高額

この解決は、米国沖で原油の探査・産出に従

となっていますが、すべての請求の最終結論

事する関係者だけでなく、米国内外への原油

が出て、当事者が支払うべき総額が確定した

の輸送者にも影響を及ぼすものです。

時点で振り返れば、それ程、大した金額では

– このような莫大な罰金は、重大な原油流出に

なかったということになるかもしれません。

関して、政府の政策決定者に「青天井」とい
う認識を持たせることになる。罰金の額が流
出量に応じて減額されるとしても、海洋環境
に関する罰金が飛躍的に増加することになる。
連邦法では事件告発の報奨金として内部通報
者に罰金の 50%を上限とする金額を与えると
定めていることから、その「天井」の高さに
よって、海洋汚染事故の通報が誘発される可
能性がある。
– 海洋汚染に関する広範な研究の実施のために
連邦政府の科学者に多額の金銭が与えられる
と、データ量の点で、他の多くの研究を圧倒
することになり、船舶関係者による海洋汚染
の影響の研究は少なくなり、将来の原油流出
の損害評価に影響を及ぼす可能性のある主題
に関する科学文献に不均衡が生じるおそれが
出てくる。
– この事案により、連邦政府と州政府、そして
米国の一般国民は、犯罪性と海洋汚染は切り
離せないものであって、原油流出事故にあっ
ては、その規模にかかわらず、自動的に犯罪
調査に直結するという認識を強めることにな
った。ディープウォーター・ホライズン号事
件前にも、民事責任に加えて刑事責任が課さ
れるリスクは確かに存在していたが、マコン
ド事件の余波によって、米国での原油流出事
故後に犯罪調査と起訴が行われる見込みは、
「可能性が高い」という状況から「蓋然性が
高い」という状況に移行したと思われる。

BP’s settlement of the criminal charges
in the Macondo incident
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環境海難救助を採択するための海難救助協定の修正に対する低い支持
Little support to amend the salvage convention to adopt environmental salvage
追加的な海難救助報酬を導入するための海難救助協定の修正が暗礁に
「環境海難救助」とは、海難救助作業によっ
て回避される潜在的な環境被害に関して、船
主が海難救助者に支払う新たな海難救助報酬
（現在定められている従来の海難救助報酬に
加えて提案されている）を表す用語です。
Gard News 第 207 号の掲載記事「環境救助 – 聞
こえは良いが、本当に良い？ 」では、このよ
うな報酬が、果たして海難救助業務の向上を
通じて船主や一般市民に恩恵をもたらすのか、
Gard が疑問を抱いている理由を説明していま
す。
最近では、2012 年 10 月に北京で開催された第
40 回国際海事委員会（CMI）において、環境
海難救助に関する協議が行われました。この
会議には、50 か国以上から 400 人近くの各国
の海事法曹協会の代表者が出席しました。同
会議は、国際海難救助連盟が提出した 1989 年
の海難救助協定の改定に関する提案と、特に
同協定の第 13 条と第 14 条に関連して、環境
海難救助報酬を導入する提案について検討し
ました。
改訂の提案は、同会議での協議に参加した各
国の船主の団体（国際海運会議所が代表参
加）、国際 P&I グループ、そして CMI の各国
海法会の多数の支持を得られず、追加報酬を
導入する同提案は採択されませんでした。し
たがって、近い将来に、海難救助協定が改訂
され、環境海難救助が導入される見通しは低
くなりました。

Little support to amend the salvage convention
to adopt environmental salvage
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ヨーク・アントワープ規則の展開 – 2016 年まで保留
The evolution of the York-Antwerp Rules – On hold until 2016
Richard Cornah（Richards Hogg Lindley 会長、海損精算人兼海上損害賠償コンサルタント、リバプ
ール）
2012 年 CMI 会議ではヨーク・アントワープ規則の修正に対する支持が得られず。
共同海損とヨーク・アントワープ規則のコン

トワープ規則の事実上の管理機関となってい

セプトは、現代の海運業と商環境にほとんど

る約 50 か国の海法会で構成される万国海法会

適さないことから、過去への逆戻りとみなさ

（CMI）が監視しています。

れることがあります。しかしながら、共同海
損の廃止または大幅な制限に関する議論は、

不満

損失や費用自体はなくならないという現実に

1994 年版の規則の導入後、国際海上保険連合

突き当たっています。単に共同海損の損失や

(International Union of Marine Insurance [IUMI])

費用を特定・配分するために使用されていた

が、共同海損の手続き費用およびサブスタン

概念が消滅するか、縮小されるだけなのです。

ダード船の運航者による制度の乱用の疑いか

同様のリスクは依然として存在するため、海

ら、共同海損の様々な面について不満を表明

上運送契約の当事者間でこれらのリスクが分

しました。

担され、その後、かかるリスク・エクスポー
ジャーに対する保険の手配が、損害／責任保

そこで IUMI は、共同海損を共同安全のみに限

険業者を通じてなされるでしょう。

定し、避難港に関する全費用を除外する抜本
的な変更を提案しました。CMI は、これらの

ヨーク・アントワープ規則は、各国の批准状

問題と提案を綿密に検討し、その後の CMI 会

況に左右される国際条約とは異なり、実質的

議で協議を行うことに同意し、その議題は

にすべての船荷証券に組み込まれるため、契

2004 年のバンクーバー会議で取り上げられま

約の問題として適用され、結果として、世界

した。

的規模で統一性を達成することができます。
予備会議とバンクーバー会議では、「共同安
この規則は、船主、保険業者、精算人、その

全」のコンセプトへの極端な制限は、ほとん

他の関連当事者の国際的なグループによって

ど支持が得られませんでした。代表者からは、

1860 年に最初に作成されて以来、定期的に更

避難港における費用の分担に関する既存の制

新されてきました。当初、そのプロジェクト

度は広く理解され、全般的にうまく機能して

の成功が明らかになったことから、その変更

いるという意見が表明されました。認識され

は規則の範囲拡大が中心となり、各新版との

た利点は、既知の枠組み内で速やかに措置を

一貫性が高まりました。1924 年以降も、同規

講じることができ、法的問題は後で解決でき

則の範囲と構成に大きな変化はなく、商業輸

るというものでした。そして、何らかの変更

送環境の変化に合わせて、継続的かつ定期的

を加えることで、特に航海の放棄に関して、

に変更が加えられました。新版は 1950 年と

費用のかかる紛争件数が増大する可能性があ

1974 年に合意され、1994 年の改訂版では環境

るという意見が表明されました。

問題に関する重要な変更が加えられました。
これらの改訂は、1947 年以来、ヨーク・アン

The evolution of the York-Antwerp Rules –
On hold until 201
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ただし、代表者は、CMI が提案した海難救助

たなヨーク・アントワープ規則を起草する権

の除外、乗組員の賃金と仮修理に対するに認

限を与える」ことを勧告しました。

容額の低減、手数料と利子に対する認容額
(Allowance)の修正などの、いくつかの漸進的

この新しいワーキンググループは、国際海運

変更を支持しました。新しい 2004 年の規則は、

会議所(International Chamber of Shipping)と

船主団体の支持を得ないまま可決されました。

IUMI の代表者、および海損精算人協会

この団体は、その変更は時期尚早で、効果が

(Association of Average Adjusters)の Richard

ないと考えていました。初めて、全利害関係

Cornah、国際海損精算人協会（Association

者の意見の一致が見られなかったことから、

Mondiale de Dispacheurs）の Michael Harvey を

2004 年の規則は船荷証券にほとんど取り入れ

含め、個人の立場で参加しているその他の人

られず、1994 年の規則が引き続き広く使用さ

物で構成されています。現在与えられている

れる状態が続いていました。

時間を考慮すると、同ワーキンググループは
共同海損のあらゆる側面を「ゼロから」検討

妥協―2016 年までに?

する機会があります。同グループは、以前協

CMI は、この状況が統一性という目的と相反

議した話題に加え、従来よりも大規模なコン

することを懸念し、2011 年の後半に、当時間

テナ船の影響、ロッテルダム規則の導入、お

近に迫っていた北京での 2012 年 CMI 会議で一

よび海難事故の処理に対する国際／国内当局

連の規則の妥協案を支持できるかどうかを確

の介入の増大についても検討する必要があり

認するために、関連当事者との予備的協議を

ます。

開始しました。結果的に、CMI のワーキング
グループと英国海法会が提示した 2004 年規則
の海難救助と乗組員の賃金に関する異論の多
い内容を修正または棚上げするという妥協案
は会議では支持されませんでした。多くの海
法会や業界団体は、協議する時間が不十分だ
と判断しました。
しかしながら、船主の代表者を含め、多くの
出席者は、提案された妥協案は一般に受け入
れられる新たな一連の規則を作る枠組みを提
供するだろうと考えました。
そこでワーキンググループは、CMI の執行評
議会に対し、「共同海損に関する新たな国際
ワーキンググループを指名して、共同海損に
関するヨーク・アントワープ規則の全体的な
検討を実施し、2004 年のヨーク・アントワー
プ規則が船主のグループから支持を得られな
かったことを鑑みて、かつ 2016 年の CMI 会議
での採択を視野に入れて、船舶／貨物所有者
およびそれらの各保険業者の要求を満たす新

The evolution of the York-Antwerp Rules
– On hold until 201
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ミスに注意する
Spot the errors

足の着かない高い場所で作業を行う場合は、
必ず実際に安全手順に従い身の安全を確保し
てください。作業員は、命綱やその他の拘束
装置が付いた安全ベルトを必ず着用するとと
もに、甲板側から他の人が監視するようにし
てください。また、その下で作業や移動中の
人に危険が及ばないように注意してください。
工具は、誤って転倒させて、人の頭上に落下
させてしまうような場所に置かないようにし
てください。また、簡単に落下してしまうの
で、ポケットに工具を入れることは避けてく
ださい。

Spot the errors
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船舶の事故 – 再発するエンジンの異常
Hull and machinery incident – Recurring engine problems
ここでご紹介する事故は、以前、アジア地域で一般貨物の運航に従事していた船齢 18 年の中型ばら
積み貨物船で発生したものです。
同船は積載を終えた後、全速力で外海に向か

日後に再びエンジンの停止に追い込まれた。

っていた。当初はどこにも異常はなく、数時

シリンダーの 1 つで、ピストンリングが完全

間後、当直のエンジニアが大きなノッキング

に損傷し、シールリングがなくなり、シリン

音に気付き、エンジンを停止させるようブリ

ダーライナーが磨耗しきっていることが判明

ッジに伝えた。

した。

検査の結果、シリンダーの 1 つでピストンと

船内でどうにか修理対応したものの、機関士

スカートが壊れ、ロッカーアームとプッシュ

らの士気は大きく低下した。さらにエンジン

ロッドが曲がり、接続棒のピストンピンが焼

を再始動させて航行を再開した翌日には、シ

き付き、左舷および右舷側のクランクケース

リンダーユニットの漏れが発見された。ピス

ドアが壊れ、シリンダーライナーの底部も一

トンが変形し、すべてのピストンリングが完

部損傷していた。相当難しい状態ではあった

全に磨耗していた。しかし、驚くべきことに、

ものの、同船には必要な予備部品が積んであ

乗組員らはなんとか修理を施し、エンジンの

ったことから、修理を実施し、その後、航行

再始動にこぎ着けた。しかし、その 14 日後に

を再開した。この時点ではすべて正常に動作

は、大きなノッキング音を伴って再び停止し

しているようであった。

た。

しかし、3 日後、今度は別のシリンダーから大

乗組員らは、シリンダーカバーを予備と交換

きなノッキング音が発生し、主機を再度停止

してエンジンを再始動したところ、直後に大

せざるを得なくなった。クランクピンのベア

きなノッキング音が発生したためエンジンを

リングの損傷が検査で確認された。損傷した

停止させた。再びクランクピンのベアリング

ベアリングを中古の軸受胴と交換した後、エ

に損傷が見つかり修理を施したが、試験中に

ンジンを再始動して航行を再開した。

ノッキング音が再発し、別のクランクピンの
ベアリングの修理と、燃料ポンプのタペット、

その 2 日後、大きなノッキング音が発生し、

プッシュロッドの交換が必要となった。潤滑

同船は、再び主機の停止に追い込まれた。ク

油の圧力の問題のせいで、同船はエンジンの

ランクピンのベアリングが焼き付いていたこ

減速を余儀なくされ、数日遅れで陸揚港に到

とが検査で判明した。エンジンの修理後、航

着するに至った。

行を再開し、同船は数日遅れで漸く陸揚港に
これまでのエンジン異常の経緯を踏まえて、

到着した。

船主は同船を修繕造船所で詳細に検査し、主
それから 3 週間後、別の航海中に、当直のエ

機を大規模にオーバーホールすることを決め

ンジニアが主機の振動に気付いた。詳細な検

た。エンジンを分解し、ベッドプレートを検

査を実施したところ、クランクピンのベアリ

査したところ、メインベアリングのポケット

ングの 1 つが焼き付いていることが分かった。

に激しい磨耗と亀裂があったほか、いくつか

該当箇所を修理し、航行を再開してわずか 2

のユニットで激しい磨耗が見つかった。クラ

Hull and machinery incident –
Recurring engine problems
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ンクシャフトとベッドプレートをさらに詳細
に検査したところ、いずれも修理不可能で交
換が必要なことが判明した。
この事例では、新品のシャフトとベッドプレ
ートの引き渡しまでの 6 か月を含めて、およ
そ 8 か月間もの間、同船は使用できない状態
にあったということになります。
同船の保守記録を点検したところ、すべての
クラス要求事項と定期保守作業を指定事項な
しで行っていたことが分かりました。しかし、
クランクピンジャーナルのいくつかがほぼ磨
耗し、装着されていたベアリングがサイズオ
ーバーになっていました。全体として見れば、
損傷は最終的に非常に高くつく結果となりま
した。
故障の主因は定かではないものの、設計上の
欠陥が振動やシャフトの潤滑システムへの配
慮不足と結びついて故障の一因となった可能
性が考えられます。
損傷の程度は小さく抑えることが可能だった
でしょうか。おそらく、もっと早い段階で検
査を実施していればよかったのでしょう。同
船が操業を中止する数週間前に主機に異常の
兆候があったものの有効な対策を採るのが遅
すぎたことが、ベッドプレートとクランクシ
ャフトの両方を交換せざるを得なくなった原
因です。

Hull and machinery incident –
Recurring engine problems
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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 – 最新情報
IMSBC Code amendments regarding cargoes that may liquefy – An update
IMSBC コードの改正に関するいくつかの進展についてお知らせします。
Gard News 205 号の掲載記事「改正 IMSBC コ

IMSBC コードの微粉鉄鉱石の一覧表はまだ完

ード、2013 年 1 月 1 日施行へ」では、液状化

成しておらず、2012 年 9 月の IMO の第 17 回

するおそれのある貨物の安全輸送の向上を目

危険物、固体貨物及びコンテナ小委員会

的に IMO で合意された IMSBC コードの改正

(Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers

点についてお知らせしました。

17 [DSC17])では、IMO コレスポンデンスグル
ープが行っている作業を延長することが合意
されました。このことにより、特に鉱業業界

その記事の掲載後の 2012 年 6 月 1 日には、
1

IMOは、サーキュラーMSC.1/Circ.1441 を発行

によって行われている研究（考え得る新たな

し、1974 年SOLAS条約の締約国およびその他

試験の枠組みを含む）を終えるまでにさらに

の関係者に対し、IMSBCコード改正案第 4 条

時間を費やせることになりました。同研究は、

と第 8 条についてはその発効日（早くて 2015

国際 P&I グループその他の機関が選任した専

年 1 月 1 日）前に暫定措置として任意に実施

門家が審査し、2013 年 9 月の DSC18 での新し

するよう促しました。サーキュラーで取り上

い一覧表の完成を目指して、新たなコレスポ

げられた第 4 条の改正には、以下のものが含

ンデンスグループに提出される予定です。

まれます。
– 含水量および Transportable Moisture Limit

それまでの間、2011 年 10 月 7 日付の IMO サ

[TML]（運送許容水分値）の証明書は、船積港

ーキュラーDSC.1.Circ/63 が引き続き有効であ

の管轄当局が認めた機関が発行するという要

り、これに基づく主な問題は、船積み用に差

件

し出された鉄鉱石貨物が「主として、鉄を含

– 荷送人は（IMO が定めるガイドラインを考

む上限 6.35 ミリの大きさの鉱物からなる」も

慮に入れた上で）含水量の試料採取、試験お

のであるかというところにあります。これに

よび管理に関する手続を整備し、この手続に

該当する場合、その貨物は、微粉鉄鉱石とし

ついて船積港の管轄当局の承認を得るという

て、グループ A の貨物として取り扱われなけ

要件

ればなりません。これは、Gard News 205 号に
記載した理由から、理想的とは言えません。

荷送人が本船関係者がストックパイルへのア

したがって、疑わしい場合には、専門家に相

クセスを認めなければならないという要件な

談することが望ましいでしょう。

ど、Gard News 205 号で紹介した第 4 条の他の
改正点は、サーキュラーには暫定措置として

ニッケル鉱

は盛り込まれていません。これらの改正点は、

新しい一覧表がある程度完成しており、この

発効待ちのようです。

貨物は、グループ A、つまり TML を超える含
水量で船積みされると液状化するおそれのあ
る貨物に分類されています。

微粉鉄鉱石
1

「Interim measures for early implementation of the draft
amendments (02-13) to the IMSBC Code expected to be
adopted at MSC 92（MSC 92 での採択が予想される IMSBC
コードの改正案（02-13）の早期の実施のための暫定措置）（英
文）」

IMSBC Code amendments regarding cargoes
that may liquefy – An update

船舶の設計
Gard News 205 号で述べたとおり、IMOは、船
舶の設計を通じた事故の防止に関する代替要
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件を策定するという課題も検討していました。
2012 年 10 月、ClassNKは、ニッケル鉱運搬専
用船が建造され、NKクラスに登録されたと発
表しました。IMSBCコードでは、含水量が
TMLを超える貨物は特別に建造された貨物船
または特別な装備が施された貨物船でのみ運
搬すると定められています 2。そのような船舶
の建造のための船体構造および安定性に関す
るClassNKの要件については、パナマと日本の
政府が自国を旗国とする船舶で使用すること
につき承認したと伝えられています。液状化
したニッケル鉱貨物が積載されている場合で
も安定性と構造上の強度を確保するには、船
舶の建造は、船倉の縦隔壁を利用することで
あると言われています。

2

第 7.3.2 条

IMSBC Code amendments regarding cargoes
that may liquefy – An update

Gard News 209 February/April 2013

英国法 – 錆に関する RETLA 条項
English law – The RETLA rust clause
英国の裁判所は、運送人の船荷証券の留保条項の効力を制限しました。
ズビー・ルールを害するものとは思われな
い」4というものです。
鋼材取引や木材取引等で使用される船荷証券
にはRETLA条項がしばしば盛り込まれます。
当該条項は、無故障船荷証券の証拠価値を制
限するために契約運送人によってしばしば援
用されます。多量の未加工鋼材の場合、ある
程度の錆がついた状態で船積みされることが
通常であっても、荷主側は、信用状として無

はじめに

故障船荷証券を必ず要求してきます。実際、

RETLA 1の条項に関する事案はめったになく、

船荷証券の信用状としての容認可能性を定め

最後にGard Newsで取り上げたのは 1995 年の

たICC荷為替信用状に関する統一規則および慣

ことです 2。このほどのSAGA EXPLORER号事

例（UCP 600）では、「無故障運送書類」を

件 3で、英国高等法院は、その条項の効力につ

「物品または梱包に瑕疵のある状態を明示し

いて判断することを求められました。その中

ている条項または注記のついていないもの、

で、高等法院はRETLAに関連する多数の法律

つまり無故障船荷証券」であると定義してい

文献に言及しました。RETLA条項の裏にある

ます 5。したがって、RETLA条項は、荷主の

意図と、この判決以前に理解されていた効力

この断固とした姿勢に応えるためのものであ

の説明として、その 1 つをここで引用するこ

るとともに、船積み前の特質であることが証

とは有用であると思われます。それは、「船

明できるような貨物への損害請求から、契約

荷証券に『良好な状態（good order and

運送人を保護する便利な方法であると認識さ

condition）』の定義を盛り込むという実務が広

れていました。上記の法律文から分かるよう

がっており、これによって、上記の表明が、

に、これによる保護は有効であると考えられ

その貨物に、同種貨物に共通して影響を及ぼ

ていたこともあり、おそらく、今日でも、あ

すような種類の瑕疵（例えば錆（金属製品の

る方面ではそのように考えられていると思わ

場合）や湿気（木材の場合）など）がないこ

れます。しかし、SAGA EXPLORER号事件の

とを示すものではない、ということが明確に

判決は、それを全面的に変えてしまうものと

なる。このような条項が有効とはならない理

なりそうです。

由はないように思われる上に、ヘーグ・ウィ

1

この条項は、米国の裁判事案である Tokio Marine & Fire
Insurance Company Ltd 対 Retla Steamship Company 事
件 [1970] 2 Lloyd’s Rep 91 (US 9th Circuit CA)の対象であ
った錆条項からその名を取ったものです。

4

『Scrutton on Charterparties: 21st edition』63 章。ここでは、
脚注 1 に記載の東京海上事件に言及しています。裁判所が
指摘したように、この文は、22 版で見直されました。

2

Gard News 137 号「Wood clauses ―The RETLA rust
clause revisited（木材条項―RETLA 錆条項の再検討）（英文
のみ）」

5

UCP 600 第 27 条を参照してください。また、UCP 600 に
関する他の解説として、Gard News 187 号の掲載記事「UCP
600 ―How the new rules on documentary credits may
affect contracts of carriage（UCP 600―荷為替信用状に関
する新しい規則は海上運送契約にどのような影響を与えるか）
（英文のみ）」を参照。

3

Breffka & Hehnke GmbH & Co KG and Others 対 Navire
Shipping Co Ltd and Others 事件 [ 2012 ] EWHC 3124
(Comm).

English law – The RETLA rust clause
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事案の事実

船舶代理店の証人は、補償状（LOI）と引き換

この事案は、貨物関係者が無故障船荷証券を

えに無故障の船荷証券を発行するよう荷主が

信頼したことから生じた損失について、損害

求めたと説明しました。RETLA 条項の文言と

を受けた（錆びた）貨物を引き渡した船舶関

サーベイレポートに記載された損害／例外と

係者に対して請求を行ったものです。該当の

を比較した上で、代理店は、B/L にリマークを

貨物は、韓国から北米に向けて委託された鋼

付す必要はないと判断し、荷主の要求に同意

管で、船荷証券の RETLA 条項に以下のように

し、大事を取って LOI を取得しました。興味

記載されていました。

深いことに、裁判所は、代理店の理由を認め
ず、むしろ代理店は LOI と引き換えに無故障

「RETLA 条項: 荷主が説明した対象物品が鉄、

船荷証券を発行するよう荷主に説き伏せられ

鋼材、金属または木材製品である場合、前項

たのであろうと考えたのです。

の「外観上良好な状態」とは、鉄、鋼材また
は金属製品にあっては、対象製品が目視可能

次に、裁判所は、船積み港における貨物の性

な錆または湿気がない状態で、また、木材製

質を検討し、「特別に製造され、または特別

品にあっては、たわみ、破断、チッピング、

に加工されない限り、鋼材貨物の表面には目

湿気、裂け目または割れ目、汚損、腐食また

視可能だが表面的な錆がある程度発生する可

は変色がない状態で受け取られたことを意味

能性がある。一方では、これは大したことで

するものではない。また、運送人は、荷主が

はないと言えよう。酸化は、大気にさらされ

提供した個数の正確性または結束もしくは固

ることにより生じる通常の結果であり、その

縛の適切性を保証しない。荷主の要請があっ

ような目視可能な錆について、船荷証券にリ

た場合、この定義を削除し、メーツレシート

マークを挿入すべきこととなると、国際貿易

または検数人の受領書に記載されることのあ

に広く障害が生じるおそれがある。この正反

るリマークを記載した代わりの船荷証券が発

対にあるのが、錆が深く、除去するのが困難

行される」

であり、除去すると表面に凹凸ができるおそ
れがある場合の貨物である。本件では、専門

鋼材取引ではよくあるように、船舶関係者は

家の証言によって、これら両極端の間にある

船積み前検査を手配し、その検査結果により、

表面の酸化を説明することは特に困難である

貨物の船積み前の状態は様々な方法で表され、

ことが明らかになった」と述べています。

とりわけ、「一部に錆が付着している」、
「船積み前に雨で濡れ、一部に錆が付着し、

この証言は、P&Iクラブが推奨する一定の記述

表面にわずかに傷がある」、「船積み前に雨

（鋼材貨物の錆の程度を表すのに使用し得る

で濡れ、一部に錆が付着し、表面が白く酸化

27 の条項を記載した 1964 年の国際P&Iクラブ

している」と記載されていました。損害／例

のサーキュラー 6を含む。）の解釈についてす

外の一覧はサーベイレポートに記録され、メ

ら、専門家の間にも見解の相違が見られるこ

ーツレシート（これにも RELTA 条項と同様の

とを明らかにするものでした。船積み港より

文言が盛り込まれている。）には、「貨物の

先では、航海中には貨物の重大な劣化はなか

状態はサーベイレポートのとおり」と記載さ

ったというのが共通の論拠でした。裁判所は、

れていました。船荷証券にはそのような留保

荷揚げに立ち会った多数のサーベヤーの誰一

は含まれておらず、したがって、本質的に無

人として、損害が「一般的」または「予想さ

故障で発行されました。
6

裁判所は、これは国際標準として受け入れられていないと指
摘しました。Gard News 153 号の掲載記事「Steel preshipment surveys（鋼材の船積み前検査）（英文のみ）」を参
照。
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れるもの」であると判断しなかったことを指

表明から除外されました 10。本事案の本船関

摘しました。船舶関係者のサーベヤーですら、

係者は、予想どおり、東京海上事件の判決を

「酷く錆びた状態」および「様々な程度の錆」

英国の裁判所も踏襲すべきであると主張しま

（「荷揚げ前には酷く錆びた状態で積載され

した。これに対し、貨物関係者は、その判決

ていた」を含む）に触れていました。

は制限的に解釈すべきであると反論するとと
もに、RETLA条項は、通常の貨物に見られる

争点

可能性があり、かつ、貨物の全体的な品質を

判断すべき最初の争点のうちの 1 つは、B/Lに

損なったり商品性に影響を及ぼしたりしない

おいて運送人が行った表明の性質でした。既

であろう（表面の）錆のみを除外するもので

7

8

存の判例 と米国海上物品運送法 を参照して、

あると主張しました。裁判所は、その考え方

裁判所は、船長が船荷証券に物品を記載する

には多くの問題があるとし、特に、なぜ船長

際に何を実施する義務を負っているかを示し

による表明に商品性が関係するのかを問題視

ました。荷主の要求を受けて、船長は、特に、

しました。

物品の外見上の状態を示した船荷証券を発行
する義務を負っています。船長は、その前に、

裁判所の判断

貨物に関する誠実かつ合理的な非専門家とし

裁判所は、東京海上事件に基づいて、RETLA

ての見解をまとめなければなりません。多く

条項はその程度を問わずあらゆる錆に適用さ

の船荷証券の書式と同様に、本事案の船荷証

れるという船舶関係者の主張を却下しました。

券には、貨物は外観上良好な状態で輸送され

裁判所の見解は、そのような解釈では、良好

るとの文言が表面に印字されていました。

な状態についての表明にいかなる効力も認め

RETLA条項がなければ、合理的な能力を有し

られないことになり、故障付船荷証券を求め

た観察力の鋭い船長の合理的な判断が反映さ

る選択肢を荷主に与えるRETLA条項に過度に

れたものとして援用可能な事実の表明に当た

重きを置くことになるというものです。裁判

ると言えるでしょう。次に問題になったのは、

所は、東京海上事件でその条項に重きが置か

RETLA条項の効力でした。

れたことに批判的で、米国海上物品運送法で
は、運送人に対し、荷主の要求にかかわらず、

RELTA条項にその名を与えることになった
9

物品の外観上の状態を記載した船荷証券を発

1970 年の事案（東京海上事件） では、米国の

行するよう義務付けていると指摘しました。

裁判所は、問題の条項は、船積みの際に受け

その記載には何ら留保は付いておらず、米国

取った時点で、鋼材貨物には錆または湿気が

海上物品運送法（およびヘーグ・ルール／ヘ

なかったことに関して船主による肯定的な表

ーグ・ウィズビー・ルール）によれば、その

明が存在しないことを意味すると判断しまし

ような留保は無効となります 11。また、この

た。言い換えると、程度のいかんを問わず、

事案で証明されたように、特に、無故障船荷

表面のあらゆる錆が外観上良好な状態という

証券であれば荷主は信用状に基づいて支払い
を受けることが可能であることから、荷主が
故障付船荷証券を求めることはまずありませ

7

とりわけ DAVID AGMASHENEBELI 号事件―Gard news
168 号の掲載記事「Clausing bills of lading correctly
―Standard of reasonable care affirmed（船荷証券に正確に
記載すること―確認された相当の注意の基準）（英文のみ）」を
参照。
8

これは、船荷証券に契約により適用され、ヘーグ・ルールと
ヘーグ・ウィズビー・ルール第 3 条ルール 3 の文言とほとんど
同じです。
9

脚注 1 を参照。

English law – The RETLA rust clause

ん。裁判所は、かなり強い言葉で、「運送人
に外観上の状態に関する記述に対する責任を
10

東京海上事件のメーツレシートには、「酷く錆びている」、
「白く錆びている」、「錆びている」、「酷い片状の錆」、「船積み
前に濡れていた」と記載されていました。

11

ヘーグ／ヘーグ・ウィズビー・ルール第 3 条ルール 8 を参
照。
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免れさせることは、第三者が信頼することが

る権利に関する争点を取り上げたのち、裁判

できる商業文書として船荷証券を保護すると

所は、船荷証券の所持人は、自らに不利にな

いうヘーグ・ルールの目的を損なうものであ

る船荷証券に記載された表明を援用したと認

る。実際に、ヘーグ・ルールが是正しようと

め、総額 50 万米ドル近い賠償金を貨物関係者

したことの 1 つに、物品に関する記述につい

に支払うよう命じる判決を下しました。

て、運送人の責任を免除することになる『留
保条項』を運送人が濫用することであった」

まとめ

と述べました。この言葉から、少なくとも英

この事案で、裁判所は、多数の有用な法律文

国法上、RETLA条項は「完全に終わった」と

献と判例に言及しています。本稿の冒頭部分

読者は思われるかもしれません。しかし、裁

で法律文献の一例を引用したのに続き、この

判所は、RETLA条項はある程度有効であると

まとめの部分でもその一部を引用します。

考え、次のように述べています。

「誠実な商取引では、船荷証券のような重要
な書類を流通させる人々は、自ら知る限りそ

「RETLA 条項は、船積み時の鋼材貨物の外観

の船荷証券が真実を表明している場合に限っ

についての表明により、どのような理解がな

てそれを流通させることが求められる」12

されていたのかを合法的に明確にするものと
解釈することが可能であり、そのように解釈

SAGA EXPLORER 事件判決において、裁判所

すべきである。RETLA 条項は、貨物の良好な

は、「無故障船荷証券を発行し署名するとい

状態についての表明を否定するものと解釈す

う決断には、船主が虚偽の表明をしたことが

るべきではなく、どのような鋼材貨物にも見

関係していた。その表明は、事実ではないこ

られると予想し得るような種類の錆と湿気、

とを知りながら信用させることが意図された

つまり大気の状態によって発生する表面酸化

ものであった。その結果としてもたらされた

が見られたとの留保条件と解釈するべきであ

のは、『貨物の外観に関する誠実かつ合理的

る。したがって、良好な状態に関する表明か

な非専門家の見解』ではなく、荷主の要請に

ら、「目視可能な錆または湿気」を除外する

応じて代理店が船主を代理して行い、船荷証

ことは、避けることが不可能ではないとして

券の内容を信用する人々の不利益になるよう

も、それが困難な貨物の表面的な外観に向け

な、人を欺瞞するたくらみであった」とも指

られるものである。これは、米国海上物品運

摘しました。

送法第 5.4 条(2)(m)またはヘーグ・ウィズビ
ー・ルール第 4 条(2)(m)に基づく、船積みされ

驚くべきことに、同裁判所は、LOIについては

た物品の固有の特性に起因する劣化が他にな

それ以上意見を述べませんでした。裁判所は、

いかどうかに関する判断の基礎をなすものと

そのようなLOI、つまり、不正確であると知り

考えられる」

ながら情報を船荷証券に記載することは詐欺
を助長するものであるとの見解を取っていま

RETLA 条項の効力に関する判断に続いて、裁

す。そういったLOIには、法的拘束力はなく、

判所は、普通の状態で船積みされた貨物、つ

したがって、荷主が自己の約束を破った場合

まり、本来であれば RETLA 条項に該当する貨

でも何ら保護は与えられません。Gardの約款

物ではなかったと認めました。裁判所は、貨

では、貨物、その数量または状態に関する不

物は（少なくとも）「錆が点在」または「部

正確な記載が含まれていると船長またはメン

分的に錆が多量あり」と説明されるべきであ
ったとの貨物関係者側の専門家の意見に同意
しました。本項の範囲外である訴えを提起す

English law – The RETLA rust clause

12

Standard Chartered Bank 対 Pakistan National
Shipping Corporation and others 事件 （第 1 事件および第
2 事件）、Clarke 判事 [1995] 2 Lloyd’s Rep. 364 at 374
and Cresswell J [1998] 1 Lloyd’s Rep. 684 at 704.
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バーが知りながら発行した船荷証券から生じ
るクレームに対するてん補を除外しているた
め、P&I保険のカバーはありません 13。
RETLA条項の効力については、英国の裁判所
は、東京海上事件の判決が常に踏襲されてい
るわけではないと指摘しました。今回英国法
に基づいて与えられた同条項の限定的な効力
は、どこであっても説得力を有するものかも
しれません。実務上、RETLA条項は、避ける
ことが不可能ではないとしても、それが困難
な貨物に見られる表面的な瑕疵と考えられる
ものについてのみ関係するものです。船長が
特定の貨物に関する専門家ではなく、専門家
であると期待されないことを考慮に入れると、
実際に何が「表面的な瑕疵」であるかを評価
することは簡単なことではないかもしれませ
ん。鋼材の錆に関する限り、裁判所は、これ
は大気の状態によって発生する表面酸化にの
み及ぶとしました 14。裁判所が引き合いに出
したあるP&Iクラブが述べたように、「船積み
前の損害から生じるクレームを防ぐ唯一の無
難な手段は、船積み時の物品の外観の状態を
反映させるよう船荷証券を故障付きにするこ
とである」と言えます。荷主はそれを好まな
いであろうし、SAGA EXPLORER号事件では、
リマークを挿入することに対してより慎重な
アプローチを取るよう奨励していることから、
より多くの争いが発生する可能性もあります。
結局、船主は、リマークを挿入することに厳
しい態度を取るか、より商業的なアプローチ
を取るかを決める必要があることになります。
後者を選択すれば、その価値がどうであって
も、LOIが唯一の保険となると思われます。

13

Gard の「Gard Guidance to the Statutes and Rules」約款
第 34.1 条但書 X を参照。
14

Gard News 180 号の掲載記事「When can a master
refuse to load damaged cargo?（船長が損傷貨物の荷積み
を拒否できる場合は？）（英文のみ）」を参照。
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英国法 – 定期用船に基づく早期返船
English law – Early re-delivery under a time charter
早期返船に関する事案において、英国高等法院は、船主が用船契約を有効とすることを認め、最低
契約期間の残存期間に対する用船料についての責任を用船者に負わせました。
はじめに

は一般的に考えられています。また、ホワイ

最近、海運業界において、マーケットの落ち

ト＆カーター対マクレガー事件（White &

込みを理由として、合意した返船日前に船舶

Carter v. McGregor）2の判決以降、被違約当事

を船主に返船するというケースが発生してい

者は、違約当事者側の行為を要さなくても契

ます。以前であれば、返船を受け入れて、発

約を完結できた場合には、契約を有効とし、

生した損失の損害賠償を求めるべきという助

契約代金を請求することができる 3と考えられ

言が一般的になされていたでしょう。しかし、

ています。ホワイト＆カーター事件の判決に

1

AQUAFAITH号事件 における英国高等法院の

は例外があり、つまり、被違約当事者が契約

最近の判決は、何ら行動をとる必要がないか

の継続を主張する利益がない場合は例外です。

もしれないことを示すものです。
例外について、裁判官は、損害賠償が適切な
事実

救済であり、かつ、被違約当事者が契約の維

AQUAFAITH 号については、2006 年 9 月 19 日

持を主張することが「全く不合理」、「著し

付けの改正 NYPE 書式に基づいて、期間 59～

く不合理」または「正道から外れる」とすら

61 か月の用船契約が締結されていました。そ

言える場合には、被違約当事者に契約を維持

の用船契約には、「船舶は最低 59 か月が経過

する正当な利益が存在しないというのが先例

する前には返船してはならない」旨の明示の

の効果であると結論付けました。同裁判官は、

保証が盛り込まれていました。最短で返船が

船主が月 2 回の用船料の前払いの請求を継続

認められる日は 2011 年 11 月 10 日であったも

しなければ、船主は、用船者が「他者に対す

のの、2011 年 7 月 6 日に、用船者が、その 94

る債務を支払うのに自己の限られた資金を当

日前に返船したいと申し出ました。返船の合

てること」に向かわせるというリスクを負っ

法性については議論とはならず、船主が返船

ており、「このようなことを防ぐため、損害

を承諾して損害賠償を請求すべきか、あるい

を軽減させることを怠ったことに関する議論

はこれに代えて契約の有効性を主張すべきか

に向かうことなく、用船料を請求し、債務不

ということが議論の焦点となりました。両当

履行に対しては用船料を請求する訴訟／仲裁

事者がこの問題を委ねた仲裁人は、船主は船

手続きを提起することが可能な用船を維持し

舶の返船を受け入れなければならないと判断

ようとした」と指摘し、さらに、用船者は代

しました。これを受けて、船主は、高等法院

わりの用船契約が「不可能」である困難な市

に対し、その決定の不服申立てを行いました。

場で船舶の取引を求める負担を船主に「押し
付け」ようとしたと指摘しました。

高等法院の判決
一当事者が契約の履行を拒絶した場合には、

2

White and Carter (Councils) Limited 対 McGregor 事件
(1962) AC 413.

被違約当事者は、その履行拒絶を承諾し、損

3

裁判官は、この事案では、用船者が命令を出すのを怠った
のであれば、船舶は、その場所にとどまったに過ぎず、命令が
出るまでの間、用船は継続したであろうと指摘しました。同裁
判官は、問題をまとめて、「主張された返船後に用船から得ら
れる収益は、用船者による義務の履行に依存するものではな
かった」としました。

害賠償を請求することができると英国法上で

1

Isabella Shipowner SA 対 Shagang Shipping Co Ltd 事件
（AQUAFAITH 号事件） [2012] EWHC 1077 (Comm).

English law – Early re-delivery under a time charter
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したがって、船主が用船契約の維持と用船料
に対する権利を選択したことは、不合理でも、
著しく不合理でも、正道から外れるものでも
ありませんでした。
まとめ
事実の重大性と法的な立場によっては、船主
側には、もう 1 つの武器があるように思われ
ます。違法な早期返船を船主が承諾して、そ
の船を再用船に出した場合、残存期間に対す
る対価が当初契約額を下回る可能性がありま
す。船主には、損害賠償を請求する余地が残
っていても、実際には、用船者側に裁定や判
決を履行するだけの十分な資産がないという
リスクがあります。また、船主は、（特に損
失の軽減に関する限り）自己の主張の立証責
任も負っています。一方で、船主が契約を有
効とした場合、船主は、例えば半月ごとの用
船料の支払いの請求を継続することになりま
す。しかし、船主にとって問題なのは、用船
者が用船料を支払えるだけの資金を持ってい
なければ、実際には船舶から何も得られない
可能性があるということです。したがって、
問うべきなのは、後日損害賠償金を受け取る
ことを期待しつつ何らかの対価を受け取る方
がいいのか、用船料を請求し続け、用船者に
債務を履行できるだけの資金があることを期
待する方がいいのか、という問題なのです。

English law – Early re-delivery under a time charter
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フィリピンにおける船員クレーム – 契約では十分でない場合
Crew claims in the Philippines – When the contract is not enough
Gard をはじめとする各 P&I クラブは、この 10 年間、フィリピンにおいて船員クレームに対する解
決状況が悪化していく様子を目の当たりにしてきました。何件かの不審な船員クレームにおいて公
的紛争解決機関が雇用主の法的な立場に対して示した姿勢は、注意を要するものとなっています。
いくつかの船主は、不満が非常に大きく、船員をフィリピン人から変更することを検討しています。
(Collective Bargain Agreement [CBA])を追加で
締結しています。このことは、船員はPOEA契
約に定める最低限の権利を有する上に、CBA
が定める給付額の方が多い場合にはその条件
がPOEA契約の条件に優先するということを意
味しています。
しかし、契約上の権利が存在しないのに、ク
レームが提出されることも珍しくはありませ
ん。例えば、POEA 契約の条件に基づいて雇
用された船員が病気に起因して障害者となっ
たしまった場合、当該の病気が「業務に関連」
フィリピン人船員は、世界中の船舶にとって、

したものである場合に限って、船員には

その船員配乗上、非常に重要な位置を占めて

POEA 契約の下で障害補償金が支払われます。

います。フィリピンには、質の高い船員の教

適用される CBA には、そのような要件が含ま

育に長い伝統があります。その結果、フィリ

れていない場合があり、その場合、船員は、

ピンにおいて、船員クレームの申請が常態化

理由のいかんを問わず、会社の医師が発行す

していることは驚くに値しないことかもしれ

る就労不能障害の診断書に基づいて、補償金

ません。しかし、フィリピン人船員のクレー

の全額を受け取ることができます。しかし、

ムを長く処理してきた経験を持つ各 P&I クラ

「全額受け取れるか、全く受け取れないか」

ブでは、法的根拠が疑わしい請求であっても、

という状況においては、適用される追加の

その多くが請求人に有利な決定が下されてい

CBA がない場合や CBA の条件がクレームの裏

るのではないかという見方をしています。つ

付けとはならない場合でも、雇用主に対して

まり、こうした要素が、事案の管理とリスク

クレームを提出しようという気になるかもし

の観点から、各クラブの大きな頭痛の種にな

れません。クレームの中には、雇用関係に適

っているのです。

用されない CBA の条件に基づいて出されるも
のもあります。

フィリピン人船員はすべて、フィリピン海外
雇用庁(Philippines Overseas Employment

同様の例は、船員が締結している CBA には事

Administration [POEA])の標準雇用契約（POEA

故に起因する障害に関して高額の補償金が定

契約）に準拠した基本給付額に基づいて雇用

められているが、病気に起因する障害につい

されます 1。多くの船員は、労働協約

ては定められていないため、標準的な POEA
の条件が適用される場合です。怪我が原因で

1

はなく、病気が原因であるので、本来 CBA の

Gard News195 号の掲載記事「Significant changes in the
amended POEA contract（改定された POEA 契約の重大な
変更）（英文のみ）」を参照してください。

Crew claims in the Philippines –
When the contract is not enough
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事故補償等級に準じた補償を求めるクレーム

保証証書を担保として提供していたとしても

が提出されることがあるのです。CBA の適用

同じです。

の有無によって、金額の差は 10 万米ドルを超
えることもあります。適用される契約条件で

不服申立てが係属中であることを理由に支払

はなく、契約の最大の給付額に基づいてクレ

いを延期するよう裁判所に求めることはでき

ームが出される傾向にあり、そのようなクレ

るものの、それが認められる可能性は極めて

ームの多くを、国家労働関係委員会(National

小さい上に、その処理には給付金の支払期限

Labour Relations Commissions [NLRC])が認容す

よりも長時間かかるのが通常です。不服を申

るという状況にあります。

し立てても、資産を凍結されるリスクがある
ことから、雇用主とその船員配乗会社には支

躊躇する要因がない

払う以外の選択肢がないという状況になりが

フィリピン人船員が雇用主に対してクレーム

ちです。雇用主側には、執行期限までにクレ

を提出する場合、何らの経済的リスクも負っ

ームの和解を試みたり、最終判決まで資金を

ていないことに留意しておくことが重要です。

エスクロー口座に預託することで申立人に納

つまり、裁判費用は発生しない上に、弁護士

得してもらう機会がないことはないものの、

は「不成功無報酬」の立場で、判決額を得な

申立人側にそれに同意すべき誘因はほとんど

い限り一切料金を請求しません。船員が負け

ありません。

れば、弁護士側は何も得られません。しかし、
請求を勝ち取った場合、労働調停員が弁護士

不服申立てに成功しても、雇用主が既に支払

費用として給付金に 10%を上乗せするのが一

った金銭を取り戻せる見込みはまずありませ

般的であり、弁護士は、その給付金の半分を

ん。

弁護士料として請求するということが行われ
ています。裁判外で和解が成立した場合にも、

船員寄りの機関

弁護士は多額の分け前が得られることになっ

後述の理由により、フィリピンの紛争解決機

ています。

関は極めて船員寄りです。これは、NLRC 制
度やその調停員や委員、本来の控訴審裁判所、

また、申立人が選任できる弁護士の数も多く、

国家斡旋調停委員会(National Conciliation and

診療所内や周辺でクライアントの勧誘に積極

Mediation Board [NCMB])にも言えることで、

的な弁護士事務所があることはよく知られた

結果的に、船員とその弁護士は、ほとんど法

事実です。

的根拠のないクレームですら認められる可能
性が高いこと、和解の場合には補償金の水増

早期の強制執行

しが受けられる可能性が高いことを理解して

敗訴側は、裁判所の判決が確定するまで給付

います。言い換えると、リスクが少ない上に

金を支払う必要がないのが一般的ですが、フ

金額が上積みされる余地があることから、船

ィリピンは例外です。「早期の強制執行

員と弁護士側の和解に対する意欲は乏しく、

(Premature Garnishment)」として知られる慣行

各クラブにとって頭痛の種になっています。

により、雇用主が NLRC の委員会レベルで負
けた場合には、執行命令が出されて、給付金

しかし、雇用主がこれほどまでに敗訴当事者

を支払われなければなりません。これは、労

となることが多いのはどうしてでしょうか。

働調停員から委員会に対して不服を申し立て
る前に、現地の権限を有する保証会社が既に

NLRC は、労働雇用省の行政機関の一部であ
り、その調停員や委員は政治任用され、司法

Crew claims in the Philippines –
When the contract is not enough
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の管轄下にありません。したがって、政治的

最高額の障害給付金を船員に認めることがあ

な動機を背景に決定されている可能性があり

ります。

ます。NLRC は、懲罰に関する問題があって
も自己処理可能なため、NLRC 委員会または

上記とは反対に、最高裁判所の判決の中には、

上級裁判所（控訴裁判所または最高裁判所な

障害給付金の決定に際して POEA 契約の表を

ど）によって判決が覆っても実質的な影響は

無視してはならないとするものもあります

ないのです。

（2008 年ヴェルガラ対ハンモニア事件(Vergara
v. Hammonia)）。このように、最高裁判所が一

また、フィリピン憲法は、裁判所は疑わしい

貫性を欠いていることから、労働調停員や委

場合には雇用主ではなく被雇用者に有利に紛

員が判断する上での適切な指針が示されてい

争を解決しなければならないと定めています。

ないのが現状です。このような判例の矛盾に、

NLRC は、労働裁判所であり、ほとんどの事

多くの雇用主はもどかしさを感じています。

案を労働者に有利に判断します。さらに、労

最高裁判所が会社の医師の障害等級を基に給

働調停員が先入観を持っていることが、最高

付金を認めた事例があっても、それは気休め

裁判所が整合性のない判決を出す一因かもし

でしかならないのです。

れません。
最高裁判所の一貫性の欠如でさらに問題にな
一貫性のない最高裁判所の判決

るのは、120/240 日ルールに関することです 2 。

PTC 対 NLRC 事件（2001 年）をはじめとする

120/240 日ルールは、実際の病状を考慮しない

様々な判決において、フィリピンの最高裁判

で船員が無能力状態にあった日数のみに基づ

所は、「障害とは、その医学的意義ではなく、

いて最高額の障害給付金を支払うことを正当

収入を得る能力の喪失という点から理解すべ

化するために用いられてきました。NLRCは多

きである。終身就労不能障害とは、被雇用者

数の事案を抱えており、速やかに判断するこ

が訓練を受けもしくは慣れた仕事と同種の仕

とへのプレッシャーがあることから（法律上、

事もしくは同様の仕事、またはその被雇用者

NLRCは、海外労働者のクレームは申立てがあ

と同じ知力や技能を持つ者であればできるは

った日から 90 日以内に解決しなければなりま

ずの種類の仕事で賃金を得ることができなく

せん。）、船員の病気罹患中の日数を数える

なることをいうのであって、完全に無力な状

だけで済むこのルールは便利であるというこ

態をいうのではない。障害補償においては、

とかもしれません。2012 年 10 月時点で、120

補償されるのは傷害ではなく、労働が不可能

日ルールを支持した判決は 13 件あり、240 日

になって本人の収入を得る能力が損なわれる

ルールを採用した判決は 7 件でした。現在は、

ことなのである」と判断しました。実際、

240 日が主流のルールのようです。

PTC 対 NLRC 事件では、最高裁判所は、適用
される POEA 契約の障害等級表（Schedule of

NLRC

Disability）と対応する傷害手当金表（Schedule

このように、NLRC は労働者の味方の制度で

of Disability Allowance）を無視しました。この

す。手数料を一切支払わずに申立てが行えま

判決は、労働調停員が労働等級表を無視して

す。その手続きは非公式なものであり、主張

最高額の障害給付金を認めるという判断の根

を証明するには、「実質的な証拠」（つまり、

拠となっています。例えば、船員が腰痛で障

合理的な者であるならば、結論の正当化のた

害第 8 級との判断を会社の医師から受けた場
合であっても、労働調停員は、その船員が慣
れた仕事に戻ることができないという理由で、

Crew claims in the Philippines –
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120/240 日ルールについての詳細な情報は、Gard
News189 号（2008 年 2 月/4 月）の掲載記事「人身傷害―フィ
リピンにおける終身障害」に記載されています。
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めに受け入れるであろう証拠）があれば十分

10 年前には、NLRCの事案の雇用主の勝率は

なのです。最高裁判所の言葉によれば、「蓋

25%～30%程度であったものが、現在では、約

然性であって、確実性ではない」が補償の基

50%に上昇しています 3。このデータは、いん

準です。

ちきなクレームと引き続き戦う励みになるも

NLRC は政府の行政機関の一部ですが、雇用

のでしょう。ただし、判断がNLRCの裁量に委

関係に関する紛争では準司法権を行使します。

ねられた場合には、リスクが往々にして高く

その決定は控訴裁判所と最高裁判所の審査の

なるということだけは認識しておく必要があ

対象とはなっても、懲戒処分の対象となるこ

ります。

とはありません。したがって、最高裁判所の
先例に従わなくても、NLRC に実質的な影響

CBA／任意仲裁

を及ぼすことはほとんどありません。

フィリピンにおける別の紛争解決方法は、
CBA に定める任意仲裁を利用することで、労

業界の代表者らは、NLRC がより公正な紛争

働大臣もこれを推進しています。しかし、任

解決の場となるだけではなく、手続きが透明

意仲裁はまだ初期段階にあり、適切な仲裁人

であり、不正行為がなくなることを期待して、

として、誰を選んで CBA に記載するかは、目

様々な管理上の問題について NLRC と協議を

下検討中です。CBA では、任意仲裁で従うべ

行っています。

き手続きも詳細に定める必要があります。

例えば、電子抽選システムを通じて個々の労

適切な調査と事実認定―損失緩和策の効果的

働調停員に事案が割り当てられるようになっ

な形

ていますが、労働者寄りの立場の特定の労働

クレームに関して適切かつタイムリーに調査

調停員に多くの事案が割り当てられる一方で、

するには、文書やその他の関連情報の収集に

他の労働調停員には 1 件も割り当てられてい

おいて、被告弁護士、雇用主、船員配乗会社

なかったという事実が明らかになりました。

が密接に協力する必要があります。特に重要

業界の代表者らは、NLRC との協議でこのこ

なことは、適用される CBA がある場合にはそ

とを取り上げた結果、現在は、各労働調停員

れを早期に確認することです。また、会社が

が担当する事案数はほぼ均一化されています。

指定する医師の診断書の正確性も極めて重要

船員側に特に好意的でないと思われる労働調

です。このように対応することで、雇用主と

停員にクレームが割り当てられた場合に、そ

船員配乗会社側は、公正な決定を得られる可

れを他の労働調停員に割り当て直すために、

能性を高めることができます。

申立人がその申立てを一旦取り下げた上で再
提出するということもよく行われていました。

雇用主と船員配乗会社は、問題を可能な限り

業界の代表者らによる指摘により、再提出さ

速やかに Gard および現地の P&I コレスポンデ

れた申立ては当初の労働調停員に割り当てら

ントに報告する体制を整備すべきです。こう

れる旨を定めた覚書が締結されることとなり

することで、初めから適切に処理できるよう

ました。これで、申立人が、好意的な労働調

になります。残念ながら、240 日を超えて治療

停員を実質的に指名することはできなくなり

が施された上に、申立てが提出されるまで報

ました。

告されなかった事案もあります。120/240 日ル
ールの普及に伴い、このような協力の遅れは、

それでもまだ、NLRC制度には一層の改善が必
要です。反面、長期間の数字で検証した場合、
好ましい方向に向かっているのが分かります。

Crew claims in the Philippines –
When the contract is not enough

敗訴につながると考えられます。
3
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裁判所に提出する診断書が適切に作成されな
いケースもあります。診断書には、船員の送
還理由となる病状に対する医師の見解が記載
されるのが通常ですが、送還とは直接関係の
ない持病が診断書に記載されてしまうと、ミ
スリードする可能性があります。例えば、送
還の理由は軽微な骨折であるが、診察中に高
血圧が見つかったというようなケースです。
船員に高血圧を理由とする給付金を受ける取
る権利がない場合は、診断書に、このような
病状を記載するべきではありません。
契約の適切なドラフティングが損失防止策と
なる
疑わしい場合に被雇用者に有利になるような
制度下においては、契約書の条項は明確性と
正確性を確保することが重要です。クレーム
が生じた場合、契約書が曖昧な場合は雇用主
側に不利な解釈がなされるため、その時点で
後悔しても手遅れです。したがって、CBA の
条項をドラフトする際には、定義の追加、曖
昧な表現の削除または言い換えが必要です。
「事故（accident）」などの重要な用語は定義
可能です。また、障害給付金は専ら障害等級
表をベースに決定されること（治療日数をベ
ースに決定されないこと）という趣旨の条項
など、POEA の条件に一定の抗弁を備えてお
くことも可能です。

Crew claims in the Philippines –
When the contract is not enough
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危険なヒービングラインの続報
More on dangerous heaving lines
英国の港ではおもりの入ったモンキーフィストの問題への対応が進められています。
Gard News198 号の掲載記事「Dangerous

岸壁側の係留作業員や作業員が係留作業中に

heaving lines（危険なヒービングライン）（英

投げ込まれたおもり入りのモンキーフィスト

文のみ）」では、ヒービングラインに危険な

にあたって大けがをする危険があるため、こ

おもりを付ける慣習が広がっていることを取

のような慣習は多くの港湾管理委員会では認

り上げました。ホーサーを船から突堤に渡す

められていません。英国では、海事沿岸警備

際には、ヒービングラインを船から岸壁側の

庁が公布した商船船員安全業務慣習法（Code

係留作業員に向かって投げ、係留作業員がホ

for Safe Working Practices for Merchant Seaman）

ーサーを引いてボラードに結びます。タグボ

の 25.3.2 項に「船のヒービングラインの一端

ートを使用する場合は、船から投げたヒービ

にモンキーフィストを作ること。人身傷害を

ングラインをタグボートの乗組員が拾い、メ

防ぐため、フィストの中にはおもりとなる物

ッセンジャーラインに結びつけます。ヒービ

を入れないこと」と記載されています。各港

ングラインの端におもりと塊を付ける場合、

ではこの慣習を抑止する内規も導入されてい

従来はヒービングラインノットか、いわゆる

ます。これに応じて、ミルフォードヘヴン港

モンキーフィストが使用されていました（モ

湾管理委員会では、水路通報の発行や、船の

ンキーフィストは、今でも最も普及している

エージェントへの通知、船長用の到着チェッ

方法です）。モンキーフィストは船員がロー

クリストに船舶がこうした物を使用しないこ

プを編み込んで作るものですが、投げ手の技

とを確認するための宣誓文を含めることなど、

術が未熟な場合には、ヒービングラインがよ

船員におもり入りモンキーフィストの使用を

り遠く、より正確に投げられるように、ヒー

止めさせる措置を取りました。その後、同委

ビングラインの端のフィストにシャックルや

員会はこのキャンペーンを強化し、現在では

大きなナット等の金属片などを挿入してモン

より本格的な方法で船員にメッセージを伝え

キーフィストをさらに重くすることがよく行

ています。その結果、一部の船長がおもり入

われます。

りモンキーフィストの使用に関する港の内規
に違反して告訴されています。これに違反し
て有罪になると、罰金が科される場合があり
ます。同委員会では、告発事例を積極的に公
表しています。
英国内の港に寄港する場合、船長および船員
は上記の海事沿岸警備庁の商船船員安全業務
慣習法 25.3.2 項に従う必要があります。しか
し、この問題は 1 つの港や国に限られるもの
ではありません。したがって、組合員の皆様

ミルフォードヘヴン港はおもり入りモンキー

におかれては、船員にこの問題を周知し、モ

フィストの使用を止めさせる措置を取ってい

ンキーフィストに余分なおもりを入れさせな

る。

いように徹底されることを推奨します。また、
現在使用中のモンキーフィストにおもりが入

More on dangerous heaving lines
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っていないかの確認も推奨します。おもりの
入ったモンキーフィストが見つかった場合に
は、それを取り外して交換するべきでしょう。
Gard News198 号の記事には、ヒービングライ
ン使用時の損害防止に役立つアドバイスを記
載しています。

More on dangerous heaving lines
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減速運航と現実的な到着（Virtual arrival）
Slow steaming and virtual arrival
「海運業は災難続きだ」と、エコノミスト誌は、2012 年 8 月 1 日付のブログで述べています。金融
不況、排出量削減計画の導入、船舶の市場価値の低下、および燃料価格高騰の結果、多くの企業と
船主が燃料費を削減する目的で、「減速運航」を取り入れるようになっています。
問題点
しかしながら、船主／運航者はいくつかの問
題を考慮する必要があります。一部の主機は
一定の負荷と速度で連続運転ができるように
設計されているため、長時間にわたり船舶の
速度を落とすと、エンジンに損傷を与える可
能性があります。したがって、減速運航を採
用する場合、燃料噴射のタイミングを含め、
主機を新たな速度と新たな出力レベルに下げ、
排気バルブを調整し、主機の他の機械部品を
交換する必要があり、そのいずれの作業にも
時間と費用がかかります。技術的観点からの

減速運航とは、燃料消費量を削減するために

潜在的な問題と可能な解決策については、

運航速度を落とすことです。例えば、コンテ

Gard のロスプリベンション・サーキュラー第

ナ船の場合、燃料消費量は主に、船舶のサイ
ズや運航速度と相関関係があります。例えば、
約 8,000 TEU のコンテナ船は、24 ノットの速

03-09 号「ストローク・エンジンでの減速航海」
で特集しています。すべての大手エンジンメ
ーカーが、減速運航に関する課題とメンテナ

度では 1 日約 225 トンのバンカー燃料を消費

ンスに関するガイドラインを発表しており、

します。これを 21 ノットの速度に落とした場

船主はこれらのガイドラインに従う必要があ

合、その消費量を約 150 トンにまで削減する

ります。

ことが可能です。

契約上の考慮事項

しかも、運航速度を落とすことは、燃料の節

別段の明示的な規定がない場合は、航海用船

約効果だけにとどまりません。IMO 第 63 回海

契約または船荷証券契約に基づき、船主は、

洋環境保護委員会において、「海上運送にお

船舶が不当に遅延することなく積揚地に向か

ける減速運航の規制」と題する報告書が発表

うことを暗黙のうちに約束しています。した

されました。同報告書では、世界中の船舶の

がって、一般的なルールとして、免責条項で

運航速度を 10%落とした場合、それによって

カバーされていない限り、船主はこのような

不足が生じる容量の埋め合わのために新しい

遅延のリスクを負うことになります。

船舶を建設・運航するコストを考慮しても、
二酸化炭素削減量は 19％に上昇すると述べて

運送人が減速運航により故意に不当な遅延を

います。減速運航は、業界と環境の「双方に

行う場合、契約からの離路となる可能性があ

メリットがある状況」といえます。

ります。コモンローでは、離路は、海上での
人命救助目的に限り、正当であると理由付け
られています。またヘーグ・ヴィスビー・ル

Slow steaming and virtual arrival
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ールはこれを拡大し、海上での人命または財

の取引に適しています。ただし、船主と用船

産を守るための離路を許可しています。根拠

者が減速運航に対して同様の関心を持ってい

のない離路のリスクを冒す船主や運航者は、

たとしても、船荷証券所有者を考慮に入れる

ヘーグ・ヴィスビー・ルールなどに規定され

と同時に、関連契約に適切な文言を盛り込む

ている除外・例外事項に頼る権利を失い、こ

必要があります。

のような逸脱の結果として生じる責任に対し
て、P&I によるてん補を受けられなくなりま

現実的な到着（Virtual Arrival） 1

す。

最近、用船契約に「Virtual Arrival」を盛り込
むことによって、コストを削減し、温室効果

場合によっては、運送人は、航海用船契約ま

ガスの低減圧力に対応する努力が行われてい

たは船荷証券契約に Deviation / Liberty 条項が

るようです。Virtual Arrival 条項により、用船

盛り込まれている場合、これらの条項に頼る

者は船主に対し、合意された日時に積揚地に

ことができるものの、一定の管轄区域では一

到着するように、航海用船の速度を調整する

切の保護が提供されない可能性があります。

ことを要求できます。言い換えると、この条
項は船主、用船者、および港湾が港湾貨物の

したがって、船主と用船者は、減速運航を予

渋滞を回避するために、運航速度と到着時間

定している場合、上記の結果の回避を図るた

に関する合理的な合意に達することができる

めに、適用される契約に適切な条項を盛り込

ように作成されています。減速運航の条項と

むことが重要となります。減速運航を予定し

同様に、用船者の同意に基づいて船舶の速度

ている場合、関連契約書の草案の際に、特定

を落としても、貨物を予定通りに輸送する義

の法律上の助言を求める必要があります。

務の違反とはみなさず、また、不当な離路に
もなりません。双方で合意した到着時間に合

定期用船契約

わせて速度を落とすことにより、船舶は停泊

定期用船契約に基づき、用船者は船主に対し、

場所やタンクのスペースを節約し、貨物の荷

減速運航の指示を与えることができます。こ

揚げ・荷積みを待機する時間を回避すること

の場合の減速運航に関する主な法的問題は、

ができます。したがって、Virtual Arrival は、

船主が用船者の減速運航の指示に従う義務を

ターミナル側の準備が整わないことから荷揚

履行すると同時に、船舶、乗員、および貨物

げ作業が直ぐにできないなど、非効率な状況

の安全を確保し、船荷証券所有者等の第三者

が生じていることを認識した場合に、関連当

に対する義務を考慮に入れなくてはならない

事者に提供される情報に基づいて相互に合意

ことです。

した時間に到着することを可能にするプロセ
スであるといえます。

BIMCO 条項
長期間にわたる協議の末、BIMCO は 2011 年

通常、港で遅延が発生した場合は、まず、用

12 月に定期用船向けの減速運航条項を公表し

船者に通知されます。このようなときに、当

ました（後掲の【定期用船契約向けの BIMCO

該条項が組み込まれていると、貨物受取人や

の減速運航条項】を参照）。定期用船向けの

用船者は、船舶の Virtual Arrival ついて合意す

減速運航条項を作成した後、BIMCO は航海用

ることを提案できます。通常、すべての関連

船に適用される条項を起草し、これを 2012 年

当事者が受入可能な天候分析プロバイダー

7 月に公表しました（後掲の【航海用船契約向

(Weather Analysis Provider [WAP])によって運航

けの BIMCO の減速運航条項】を参照）。い
ずれの版も定期船、タンカー、ドライバルク

Slow steaming and virtual arrival
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に関する計算が行われます。この条項は、相

常に船舶、乗組員、貨物の安全性、および海

互に合意した Virtual Arrival から生じる商業的

洋環境の保護に関する船長の義務に基づき、

利益を船主と用船者との間で分配することを

かかる書面による指示に従うものとする。た

意図しています。WAP は、全関連当事者に対

だし、エンジンの動作は常に船舶のエンジン

し、船舶の実際の位置、ETA（これは当初予

補助ブロワーのカットアウトポイントを上回

定していた到着可能日）、暫定的な Virtual

り、かかる指示により、船舶のエンジンおよ

ETA（これは非効率的な状況を回避するため

び／または機器の動作が随時公表される製造

に新たに計算され、修正・調整された実際の

業者／設計者の勧告を逸脱しないものとする。

到着日）、燃料残量に関する情報を盛り込ん

(ii) *超減速運航 – 用船者が船長に対し、速度

だレポートを送付します。全当事者は、レポ

または RPM を調整する指示を与えた場合、こ

ートに記載されている事実に合意した後に、

れにより、エンジンの動作が船舶のエンジン

用船契約で認められている範囲内で、拘束力

補助ブロワーのカットアウトポイントを上回

のある Virtual Arrival につき合意する決定を下

るか、下回るかにかかわりなく、船長は、常

します。その後、船長は双方で合意した到着

に船舶、乗員、貨物の安全性、および海洋環

時間に到着できるように、運航速度を落とし

境の保護に関する船長の義務に基づき、かか

ます。到着後、WAP は速度と燃料消費量を決

る書面による指示に従うものとする。ただし、

定するための最終レポートを発行します。削

かかる指示により、船舶のエンジンおよび／

減された費用は関連当事者間で分配されます。

または機器の動作が随時公表される製造業者

減速運航と（特に）Virtual Arrival は、排出量

／設計者の勧告を逸脱しないものとする。本

と費用の削減を通じて、船主、用船者、環境

用船契約日の後に公表された製造業者／設計

のいずれにも利益をもたらします。当事者間

者の勧告がエンジンまたは関連機器に対する

で詳細を合意し、契約書が適切に作成されて

物理的な変更を加えることを要求している場

いれば、船主と用船者が大きなリスクにさら

合、または追加的な予備部品もしくは機器の

されることはありません。上記で強調したよ

購入を要求している場合、船長はこれらの指

うに、エンジン負荷の低減と、減速運航を行

示に従う義務はないものとする。

うことを決定した時点で、いくつかの様々な

* 第(a)(i)項と第(a)(ii)項は二者択一の条項であ

要因を考慮に入れる必要はあります。

り、適用しない条項を削除すること。削除さ
れない場合は、選択肢の第(a)(i)項が適用され

BIMCO は 2012 年 9 月に Virtual Arrival 条項の

るものとする。

草案をまとめました。この新しい条項につい

(b) あらゆる速度において、船主は相当の注意

ては BIMCO のレビューを経て、委員会が満足

を払って、船舶が燃料消費量を最小限に抑え

した場合、2012 年末に公表される予定です。

る方法で運航されるよう確保するものとする。
その際には常に以下を考慮に入れ、これらに

【定期用船契約向けの BIMCO の減速運航条

従うものとする。

項】（試訳 。原文は英文です）

(i) 船舶の速度と燃料消費量に関する本用船契

(a) 用船者はその裁量により、船長に対し、速

約に基づく船主の保証

度または RPM（主機の 1 分当たりの回転数）

(ii) 用船者による船舶の速度および／または

を落とす指示、および／または特定の目的地

RPM、および／または特定の目的地における

の指定到着時間に合わせて船舶の速度を調整

指定到着時間に関する指示

する指示を書面にて与えることができる。

(iii) 船舶、乗組員、貨物の安全性、および海洋

(i) *減速運航 – 用船者が船長に対し、速度また

環境の保護

は RPM を調整する指示を与えた場合、船長は、

Slow steaming and virtual arrival
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(iv) 船主またはその代理人が発行した運送契約

る負担よりも重い責任を課していると判断さ

の証拠を示す船荷証券、貨物運送状、その他

れる限りにおいて、これらの運送契約の証拠

の書類に基づく当該の船主の義務

を示す船荷証券、貨物運送状、その他の書類

(c) 第(b)項の目的上、船主は、以下の時点で、

から生じるすべての結果および責任について、

または以下を行うことにより、燃料消費量を

船主を免責するものとする。

最小限に抑えるために相当の注意を払うもの

**第(e)項および第(f)項は定期船の取引には適

とする。

用されない。

(i) 運航の計画立案、船舶の装備の調整、およ
び主機と補機の運転を行う時点

【航海用船契約向けの BIMCO の減速運航条

(ii) ウェザールーティングシステム、運航最適

項】（試訳。原文は英文です）

化システム、パフォーマンスモニタリングシ

(a) 船主は船長に対し、速度または RPM（主

ステムなど、用船者が提供する船舶の航法装

機の 1 分当たりの回転数）を落とす指示を与

置や追加的な補助装置の最適な使用、および

える権利を有するものとする。ただし、晴天

(iii) 船舶のエネルギー効率性をさらに高めるた

状況において、船舶の速度がノットを下回ら

めに、用船者が船長に合理的に要求するデー

ないものとする。

タ報告の指示

(b) 第(a)項に従って船舶を減速運航する場合、

(d) 船主と用船者は、船舶のエネルギー効率の

これは船舶が最大限および／または予定通り

潜在的な改善に関して確認した知見およびベ

の輸送のために運航することを要求する義務

ストプラクティスを共有するものとする。

の遵守とみなされ、かかる義務の違反とはみ

(e) **疑念を回避するために記載すると、船舶

なされないものとする（またはその他の類似

が第(a)項に従って速度または RPM を落として

／同等の表現）。

運航する場合、これは、船長がかかる指示に

(c) 用船者は、船主またはその代理人が発行し

従うために相当の注意を払ったことを条件と

た運送契約の証拠を示す船荷証券、貨物運送

して、船舶が最大限および／または予定通り

状、その他の書類の条件に、本条項に基づき

の輸送のために運航することを要求する義務

船主がその権利を行使することは、運送契約

の遵守とみなされ、かかる義務の違反とはみ

の違反には当たらない旨の規定が盛り込まれ

なされないものとする（またはその他の類似

ることを確保するものとする。用船者は、提

／同等の表現）。

示された運送契約の証拠を示す船荷証券、貨

(f) **用船者は、船主またはその代理人が発行

物運送状、その他の書類の条件が、本条項に

した運送契約の証拠を示す船荷証券、貨物運

従って船主が引き受ける負担よりも重い責任

送状、その他の書類の条件に、船主による本

を課している、または課す結果となる限りに

条項の遵守は運送契約の違反には当たらない

おいて、これらの運送契約の証拠を示す船荷

旨の規定が盛り込まれることを確保するもの

証券、貨物運送状、その他の書類から生じる

とする。用船者は、提示された運送契約の証

すべての結果および責任について、船主を免

拠を示す船荷証券、貨物運送状、その他の書

責するものとする。

類の条件が、船主に対し、予定通りの輸送の

(d) 本条項は、本用船契約に基づくその他の明

ために運航する義務違反を課しているもしく

示的または黙示的な権利を侵害することなく、

はかかる義務の違反を招く、もしくは離路で

船舶が第(a)項に記載された最低限の速度を下

ある、または本条項に従って船主が引き受け

回る速度で運航する権利を与えるものである。

Slow steaming and virtual arrival
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Gard の今治オフィス
Gard office in Imabari, Japan

Gard では、メンバー・クライアントの皆様に

P&I クラブにとって最も重要なことは、メン

対するサービスの向上を図るため、日本にお

バーの皆様と緊密な関係を築くことです。今

けるプレゼンスをさらに高めようと計画を進

治に拠点を設けることにより、Gard は現地の

めてきました。Gard は、日本での事業免許を

メンバーの皆様と協働し、皆様の日々のリス

既に取得していますので、改めて行政的な手

ク管理を、その後の処理を含めて、支援して

続きを行わずとも、オフィスを新設できる状

まいります。

況にあります。
そこで、Gard では、船主の多い西日本地域の
ニーズを理解し、それに応えるために、西日
本にもオフィスを設置することを決定いたし
ました。特に、今治には船舶関連の非常に大
きなコミュニティが形成されていることから、
新オフィスの場所として最適であると判断し、
同地に今治オフィスを新設し、2012 年 11 月
26 日に営業を開始いたしました。
今治オフィスは、当初駐在員事務所として発
足させ、Gard 東京オフィスのスタッフである
飯田周平、横山正道、川名俊之が交代で常駐
します。

今治オフィスの開所に立ち会う Gard のスタッフ

Gard office in Imabari, Japan
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満載喫水線
Load lines
今回の Gard News の非海上勤務者向けの船舶構造／運航ガイドでは、満載喫水線の基本について説
明します。
船舶の喫水線は、船体が水面と交わる線を指

満載喫水線マークの正確な位置は、船級協会

1

します。満載喫水線はプリムソル標 とも呼ば

が計算・検証を行って、満載喫水線証書を発

れ、船が安全に浮揚した状態でいられる貨物

行します。

積載重量の上限を示す印のことです。満載喫
水線は船体両側中央部にあり、荷を積んだ船

満載喫水線に関する最初の国際条約は 1930 年

舶の喫水と、地理的領域および 1 年の季節に

に採択されました。これは予備浮力の原理に

応じて船舶に積載できる法的規制値を示して

基づいたものでした。1966 年には IMO が、船

います。満載喫水線の役割は、船舶の乾舷

舶の乾舷を区画と損傷時復原性の計算によっ

（喫水線から主甲板までの高さ）、ひいては

て決定する新しい条約を採択しました。この

予備浮力（喫水線より上の船舶の容積）を十

1966 年の満載喫水線に関する国際条約は、国

分確保することにあります。また、十分な安

際貿易に携わるすべての船に適用され、様々

定性を確保し、過積載による船体への過度な

な気候帯や季節における船の許容喫水や乾舷

ストレスを避ける役割もあります。甲板積み

を決定するものとなっています。気候帯や季

木材貨物輸送用の船舶では、甲板積み貨物が

節は、特別な国際満載喫水線施行地帯と地域

波の影響を防ぐことから、乾舷は短くなって

図で定義されます。

います。
満載喫水線のマークは以下のとおりです。
熱帯淡水 (Tropical Freshwater)―熱帯海

水は温かいと冷水より密度が低くなり浮力が

TF

小さくなるため、温度により満載喫水線の高

域の比較的温和な気象条件と、海水より密度

さは影響を受けます。淡水は海水よりも密度

の低い淡水では船はあまり浮かないことを考

が低いことから、塩分濃度についてもこれと

慮した最深許容喫水

同じことが言えます。詳しくは Gard News207

F

号の記事「なぜ船は浮くのか？」をご覧くだ

よりも浮かび難いことを考慮した、淡水にお

さい。

ける最深許容喫水
T

淡水 (Freshwater)―淡水では船は海水

熱帯 (Tropics)―熱帯海域の温和な気象

条件を考慮した、熱帯海域における最深許容
喫水
S

夏期 (Summer)―温和な気象条件を考

慮した、夏期の最深許容喫水
W

冬期 (Winter)―荒れた気象条件を考慮

喫水線の役割は船舶が十分な乾舷を確保する

した、冬期の最深許容喫水

こと。

WNA

冬期北大西洋 (Winter North Atlantic)―

冬期の北大西洋で遭遇する可能性がある荒れ
た気象条件を考慮した最深許容喫水
1

1870 年代に、英国下院議員のサミュエル・プリムソル
が過積載時に水面下に沈む線をどの船舶にもはっきりと
付けることを義務付ける法律の制定運動を行ったことに
由来します。

Load lines
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喫水検査
満載喫水線は、予備浮力や安定性に関連する
だけでなく、喫水検査により船舶に積載する
貨物の量をかなり正確に決定することができ
ます。
ドラフトサーベイ（喫水検査）は、船に荷積
みする、あるいは船から荷降ろしする物質の
重量を決定するために行います。この検査で
は荷積みあるいは荷下ろしの前後の排水量を
測定し、その 2 つの排水量の差が貨物の重量
を示します。喫水検査は純粋な数学に基づい
て行いますが、通常は船舶職員の 1 人が、そ
の船舶が所有する表を参考にし、船舶の前部、
中央、後部の喫水マークを目視して測定しま
す。純粋科学と実践経験を組み合わせること
で、高級船員は積載貨物量を実際の量のほぼ
0.5%以内の精度で計算することができます。
多くの港では、喫水検査が荷送人の申告する
貨物量を独自に確認する唯一の手段であり、
船荷証券に記載される数量（通常は荷送人に
よる数値に基づく）の正確性および荷揚げ開
始前に船舶に積載されていた貨物量を確認す
る唯一の手段です。

Load lines
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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 年秋
Gard P&I Member Circulars and Loss Prevention updates, autumn 2012

以下の P&I メンバー・サーキュラーとロス・

Passenger Liability regulation Safeguard Guarantee

プリベンション・サーキュラーは、2012 年秋

Company Ltd as provider of financial security for

に Gard が発行したものです。

War and Terrorism Risk falling outside standard
club cover（アテネ会議／船客の賠償責任に関

P&I メンバー・サーキュラー

する EU 規則、組合の填補対象外の戦争・テロ

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 09-12、2012

関連リスクに対する金融担保の提供者である

年 10 月： US Pollution – NRC and MSRC –

Safeguard Guarantee Company Ltd）（英文のみ）

Addenda Concerning Use of Dispersants to
Contracts for Tank Vessels – Vessel Response

– P&I メンバー・サーキュラー No. 14-12、

Plans – General Conformity with International

2012 年 12 月：Entry into force of the Regulation

Group Guidelines（米国汚染―NRC と MSRC―

(EC) No. 392/2009 of the European Parliament and

タンカー船を対象とした分散剤の使用に関す

of the Council of 23 April 2009 on the Liability of

る追加協定―船舶事故対応計画―国際グルー

Carriers of Passengers by Sea in the Event of

プのガイドラインとの整合）（英文のみ）

Accidents (the “PLR”)（ 事故の際の海上旅客
輸送者の責任に関する 2009 年 4 月 23 日付欧

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 10-12、2012

州理事会及び欧州議会の規則(EC) No.392/2009

年 10 月：Australian pollution law – Oil pollution

の発効について）（英文のみ）

indemnity clause for penalties and fines（オース
トラリア油濁法―油濁にかかわる過怠金の補

– P&I メンバー・サーキュラーNo. 15-12、2012

償条項）（英文のみ）

年 12 月：Entry into force of the Regulation (EC)
No. 392/2009 of the European Parliament and of

– P&I メンバー・サーキュラー No. 11-12、

the Council of 23 April 2009 on the Liability of

2012 年 10 月：Review of policy years, premium

Carriers of Passengers by Sea in the Event of

rating for the 2013 policy year, and half year status

Accidents (the “PLR”)（ 事故の際の海上旅客

report as at 20 August 2012（保険年度レビュー、

輸送者の責任に関する 2009 年 4 月 23 日付欧

2013 年度の保険料率の引き上げ、2012 年度上

州理事会及び欧州議会の規則(EC) No.392/2009

期の業況報告書）（英文のみ）

の発効について）（英文のみ）

– P&I メンバー・サーキュラー No. 12-12、

ロス・プリベンション・サーキュラー

2012 年 11 月：Regulations of the People’s

–ロス・プリベンション・サーキュラー No.

Republic of China on the prevention and control of

05-12、2012 年 10 月：船上での燃料の取扱い

marine pollution from ships（中華人民共和国の

と処理について

船舶による海洋汚染防止及び管理規則）（英
文のみ）

–ロス・プリベンション・サーキュラー No.
06-12、2012 年 11 月：固定式二酸化炭素消火

– P&I メンバー・サーキュラー No. 13-12、

設備: 放出の遅れによる被害について

2012 年 11 月：The Athens Convention/EU

Gard P&I Member Circulars and
Loss Prevention updates, autumn 2012
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– ロス・プリベンション・サーキュラー No.
07-12、2012 年 12 月：機械式水密戸の危険に
ついて
– ロス・プリベンション・サーキュラー No.
08-12、2012 年 12 月：手作業時には 腰や背中
にご注意を
Gard アラート
– 9 号 10 月：Chittagong, Bangladesh – risk of
collision and grounding（チッタゴン（バングラ
デシュ）―衝突と座礁のリスク ）（英文のみ）
– 9 号 11 月：Custom fines in Argentina（アルゼ
ンチンの税関での罰金）（英文のみ）
– 26 号 11 月：Carriage of bananas from Costa
Rica（コスタリカからのバナナの輸送）（英
文のみ）
– 30 号 11 月：Port State Control – Harmonised
Verification Programme (HAVEP) on passenger
ship operational controls（ 船舶安全検査―客船
の運航管理に関する統一検証プログラム）
（英文のみ）
– 4 号 12 月：New Panamax vessel（パナマック
ス船に関する要求事項）（英文のみ）
サーキュラーおよび更新情報は、www.gard.no
から入手いただけます。
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。

Gard P&I Member Circulars and
Loss Prevention updates, autumn 2012
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人事ニュース
Staff news

Line Dahle は、Customer Relationship
Management team の Vice President に任命され
ました。
Andre Kroneberg は、Underwriting
Development team の Vice President に任命され
ました。
Helge A. Nordahl は、Portfolio Management
team の Vice President に任命されました。
以下の者は、それぞれ各 Underwriting team の
Vice President/Area Manager に任命されました。
Reidun Haajem（ノルディック）、Bjørn
Fremmerlid（北ヨーロッパ）、Audun F.
Pettersen（南ヨーロッパ）、Iain Laird（アメ
リカ、中東、ロンドン）
Terje Paulsen は、損害防止・リスク評価部門
（Loss Prevention and Risk Assessment
Department）の Vice President に任命されまし
た。
Joseph Liu は、香港 Defence team の弁護士と
して入社しました。同氏は、Bristol 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、香港の Holman Fenwick Willan
および Tsui & Co で、Assistant Solicitor として
勤務していました。
オスロの Marine Builders’ Risk team の Senior
Underwriter を務めた Jan Solem Jacobsen が退
職いたしました。

Staff news
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