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チュニジアとアルジェリアにおける「書類上の不足」に対するクレーム 
“Paper loss” claims in Tunisia and Algeria 

 
北アフリカにおける穀物貨物の不足に関するクレームの管理チェック 
 

 
 
このほどの国際穀物理事会（International 
Grains Council [IGC]）1の予測は、穀物と植物

油の世界的供給における問題を明確に示して

います。この問題は、特に北半球における穀

物収穫高に影響を及ぼす干ばつにより生じて

いるものです。こうした干ばつにより、穀物

貨物が大きく減少し、一部の運航業者にとっ

ては利益が出にくい水準にまで運賃が低下す

るおそれがあります。一方で穀物需要の減退

はみられず、穀物価格が比較的高値を維持す

る中で、特に北アフリカ諸国の穀物港に寄港

する船舶においては、貨物の数量不足クレー

ムを受けるリスクが高まっています。こうし

た不足は、実際の不足（盗難・グラブからの

漏れ等、物理的な事象によって生じる物理的

な不足）と、見かけ上の不足（計測精度の粗

さ、計算のずさんさによって生じる、計測差

である「書類上の不足」）に分類されますが、

本稿では、特に後者に注目することにします。 
 

                                                             
1 2012 年 12 月 7 日付けのプレスリリース

（http://www.igc.int/downloads/pr/prigcdec12.pdf） 

あるクレームの事例 
よくある残念なクレームの事例を 1 つご紹介

します。あるばら積貨物船の船主が、南アメ

リカのある港で穀物を船積みできるように船

舶の修理と、ドラフトサーベイ、ハッチシー

リングを手配しました。同船の船長は、航行

許可が出る前に、ドラフトサーベイの計測値

ではなく、それよりも大きい陸上での計測値

を船荷証券に記載するよう圧力を受けました。

同船は順調にチュニジア（またはアルジェリ

ア）の港に到着し、貨物の船卸し作業を開始

したところで、荷受人から不足の申立てを受

けました。そこから、担保の要求や、差し押

さえのおそれ、貨物関係者、P&I クラブ、コ

レスポンデンツ、サーベイヤーとの緊迫した

交渉などの悲壮な出来事が続き、最終的に、

よくある、いらだたしい結果に終わったので

す。 
 
幸運な船主の場合、P&I の保証状（LOU）と

引き換えに、運航遅延を回避し、クレームの

示談が図れる場合もあるでしょう。しかし、

クラブの LOUが受け入れられることは極めて

まれであり、銀行の保証を求められるのが通

常です。最悪のケースでは、申立人が公正な

条件の交渉に応じないことが明白な場合には、

高額な銀行の保証を提供しなくて済むように、

その場でクレームに関する支払いを行って、

船舶が差し押さえされないようにしようとす

る船主もいます。無力感を覚えて、船積みし

た貨物の引き渡しの際に生じた書類上の数量

不足を金銭の支払いで解決することを選ぶ船

主も多いのです。 
 
このような状況が、近い将来、変わっていく

と期待できるでしょうか。 
 

http://www.igc.int/downloads/pr/prigcdec12.pdf
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アルジェリアにおける不足クレームの現状 
船主らのフラストレーションが高まりつつあ

る一方で、アルジェリアでは、書類上の不足

に関する状況が落ち着いてきており、取引許

容差を認める現地の輸入業者が増加して改善

傾向すら見られるようになっていることが報

告されています。最近、書類上の不足に関す

るクレームの件数が減ったと指摘する向きも

あります。 
 
しかし、不足クレームが沈静化する気配はな

く、オランやベジャイアなどのアルジェリア

最大級の港を中心に発生しています。これら

の港で船卸しされる貨物は、ブラジル、アル

ゼンチン、黒海からばら積みされた黄トウモ

ロコシ、大豆粕、小麦がその多くを占めてい

ます。ただし、アルジェリアに輸入される穀

物貨物については、取引許容差が適用されつ

つあります。年間 500～600トンの穀物を輸入

する現地の大手輸入業者をはじめとする国有

企業は、船荷証券の総量の 0.5%の取引許容差

を認める傾向にあり、0.5%未満の不足につい

てはクレームを申し立てることは通常ありま

せん。 
 
一方で、年間 150～200 トンの家畜用の穀物を

輸入する民間企業は、柔軟性に乏しく、とう

もろこしや大豆粕の価格の上昇期には特に厳

しい対応が迫られます。取引許容差が認めら

れることはめったになく、船のドラフトサー

ベイによる重量は認められません。これは、

神聖な港の計量台秤が絶対であるということ

です。 
 
このような状況下で、運送人は、何を根拠に

不足クレームを防御すればよいのでしょうか。

また、そもそもクレームを防ぐためには何が

できるのでしょうか。 
 
アルジェリアは、ヘーグ・ルールを批准して

いるものの、実質上、国内法には取り入れら

れていません。アルジェリアの海事法では、

貨物の滅失毀損について、運送人が貨物を預

かった時点から荷受人に引き渡されるまで、

運送人が責任を負うと定められています 2。し

かし、貨物の滅失毀損が貨物の固有の欠陥ま

たはいわゆる「freinte de route」（通常の不足、

輸送中の一定の貨物の軽微な縮小、蒸発また

は劣化を意味するフランス語）から発生した

場合には、運送人は責任を免れます 3。つまり、

適用割合は定められていないものの、アルジ

ェリア法は、取引許容差を認めているのです。

しかし、残念なことに、裁判所ではその適用

に一貫性を欠き、「freinte de route」抗弁の意

味と適用範囲が明示された、参考となるよう

な判例はほとんどありません。 
 
このように、原則上は、賢明な運送人であれ

ば、有利なドラフトサーベイ結果、ハッチシ

ーリング／アンシーリング証明書、エンプテ

ィーホールド証明書を後ろ盾として、適用法

に基づき、アルジェリアの裁判所でも訴訟に

勝てるだけの相当十分な材料を揃えられるは

ずです。しかし、現実的に、これまで運送人

の責任が免除されたことを確認する判決が出

されていないことの背景には、結果の不確実

性に対する危惧に加えて、より重要なことと

して、アルジェリアの裁判所が取引許容差を

適用する意思があるかどうかを調べるのに多

くの時間と金銭をつぎこむことへの躊躇があ

るのかもしれません。 
 
アルジェリアにおけるロスプリベンション 
船卸港への到着時にハッチが完全に密閉され

ていることを確認するとともに、独立のサー

ベイヤーを選任して、荷役作業の監視、イニ

シャル／ファイナルドラフトサーベイ結果に

ついての荷受人との共同署名、エンプティー

ホールド証明書の発行を行うことが強く推奨

されます。数量不足は、漏れやすいグラブの

使用による船卸時の漏れや、トラックの過積

                                                             
2 アルジェリア海事法典（Algerian Maritime Code Article）第
802 条 
3 アルジェリア海事法典第 803 条 g 
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載や港湾労働者の不手際から生じる可能性が

あることを踏まえれば、上記の対策によって

クレームが生じないことが保証されるもので

はないものの、荷受人に不足の主張を思いと

どまらせることができる可能性があります。

特に、荷受人がジョイントサーベイへの参加

を拒絶し、明らかに法外な量の不足を主張す

る場合には、裁判所の鑑定人の選任も検討す

る価値があります。 
 
陸上の計量器には精度に疑義のあるものがあ

り 4、また、計量票の保管と重量の適切な計

測・記録が確実に行われるように予防措置と

してサーベイヤーが手配されることから、陸

側での計量段階は極めて重要なものであると

いえます。貨物を積載したトラックの計量結

果を追跡できるように、埠頭と台貫で荷受人

のトラックのタリーを行うことも意味があり

ます。当然、多くの日数を要する可能性のあ

る追加検査を実施するには、検査費用の増加

というデメリトが伴います。それよりもクレ

ームへの支払いにお金を充てた方が得策であ

ると感じる船主もいるでしょうが、そのアプ

ローチの欠点は、アルジェリア法では、陸側

で計量が実施されるまで貨物が荷受人に引き

渡されたとはみなされない可能性があること

であり、これが乱用される危険性があること

です。これらのアプローチのバランスをうま

く取ることは、経験上、困難です。 
 
検査指示書には、陸上の計測量と中間ドラフ

トサーベイの結果を毎日クロスチェックし、

大きな差異について調査することを含めても

よいでしょう。写真を用いて漏れを荷受人の

気づかせることや、必要に応じて、船長が

Letter of Protest を作成するのを支援することも、

指示の一部となるはずです。漏れた貨物は回

収し、荷受人のトラックに再度積み込み、陸

上の計量器で計量を行い、正品が荷揚げされ

                                                             
4 これは、+/- 2%を超えるもので、適切に調整されていない場

合はもっと悪い可能性があります。 

たものとして最終的な数字に加えられるべき

です。 
 

 
不足クレームがなくなる兆しはない。 
 
チュニジアにおける不足クレームの現状 
書類上の不足に係るクレームについては、ア

ルジェリアでは発生頻度が減少・横ばい状況

にあるのとは対照的に、チュニジアでは増加

しています。ここ数年、小麦をはじめとする

穀物のばら積み貨物の書類上の不足に係るク

レームが増加を続けています。チュニジアの

いずれの港も総じて同じ状況にあるものの、

なかでも、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、

アルゼンチンからの貨物は、他の地域から輸

送されてくる貨物よりもクレームを受けやす

いことが現地から報告されてきています。 
 
クレーム件数の増加理由として、同国の最大

かつ唯一の国有穀物輸入業者が取引許容差を

認めなくなったことがあるかもしれません。

アルジェリアとは逆に、国有輸入業者よりも

通常柔軟な対応を行う民間の輸入業者らは、

取引許容差を認めています。民間の輸入業者

は、不足の申し立ての担保として銀行の保証

を要求するのではなく、すべての当事者に受

け入れやすい解決策を探るという点において、

より現実的な対応を行う傾向にあります。と

はいえ、荷受人が民間企業であっても、不足

クレームが申し立てられる可能性が高いこと

には変わりません。 
 
国有の輸入業者と民間の輸入業者が採用する

取引許容差に対するアプローチが異なるのは、
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チュニジア海事商法典（Maritime Commercial 
Code of Tunisia [CCM]）とチュニジアが批准し

ているハンブルグ・ルールに基づく海上物品

運送に対する責任に関するルールとが矛盾し

ていることを反映するものです。CCMは取引

許容差を認めており、ハンブルグ・ルールは

認めていないことから、法律の立場は明確で

あるとはいいがたい状況です。とりわけ、チ

ュニジアの判例には、CCMの取引許容差が認

められた判決もあれば、ハンブルグ・ルール

の適用により取引許容差が認められなかった

判決もあります。また、判決の中には、両方

の制度を組み合わせて適用して取引許容差を

認めたように見えるものもあります。用船契

約や船荷証券に盛り込まれた契約条件の適用

のほか、適用すべき取引許容差の水準（穀物

貨物の場合 0.5%が一般的）を巡っても同様の

混乱が見られます。 
 
チュニジアにおけるロスプリベンション 
上記のような状況にかかわらず、運送人は、

運送人自身またはその代理店もしくは依頼人

が不足を生じさせないためのあらゆる合理的

な措置を講じたこと、不足の発生が運送人ま

たはその代理店もしくは依頼人の過失による

ものではなく、貨物の性質、航行距離の長さ、

気温や湿度の変化によるものであることを証

明できれば、免責されることがあります。貨

物の数量不足が過失によるものでなく、貿易

や貨物の性状に起因するものであることを運

送人が証明できるか否かは、入手できる証拠

次第であることから、適切な予防措置が講じ

られて、適切に記録されるような対策を実施

する必要があります。 
 
ハッチのシーリングやサーベイ等のアルジェ

リアで有効なロスプリベンションの対策は、

チュニジアにおいても有効です。このほか、

CCMによって提供されている選択肢である 5、

港湾労働者は荷送人または荷受人の使用人と

する旨の条項を、船荷証券および／または用

                                                             
5
海事商法典（Maritime Commercial Code）第 169 条 

船契約に盛り込むことが推奨されます。十分

な証拠による裏付けがあればCCMの条件に基

づく抗弁として取引許容差を使用することが

論理的に可能であることを踏まえると 6、これ

らの書類に最低 0.5%の取引許容差を盛り込ん

でおくことも無駄ではありません。 
 
船積港でのロスプリベンション 
アルゼンチン 7、ブラジル 8のほか、ルーマニ

アのコンスタンツァ 9のような評判の良くない

港等、特に問題の多い地域の船積港において

も一定の対策を講じる必要があります。それ

には、船積港で行われていることを理解する

ことから始めるのがよいでしょう。荷送人ま

たは税関が船荷証券と、場合によってはメー

ツレシートを陸上での計測量に基づいて発行

することを要求する地域もあれば、一方で、

船長が、自らが合理的に信じる船積み数量に

基づいてメーツレシートと船荷証券を発行し

なければならない場合もあります。ここで覚

えておくべきことは、計量値が売主と買主と

の間の支払いの基礎となることが多く、荷送

人には計量値の大きい船荷証券を受け取るメ

リットがあるということです。実際には輸送

していない貨物量に対する支払いを受けるこ

とは、荷送人にとって大きな魅力です。例え

ば、船荷証券への署名権限が他の者に与えら

れている場合など、船荷証券に記入される数

量に関して船長が関与できない場合もありま

す。この場合、代理店に対する船長の授権書

は、慎重に作成しなければなりません。理想

的には、メーツレシートに対する署名権限は

                                                             
6
海事商法典第 145 条 

7 Gard News195 号の掲載記事「Shore scale 
measurements in Argentina（アルゼンチンでの陸上計測）

（英文のみ）」を参照してください。アルゼンチン法では、荷受人

には、輸入貨物の最終数量を確認するために陸上での計測

量を使用するか、ドラフトサーベイを使用するかの選択権があ

ります。 
8 Gard News148 号の掲載記事「Cargoes of agricultural 
products – Short loading at Paranaguá（農産物貨物－パラ

ナグアでの積込み不足）（英文のみ）」を参照してください。 
9 Gard News190 号の掲載記事「Shortage of agricultural 
products loaded in Romania（ルーマニアで船卸しされた農産

物の不足）（英文のみ）」を参照してください。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52039&p_subdoc_id=52049
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52039&p_subdoc_id=52049
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52413&p_subdoc_id=52413
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52413&p_subdoc_id=52413
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53591
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=53577&p_subdoc_id=53591
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代理店ではなく船長にあるべきであり、また、

用船契約には、メーツレシートに厳格に適合

した船荷証券だけを船長自らが発行するか、

自らを代理して発行させる旨を定めるべきで

す。 
 
実際には、問題が生じるのは、荷送人が陸上

の計量器で確認された数量を船荷証券に記入

することを希望しているが、これらの数量が

ドラフトサーベイで確認された数量よりも大

きい場合です。特に、船荷証券に記載された

数量は現地の法律上は運送人を拘束するもの

とみなされると考えられているため、0.5%
（合理的な現行の条件の下で適切に行われた

ドラフトサーベイの場合の通常の精度）より

差異が大きければ、荷揚港で不足クレームが

発生するリスクが高くなります。そして、荷

揚港において陸上での計測量を適用すること

により、不足クレームが悪化する可能性があ

ります。したがって、不足クレームが、船積

みされた数量と船卸しされた数量との比較で

はなく、陸上での輸送数量と受領した数量と

の比較に基づいて提起されることがよくあり

ます。ドラフトサーベイは、運送人が船積み

された数量を管理する唯一の方法であること

が多いものの、差異が 0.5%を超える場合には、

ドラフトサーベイによる数量と物理的な積込

み不足の可能性が反映されるような文言をメ

ーツレシートと船荷証券に付すべきです。こ

れ以外の場合には、P&Iの担保に影響が及ぶ可

能性があります 10。 
 
船のドラフトサーベイの結果が船積時の陸上

での計測量を上回ることは少ないと思われる

ものの、起こり得ることであり、クレバーな

荷送人であれば、船舶の積載数量のみが記載

された船荷証券を喜んで受け取るでしょう。

差異があれば常にまず調査し、その差異が大

                                                             
10 約款第 34 条第 1 項 x では、「貨物の説明またはその数量

もしくは状態の記載に誤りがあることを組合員または船長が知

りながら、船荷証券、貨物運送状、または運送契約を記載もし

くは証明するその他の船積書類を発行したことにより生じた責

任、費用および経費（原文は英文です）」は除外されています。 

きい場合、つまり、5%を超える場合には、注

意を要します。Gardでは、これまでに、ドラ

フトサーベイの計測や計算の結果が不正確で

あった事例を数多く目にしてきました。また、

ドラフトサーベイが波のあるときに実施され

た場合で、陸上での計測量を 0.5%上回る差異

が生じていれば、おそらく陸上での計測量の

方が正確であり、（したがって、船荷証券の

正しい数量である）といえます 11。 
 
少なくとも、船積港での予防措置には、ドラ

フトサーベイ 12、ハッチシーリング、関連証

明書の発行を含めるべきです。荷送人の代表

者を両方の検査に招き、検査報告書と証明書

への副署を求める必要があります。陸上での

計測量と船の積載数量との間に船荷証券には

記載されていない通常の差異がある場合（つ

まり、0.5%以内）、船長は、少なくとも、

Letter of Protestを出すべきです。 
 
船荷証券には「said to weigh」、「said to be」、

「weight, measure, marks, numbers, quantity, 
contents and value unknown」といった文言を記

載するべきです。これらは、少なくとも英国

法の下では、船荷証券は、輸送されたと記載

されている数量の一応の証拠にすらならず、

輸送されたと主張する数量を証明すべき立証

責任は貨物引取人が負うということを意味す

るものです。 
 
理想的には、これらの文言は、船荷証券の裏

に印刷（または印刷に追加）するのではなく、

船荷証券の表にタイプまたは手書きするべき

です。ただし、船主は、そのような文言が北

アフリカにおいて不足クレームを回避する有

                                                             
11 ドラフトサーベイには、誤って喫水標を読み、間違ってしまう

要素が多々あります。間違いが発生し得るのは、Light weight
（船のみの重量）、Constant（不明重量）、控除（例えば、バラ

スト、燃料等）、トリムの修正、水密度等のほか、喫水計算自

体においてです。 
12 Gard News153 号の掲載記事「The importance of draft 
surveys in the defence of claims for shortage of bulk 
cargoes（ばら積み貨物の不足に関するクレームの防御にお

けるドラフトサーベイの重要性）（英文のみ）」を参照してくださ

い。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51574
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効な解決策であるというような幻想を抱いて

はなりません。これらは交渉の助けとなる可

能性があっても、現地の裁判所での法的価値

としては問題があるかもしれません。 
 
用船者および用船契約 
ここで、不足クレームにおける用船者の関連

性と用船契約について触れておきます。用船

契約の文言が船荷証券に盛り込まれていたと

しても、用船契約で合意した取引許容差は、

船荷証券の第三者所持人に対する拘束力はな

さそうです。船主は、陸上での計測量に基づ

いて船荷証券を発行したり、不正確な数量が

記載された船荷証券と引き換えに補償状を受

け入れたりすることを用船契約で合意するこ

とは避けるべきです。裁判所がそのような補

償状は不正行為を助長するものであるとみな

して強制不能であるとの立場を取る危険性が

高いからです。用船契約によって、提示され

たとおりに船荷証券へ署名することについて

「補償」が船主に与えられていたとしても、

これは、限定的な保護にすぎません。船主に

は過失があってはならず、不足は船主が負担

することに同意したリスクから発生するもの

であってはなりません。このように、不正確

な船荷証券を発行すれば、補償請求が非常に

難しくなります。 
 
用船契約にInter-Club New York Produce 
Exchange Agreementを採り入れている場合には、

不足クレームは船主と用船者との間で均等に

配分される 13という点で、船主はある程度の

安心感が得られるでしょう。用船の条件に合

意することになったときに船主が交渉上有利

な立場にある場合、例えば、独立のドラフト

サーベイとエンプティホールド証明書によっ

て貨物の物理的な不足はないことが証明され

るときには、船主は、書類上の不足について

全面的に用船者に責任を負わせる条項を交渉

                                                             
13 P&I メンバーサーキュラーNo. 07-11「Inter-Club New York 
Produce Exchange Agreement 1996 (As Amended 
September 2011)（英文のみ）」を参照してください。 

することができるかもしれません。少なくと

もその方法によれば、用船チェーンの末端で

の書類上の不足に係るクレームの費用を、

往々にしてそういった費用を発生させる貨物

関係者に負わせることができるかもしれませ

ん。 
 
まとめ 
理想は、是正よりも予防を行うことです。た

だし、残念なことに、予防措置では、アルジ

ェリアとチュニジアでの書類上の不足のクレ

ームを完全になくすことはできそうにありま

せん。しかしながら、予防措置を講じれば、

運送人はクレームをよりうまく防御するため

の攻撃手段が得られ、可能な限り危険を抑え

ることができます。クレームが発生した場合、

当クラブとコレスポンデンツが協力して、で

き得る限りのサポートをご提供します。 
 
 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/19258061/Member%20Circular%2007%202011%20Inter-Club%20New%20York%20Produce%20Exchange%20Agreement%201996.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/19258061/Member%20Circular%2007%202011%20Inter-Club%20New%20York%20Produce%20Exchange%20Agreement%201996.pdf

