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訃報 – Claes Isacson 
Gard グループ CEO（2001 年～2013 年） 

Obituary – Claes Isacson 
Chief Executive Officer of the Gard group 2001 – 2013 

 
 

 
 
2013 年 7 月 13 日朝、Gard P&I (Bermuda) Ltd
の理事会は、2001 年からグループ CEOの職に

あった Claes Isacson の死亡を発表しました。

本年初めから病気のため療養中であったとこ

ろ、一週間前に病状が急激に悪化し、死去い

たしました。 
 
Claesが Gard に入社したのは、ヨーテボリに

オフィスを開設した 1996 年です。Claesは、

1999 年に P&I 引受部門の責任者に昇進し、

2001 年に CEOに就任いたしました。その在任

期間において、成長と多様化を重視した戦略

で、Gard を世界最大の P&I クラブ、そして世

界第 3 位の海上保険会社へと導きました。現

在、Gard の総資産は 25 億ドル（2001 年時点

では 7 億 2,000 万ドル）に達し、世界 12 か所

のオフィスに 450 名の社員を擁する規模にま

で成長しています。 
 
Claesは、Gard での職務に加えて、海上保険業

界の活動にも積極的に関与し、2009 年 11 月に

は、イギリス人以外で初めて、国際 P&I グル

ープの議長を拝命し、3年間の任期を務めまし

た。 
 
Claesが描いた Gardの基本ビジョンは、幅広

い基盤を有する保険グループとしての原点に

回帰すべきであるというものでした。その実

現に向けて、CEO として最初に手掛けたのは、

組織内の商品分野を調整して、コスト削減の

シナジー効果を生み出し、クロス販売の提案

機会を増やすことでした。しかし、そのビジ

ョンは、単に保険商品を拡充するということ

だけに留まらず、一つの海上保険会社として

（異なる部門間においても）共通のアイデン

ティティーを保有することまでを見据えたも

のでした。 
 
今から 10 年ほど前、彼は、If P&C Insuranceか
ら海上・エネルギー保険事業を買収するプロ

ジェクトを指揮しました。このプロジェクト

は、1 つの組織内に P&I と海上・エネルギー

を統合するという業界初の取り組みであった

ことから、業界とグループの双方にとって重

要な意味を持つものでした。当初、この試み

に対して、果たして船主が、1社の保険会社か

ら複数の海上保険を購入したいと思うだろう

か、また、そうすることで保険会社は収益を

上げられるのだろうかと、多くの業界関係者

が懐疑的な見方を示していました。Claesの強

い意志と、決断力に満ちた経営スタイルが、

この大きな変化をもたらす買収の原動力とな

ったことに疑いの余地はありません。 
 
その後のグループの成長が、彼が主導したコ

ンセプトの正しさを証明しています。現在、

グループは、メンバーとクライアントの皆様
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に対して、財産損害、利益損失、第三者損害

賠償責任を幅広くカバーする補償を提供して

います。また、グループの保険料収入の 50%
以上が、複数分野の保険にご加入いただいて

いる保険契約者によるものです。 
  
以来、彼は、常に変化し続けるクライアント

のニーズを満たすことを最大の目標としてグ

ループの経営に当たりました。その目標を実

現するため、Gardアカデミーによる教育の充

実、保険引受業務の見直し、新興国市場にア

クセスするための拠点網の拡大、クレーム処

理におけるベストプラクティスの導入などの

施策を打ち出したほか、常に未来を見据えな

がら、組織の改善と、メンバーとクライアン

トの皆様に対するサービス提供方法の向上に

継続的に取り組みました。 
 
Gard の今日があるのは、Claesのリーダーシッ

プとビジョンの賜であることに疑いの余地は

ありません。しかし、彼の友人と業界の仲間

にとって、Claes Isacson の功績は、数字だけで

測れるものではありません。彼は、協調を重

視する Gard の企業体質を理解した上で、スタ

ッフ全員が力を存分に発揮できるように、オ

ープンプラン型のオフィスを他に先駆けて導

入しました。彼は厳しい監督者である一方で、

自らが誰よりも勤勉に職務に励み、そして、

スタッフの素晴らしい成果に対しては惜しみ

ない称賛を送りました。Claes の考えの中には、

何もしないという選択肢はありませんでした。

職場では、彼の「Why not?（ぜひそうしよ

う！）」という問いかけに皆が励まされて、

ダイナミックでエキサイティングな環境が生

み出されました。また、仕事以外でも、狩り

やセーリングにおいて素晴らしい事績を残し

ています。仕事の仲間には友人として接し、

その仲間たちの仕事ぶりだけではなく、その

人生や生活にも関心を寄せていました。彼の

エネルギー、ユーモア、心配り、そして人生

に対する情熱は、人々の記憶にいつまでも残

り続けるでしょう。 

 
Claes ： 妻 Pia、そして Lotta、Calle、Olleの 3
人の子供たちを残して、ここに永眠する。 
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機械式水密扉の安全問題に対して、業界側が解決策を模索 
Seeking an industry solution to safety issues around power-operated watertight doors 

 
2013 年 5 月末、Gardは、各業界の関係者を招いて、安全問題に対する意識を喚起し、船舶・海上施

設の水密扉周辺のリスク予防策について議論を行うための会議を主催しました。 
 
ヨーロッパの大手ドアメーカー（6 社）、旗国

（5 か国）、船級協会（5 団体）、大手造船所

（3 社）、船舶やオフショア船の所有者の代表

者ら、70 名を超える参加者がノルウェーのア

ーレンダールの Gard本部に集まり、水密扉関

連の危険性やリスクについて議論を行いまし

た。 
 
船舶の復原性にとって浸水が最大の脅威であ

るのにもかかわらず、この問題にあまり関心

が払われていない現状に対して多くの関係者

が憂慮しています。Gardでは、これまでに、

水密扉に関連した問題を数多く取り上げてき

ました 1。Gardは、P&Iクラブと船体保険会社

のリーダーという立場から、水密扉の問題を

関係者で議論し、合意を形成することが、改

善点・解決策の発見に役立つものと確信して

おり、今こそ積極的な手段を講じるべきタイ

ミングであると考えています。今回の会議は、

このテーマに取り組んだ初の試みであり、全

参加者から開催に関する賛同を得ることがで

きました。また、欧州のドアメーカー各社が

国際協会を立ち上げ、安全問題に重点的に取

り組むことを決定しました。こうした流れは、

2013 年 6 月のIMO Symposium on The Future of 
Ship Safety（船舶安全性の未来に関するIMOの

シンポジウム）まで続き、航行中の水密扉の

開放を認めるSOLASの規定や現在のガイドラ

インを見直すよう、一部の旗国がIMOに提案

を行いました。 
 

                                                             
1 Gard News207 号の記事「機械式水密戸の危険につい

て」、「水密戸に起因する船舶災害」、「水密戸による

傷害と死亡」、「水密戸の安全性の改善」およびロス・

プリベンション・サーキュラーNo. 07-12 の「機械式水密

戸の危険について」を参照。 

 
会議では、将来、船舶には最低限の水密扉し

か設置しないことで合意が形成されました。 
 
安全性 
隔壁甲板下の水密隔壁は、事故後に浸水が発

生した場合に船の安全を確保する上で不可欠

なものです。旅客船では、機関室やサービス

エリアは船の下部に複数の隔壁にまたがって

配置されているため、船の運用が効率よく行

えるように横方向からアクセスできる構造に

なっています。そのため、乗組員が船舶のサ

ービスエリアを往来したり、非常時には避難

経路を確保したりできるように、隔壁に機械

式水密扉が設置されています。クルーズ船や

フェリー船のように船のサイズが大きくなる

程、区画隔壁の数が増え、水密扉の必要性も

高くなります。クルーズ船には定員が 8,000人
以上のものもあり、水密扉が 40～50（中には

70 以上も）設置されている船舶もあります。

水密扉は、船の水密性を低下されるおそれが

あるので、設置しないで済むのであればその

方が理想的です。一方、船舶の効率的な運用

を考える船主側は、水密扉の設置を求める立

場にあります。このように、水密扉の問題は、

規制機関や業界に様々な課題を突き付けてい

るのです。 
 
Gard は長年にわたり、隔壁甲板下に設置され

た水密扉が、開放されたままになっていたり、

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734455/20_The_dangers_of_power_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734455/20_The_dangers_of_power_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734456/24_Ship_disasters_involving_watertight_doors_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734457/26_Injuries_and_deaths_caused_by_watertight_doors_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734457/26_Injuries_and_deaths_caused_by_watertight_doors_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734458/29_Improving_the_safety_of_watertight_doors_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20733899/7-12_Dangers_of_power-operated_watertight_doors_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20733899/7-12_Dangers_of_power-operated_watertight_doors_jp.pdf
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整備不良になっていたりするケースを目撃し

てきました。実際、船体に穴が開くような大

事故では、そうした水密扉が原因で、船の転

覆や沈没を招くケースが多数発生しています。

また、機械式水密扉の使用中に、乗組員が死

傷する事例も多発しています。最善の解決法

は、規制機関、船舶設計者、ドアメーカーが

協力して最適な答えを探し出すことです。   
 
今回の会議に先立つ会合において、ドアメー

カー各社の間では、IMOと旗国が水密性スラ

イディングドアの安全性にもっと注意を払う

べきであり、水密扉の安全な操作を確保する

には知識と保守整備が重要であるという点で

意見が一致しました。そして、安全問題に取

り組むための国際協会を立ち上げ、そこで行

動計画を作成して今回の会議で発表すること

を決定しました 2。  
 
今回のGard主催の会議では、各講演者が、規

制、設計、製造、保険の観点から、このテー

マを取り上げました。その中の主なものを以

下にご紹介します 3。  
 
SOLAS規則とガイダンス 4  

IMOと旗国は、水密隔壁の完全な水密性を確

保し、その状態を維持するという当初の考え

方に戻らなければならない、という点で意見

が一致しました。 
 
規則 22 は、水密扉による水の侵入の防止・制

御に関するもので、航行中にすべての扉を常

時閉めておくことが規定されています。ただ、

多数の例外が設けられており、結局どの扉の

開放が認められているのかという点を巡って

激しい論争が続いています。こうした状況を

背景として、2010 年 12 月に、旗国が航行中の

船の扉の開放を許可する場合のガイドライン

                                                             
2 詳細については、www.gard.no.を参照してください。 
3 発表の詳細については、www.gard.no.を参照してくださ

い。 
4 Chapter II-1、Regulations 13～25、および MSC.1/Circ. 
1380 

となる、旅客船用ガイダンス（任意）が導入

されました。それ以前は、例外的に許可する

か否かの判断は各行政当局に任せられていた

ものの、いつ例外を認めるべきかについて適

切な基準はなかったのです。悔やまれるのは、

このガイダンスに、浮揚性基準の適合に関し

て矛盾した規定が含まれていることです。そ

の結果、どのような条件下においても常に扉

が開放されているという状況が生まれるので

す。この規制の枠組みによって、安全性が増

したのか、それとも開放状態の扉が増えたこ

とで危険性が高まったのか、見解が分かれて

います。英国はガイダンスの利用を留保して

おり、ノルウェー、スペイン、米国がこの考

えを支持しています。2013 年 6 月、これらの

旗国は共同意見書（MSC 92/6/8）を IMOに提

出し、SOLAS規則 22 およびガイダンスの曖

昧さを排除すべく、それら両方の全面的見直

しを提案しました。  
 

 
海上では、相当数の水密扉が開放されたままになってい

るという認識が共有されました。 

 
Brookes Bell Group の復原性・船舶力学の指導

者である Andrzej Jasionowski 博士は、7 年間に

わたり船舶の復原性に関する安全法令の変更

を訴えてきました。同氏は、復原性の法科学

者で、突発事故による危険性を抑えるには自

動復原性の要件を引き上げる必要があり、ま

た、扉による水密性への悪影響を軽減するた

め、扉の使用を中止すべきであると考えてい

ます。同氏は、現在の規制の枠組み（SOLAS 
2009、MSC216、規則 6）では、フェリー船で

浸水が起きた場合、乗客の安全性を十分に確

保できないと主張しています。また、復原性
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の要件を増やして危険性と脆弱性が大幅に減

少すれば、水密扉の使用規定についても同程

度の厳重さで規制されることになると考えて

います。同氏は、扉の全く使用しないことを

設計者に要求しています。また、ドアメーカ

ーには完璧な密閉性と水密性を実現する次世

代の扉を作るように求めています。 
 
さらに問題となっているのは、船舶の建造が

1992 年 2 月 1 日以前か以降かによって 2 つの

異なる規則が適用されることです。古い船舶

には異なる規則が適用されるため、頻繁に船

を乗り換えるような船員は混乱してしまう状

況が生まれています。扉に関する現行の

SOLAS規則は貨物船よりも旅客船の方が細か

く、安全基準が若干異なっています。ドアメ

ーカー各社は、IMOや旗国が水密扉の安全性

について救命設備ほどには気を配っていない

現状を変えなければならないと強く感じてい

ます。 
 
残念ながら、規則の明確化を強制することは

できません。救命ボートのフックなどの例か

らも分かるように、変更には何年もかかる可

能性があります。今回の会議では、変更が施

行されるまでの間、他の安全性に対する改善

に重点的に取り組むことが重要であるという

点で合意が形成されました。 
 
海上では水密扉を閉鎖しておくこと 
海上で非常に多くの水密扉が開放状態にある

との意見が多数出されました。 
 
船舶設計研究の専門家であるスウェーデンの

チャルマース工科大学のEmeritus Anders 
Ulfvarson教授は、閉鎖された扉を信頼してい

ます。同教授は、フェリー船の安全性を向上

させることを目的としたDESSOの委託研究 5に

ついて発表を行いました。同研究の主な目的

は、船の生存者を最大化するために、深刻な

                                                             
5 DESSO は、Design for survival on board の略で、構想船。 

損傷を被って沈没した場合も転覆しないフェ

リー船のコンセプトを設計するというもので

す。水密扉を閉鎖しておくことは、復原性と

生存性を高める設計の前提条件であり、それ

が確保された場合には、沈没しても直立状態

を維持できる船舶を設計できることが同研究

において立証されています。 
 
水密扉を通行するには時間がかかります。

「200m の船の中を移動するのに少なくとも 20
分以上を要することがある」と船主の代表者

が教えてくれました。そのため、近道をした

り危険を冒したりする乗組員が出てくるので

す。中には、安全確認が終わる前に水密扉を

通り抜けたり、扉の開閉速度やアラーム等の

安全対策を変更したりする乗組員もいるよう

です。 
 
Gard は、規制条件に反して水密扉が開放され

ていたことが明らかになった場合、大事故に

よる保険クレームに支障を来す場合があるこ

とを強く訴えました。この会議では、クレー

ムが生じるような事故は予見できない偶発的

なものであり、船主側の過失や損傷がなくて

も起こりうるという海上保険の基本原則が確

認されましたが、海上保険会社の立場から見

た場合、航行中に扉が開放されたままという

のは水密隔壁の考え方と矛盾しています。し

たがって、仮に扉を開放したままでの航行が

例外的に認められていたとしても、保険会社

としては、船主が慎重に行動したと証明でき

るその他の手段を船主が講じていたか否か、

綿密に調査することになるでしょう。また、

裁判官が、開放されたままの扉について旗国

とは全く異なった考え方をする可能性もあり

得ます。 
 
新しい船は扉を減らすべき 
会議では、将来、船舶には最低限の水密扉し

か設置しないことで合意が形成されました。

同じことが、現行の規制にも規定されている

ものの、簡単に往来・通行できるようにする
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ことが優先されてきたのです。扉を設置した

隔壁は水密にする必要があります。扉が船の

水密性の低下をもたらしているという事実を

決して忘れてはいけません。 
 
Meyer Werft 社の基本設計部門トップ、

Henning Luhmann 氏は、これまで運用上の必要

性が十分に検討されてきておらず、運用の効

率性と復原性との適切なバランスを考慮せず

に船舶の設計が行われてきたと主張しました。

これらは利害が対立する場合があり、両者の

バランスをうまく取るのは設計者にとって難

題です。しかし、同教授は、水密扉の数を最

小限に抑え、かつ、扉が閉鎖されたままであ

る場合に、日々の運用の効率を低下させずに

済むにはどのような船舶設計にすべきかを例

証しました。同教授は、航行中において特定

の水密扉の開放を認める現行の規制の枠組み

において、設計者は、大事故が発生した場合

に開放されたままの扉がもたらす脆弱性を最

低限に抑える方法を見つけなければならない

と強調しました。このようなバランスの取れ

たアプローチを実現するには、設計過程の早

い段階から設計と運用とを連携させることが

重要です。 
 
既存の船舶の問題 ― 乗組員の啓発と訓練 
会議では、ドアメーカーが次の共同声明を発

表しました。 
 
「船上には、不適切な状態、つまり水密では

ない扉が多数存在することが分かりました。

これは知識と保守整備の不足が原因であると

我々は考えています。」  
 
整備不足で危険な状態に「改悪」された扉の

衝撃的な写真が発表されました。これらはド

アメーカーが整備訪問時に偶然見つけたもの

です。メーカーは、乗組員がそうした状態が

もたらす危険性をあまり理解しておらず、そ

れが水密扉の軽視につながっていると考えて

います。水密扉は、閉じる際に 2トンの力が

かかって、ギロチンのように人を殺傷してし

まうこともあるのです。水密扉は、単純な扉

ではなく機械なので、危険を伴う機械類と同

様の規制が必要という点で合意が得られまし

た。また、この会議の席上において、ドアメ

ーカーは、自社のホームページ上で閲覧可能

な安全操作ビデオを作成すること、そして水

密扉の安全な使用や保守整備に関する乗組員

の訓練と、適格会社による定期整備点検の義

務化を求めて規制機関に陳情する予定である

ことを発表しました。言語も安全性を浸透さ

せる上での課題となっており、あるドアメー

カーが現在作成中の、音声や文字を使わない

訓練用ビデオも注目を集めています。 
 
英国海事沿岸警備庁（Maritime & Coastguard 
Agency）の復原性、区画、およびフェリー船

の政策担当者である Andrew Scott 氏は、安全

性を高めるには開放されたままの水密扉の危

険性について乗組員らに認識させ、操作や整

備の訓練を行うことが重要であると主張して

います。同氏は、2004 年のフェリー船 STENA 
NAUTICA号の大事故に関してレポートから得

られた知見を発表しました。同船は、94 名の

乗客と 34 名の乗組員を乗せて航行中に衝突し

たものですが、その際、14 の水密扉のうち 9
つの扉が開放された状態でした。もし扉が閉

鎖されていたら、機関室の浸水だけに被害が

抑えられ、自力で港まで辿り着けた可能性が

あったということです。扉の開閉に 1 分かか

ることから、普段の作業や緊急時の消火活動

に支障や遅延が生じないように、乗組員らが

日常的に機関室の扉を開放したままにしてい

たようです。また、機関士らは、必要が生じ

た際はブリッジのスタッフが扉を閉鎖すると

理解しており、特に安全性に問題はないだろ

うと考えていたとようでもあります。しかし、

緊急時の訓練が実施されたことはなく、ブリ

ッジ側から扉を閉鎖する手順を理解している

者もいなかったようです。また、甲板に設置

されていた操作盤からの操作についても、同

様の状況でした。こうした状況は珍しいこと
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ではありません。船員らが乗船する船は多様

であり、そこには、種類の違う扉、様々な規

制下にある扉、製造年代の異なる扉、そして、

多様な構造の開放が「許可された」扉が設置

されていることが、さらに状況は悪化させて

います。 
 
水密扉には、長期間（例えば、40 年間以上も）

使用されるものや、1 日に 400回（つまり、4
分間に 1 回の頻度で）開閉が行われるものが

あるため、その適切な操作、整備、点検、修

理が必要であるということに関して、意識向

上を図る必要があります。  
 
全扉に対する気密試験の義務化と、破砕防止

装置の取付けの検討に関する最新の規則に準

拠するように、旧式の扉の更新を要求する声

もありました。 
 
まとめ 
Gard は、業界関係者と重要な利害関係者の

方々にお集まりいただき、生死に関わる問題

について重点的に取り組むことができたこと

を光栄に思います。ドアメーカーの協会が結

成されて、改善のためのロビー活動が進んで

いけば、議論に重みが加わってくるはずです。

船舶の安全性・復原性と、水密扉を往来する

ことの運用上の必要性との間でバランスを取

るのは難しく、解決策は簡単には見つかりま

せん。しかし、期待がもてる状況が生まれて

もいます。今後も、変化をもたらすための継

続的な取り組みが期待されています。  
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中国における汚染浄化費用に対する責任制限 
Limitation of liability for pollution clean-up costs in China 

 
最高法院は、一定の浄化費用は中国海事法に基づく責任制限の対象とはならないと判断しました。 
 

 
 
最近発生した Jiangmen Maritime Safety 
Administration of PRC v. the Owners of M/V 
ZEUS事件において、中国最高法院は、沈没、

難破、座礁、または遺棄された船舶から流出

したバンカー油の浄化に要した費用は、中国

海商法（Chinese Maritime Code ）第 207 条に基

づく責任制限の対象とはならないと判示しま

した。この事案の詳細は以下のとおりです。 
 
事実 
2008 年 9 月 24 日、台風ハグピートの影響を受

けて商船 ZEUS号が中国上川島 （Shangchuan 
Island）沖で座礁し、その結果、バンカー油が

流出し、油濁が発生しました。この事故では、

乗員全員が死亡（あるいは行方不明）となり

ました。 
 
事故後、江門海事局（Jiangmen Maritime Safety 
Administration）は、他の海事局から漁船を応

援に向かわせ、浄化作業に当たらせました。

浄化費用は、最終的に1,000万人民元（163万米

ドル）を超えました。 
 
2008 年 10 月 21 日、ZEUSの船主は、当該事

故から発生した海事債権（浄化費用に係る債

権を含む）に係る責任制限基金（SDR796,256、

約 122 万米ドルに相当）の組成を広州海事法

院（Guangzhou Maritime Court）に申請しまし

た。 
 
江門海事局が、船主による責任制限基金の組

成に異議を申し立てたものの、広州海事法院

はその申し立てを却下しました。これを受け

て、江門海事局は、責任制限基金に浄化債権

を登録し、広州海事法院に浄化費用の全額を

請求しました。 
 
約 40 の現地の水産養殖業者も、責任制限基金

に逸失収入に対する債権を登録し、後日、広

州海事法院に対する請求を提起しました。 
 
船主は、現地の会社と船骸・バンカー油に関

する除去契約を締結しました。船骸・バンカ

ー油の除去費用は、契約に従って支払われま

した。 
 
捜索救助費用や航行警報装置設置費用に係る

債権も存在しました。これらの債権について

は、裁判外で友好的に解決されました。 
 
第一審裁判所（広州海事法院）における浄化

費用に関する請求 
船主の主な主張 
第一審において、船主は、浄化費用は中国海

商法第 207 条に定める制限の対象とされるべ

きであると主張しました。 
 
中国海商法第 207 条は、同第 208条および第

209 条 1に別段の定めがある場合を除き、以下

                                                             
1 第 208 条は、主に、他の責任制限または制限の対象とな

らない債権（例えば、CLC 92 に基づく制限や共同海損分

担金に係る債権）に言及しています。第 209 条は、当事者

は自らに重過失または故意の不法行為があった場合には
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の海事債権について、責任を負う者は、責任

の根拠を問わず、中国海商法に従って責任を

制限することができると定めています。 
 
「(1) 船上で発生したか、または船舶の運航も

しくは海難救助作業に直接関連して発生した

生命の喪失または人身傷害または財産の滅失

毀損（港湾施設、泊地および水路ならびに航

行補助施設に対する損害を含む）ならびにこ

れらに起因する派生的損害に関する債権。[…] 
 (4) 本章の規定に従って責任を負う者が責任を

制限することができる損失を回避し、または

最小限に抑えるために講じた措置、およびか

かる措置によって生じる更なる損失を回避し、

または最小限に抑えるために講じた措置に関

する、当該責任を負う者以外の者の債権。 
 
前項に定めるすべての債権は、いかなる方法

で提出されたかを問わず、責任制限の対象と

することができる。ただし、責任を負う者が

契約で合意したところにより支払う(4)項に定

める報酬については、その支払い義務に関し

て、当該責任を負う者は、本条の責任制限に

関する規定を発動することはできない。」 
 
船主は、浄化作業に参加した当事者との契約

には署名していないので、第 207条(4)が適用

されるべきであると主張しました。また、第

207 条(1) も適用し得ると主張しました。 
 
船主はまた、中国海商法に基づく責任を本事

案にも適用すべきであることを証明するため、

様々な司法解釈や司法の指針を引用しました。 
 
江門海事局の主な主張 
江門海事局は、中国法には特定の債権に関す

る具体的な規定が設けられておらず、したが

って、浄化費用に関する債権は CLC 92 の制限

の対象とするか、しないかのいずれかである

と主張しました。 

                                                                                        
責任を制限する権利を失うと定めています。第 208 条と第

209 条はこの事案には関係ありません。 

 
また、江門海事局は、自らが浄化船・浄化車

との各種契約に署名したものの、これらの契

約は船主を代理して締結したとみなされるべ

きであると主張しました。これらの契約では

料金が合意されていることから、責任を制限

する権利を船主が有するはずがないと主張し

ました。 
 
江門海事局はまた、2008 年 5 月 23 日に施行さ

れた「船舶衝突事案の審理に関するいくつか

の問題に対する最高法院の規定（Provisions of 
the Supreme Court on Several Issues Concerning 
the Trial of Ship Collision Cases）」2（2008 年規

定）第 9 条にも言及し、この事案の汚染は、

その内容と結果という点で、船舶の衝突事故

から生じた沈没、難破、座礁、または遺棄さ

                                                             
2 1976 年 LLMC 第 2 条は、第 3 条および第 4 条に従うこと

を条件として、責任の根拠のいかんを問わず、以下の債

権は、責任制限の対象とする。 
(a) 船上で発生したか、または船舶の運航もしくは海難救

助作業に直接関連して発生した生命の喪失または人身傷

害または財産の滅失毀損（港湾施設、泊地および水路な

らびに航行補助施設に対する損害を含む）ならびにこれ

らに起因する派生的損害に関する債権。 
(b) 貨物、乗客またはその荷物の海上運送の遅延から生じ

る損失に関する債権。 
(c) 船舶の運航または海難救助作業に直接関連して発生し

た契約上の権利以外の権利の侵害から生じるその他の損

失に関する債権。 
(d) 沈没、難破、座礁、または遺棄された船舶（当該船舶

の船上にあるか、または船上にあったものを含む）の引

き揚げ、撤去、破壊または無害化に関する債権。 
(e) 船舶の貨物の撤去、破壊または無害化に関する債権。 
(f) 責任を負う者が本条約に従って責任を制限することが

できる損失を回避し、または最小限に抑えるために講じ

た措置、およびかかる措置によって生じる更なる損失を

回避し、または最小限に抑えるために講じた措置に関す

る、当該責任を負う者以外の者の債権。 
中国海商法は、1976 年 LLMC のほとんどを適用していま

す。残念ながら、(d)と(e)は中国海商法第 207 条（中国海

商法に基づいて制限し得るのはいかなる種類の債権であ

るかを取り上げたもの）に含まれていません。したがっ

て、中国海商法では、第 207 条の下に 4 つの項目だけが定

められています。当初は、(d)と(e)の債権は中国海商法に

基づいて制限すべきか否かに関する多くの論争がありま

したが、追って、最高法院が、2008 年に司法解釈を出し

ました。その司法解釈では、「無害化費用」は中国海商

法に基づく責任制限の対象とすることはできないと明確

に述べられています。最高法院が ZEUS 号事件で行ったこ

とは、何が残骸にあたるかという定義を拡大しただけで

した。 
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れた船が引き起こした汚染と異ならないと主

張しました。 
 
2008 年規定第 9 条では、衝突により沈没、難

破、座礁、または遺棄された船および船上の

貨物の引き揚げ、撤去、破壊または無害化に

関する請求について、責任を負う者は、中国

海商法に従って責任を制限することはできな

いと定めています。 
 
江門海事局が、ZEUS号（非タンク船）に

CLC 92 を適用する理由は以下のとおりです。 
 
– 2001 年バンカー条約（Bunker Convention）
は 2009 年 3 月に発効し、事故は 2008 年に発

生したことから、同条約は遡及的に適用され

るべきでないこと。 
 
– 2001 年バンカー条約を適用し得るとしても、

条約自体には、制限額はいくらとすべきか、

または浄化費用に関する債権が責任制限の対

象となるか否かが定められていない。同条約

第 6 条によると、答えは中国法に基づいて出

されるべきである。 
 
– 江門海事局は、上記の主張を根拠に、中国海

商法の責任制限がこの事案に適用できるとは

考えていなかった。 
 
– したがって、中国法に基づいて船主が言及し

得る唯一の制限は、CLC 92 の制限だけだとい

えよう。CLC 92 の制限額は中国海商法の制限

額や実際の浄化費用よりもはるかに高額であ

るため、実際のところ、それが適用されても、

船主にとっては無意味である。 
 
広州海事法院の決定 
広州海事法院は、江門海事局の主張を認め、

浄化費用については中国海商法に基づく責任

制限の対象とすべきでないと判示しました。

広州海事法院はまた、船主が浄化作業で何も

しなかったにもかかわらず、責任を制限する

ことが認められるとすれば、それは不公平で

あるとも考えました（船主が浄化を実施する

会社やスタッフの選任など、実際に何かを行

っていた場合、船主が責任を制限できなかっ

たであろうことに疑いの余地はありません）。 
 

 
 
広州海事法院の判決に対する見解 
この事案において、江門海事局が船主を代理

して浄化契約に署名する権利または権限があ

るとは中国法には定められていません。行政

局（江門海事局等）の権利は法律に明示され

るべきであることから、この点についての広

州海事法院の決定は正しくないといえるかも

しれません。また、船主は、訴訟前には、こ

れらの契約についての情報を持っていません

でした。 
 
浄化作業と船の無害化の内容はもちろん異な

るはずです。実際のところ、この事案では、

難破船を無害化（つまり、船上に残ったバン

カー油と船骸自体の処分）するため、船主は、

バンカー油と船骸の除去作業を委託すべく、

既に現地の会社と契約を締結していました。 
 
この争いでは、公平性は問題ではありません。

広州海事法院は、中国海商法に従い、それを

正確に解釈すべきだったのです。 
 
広東省高等法院への控訴 
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広州海事法院での手続きにおいて船主が行っ

た主張に加えて、上記の意見を追加した控訴

申立書が広東省高等法院（Guangdong High 
Court）に提出されました。残念なことに、広

東省高等法院は広州海事法院の判決を破棄せ

ず、広州海事法院の意見とほとんど同じ意見

を出しました。 
 
最高法院 
広東省高等法院の判決後すぐに、青島海事法

院（Qingdao Maritime Court）からある判決が

出されました。それは、煙谷海事局（Yantai 
Maritime Safety Administration）が、ある船の

衝突事故に際して、沈没した船から流出した

油の浄化に当たらせるために、（合意した料

金で）船を派遣した事案に関するものでした。

この事案でも、船主が青島海事法院に責任制

限基金を組成し、煙谷海事局は浄化費用を船

主に請求していました。この事案において、

青島海事法院は、浄化費用は中国海商法に基

づく制限の対象とすべきでないと判断しまし

た。中国は先例拘束性の原理を採用していな

いものの、ZEUS号の船主は、高等法院に上告

する際に、この判決を自身の主張に追加しま

した。 
 
最高法院は、ZEUS号事件における浄化費用は

中国海商法に基づく責任制限の対象とすべき

でないと判断しつつ、江門海事局は船主を代

理して浄化契約を締結し得たとする広州海事

法院と広東省高等法院の認定を覆しました。   
 
実際、最高法院は、本案に 2008 年規定の第 9
条を適用するために、新たな理論を構築しま

した。最高法院の論理的分析は以下のとおり

です。 
 
– 2008 年規定第 9 条によると、沈没、難破、

座礁、もしくは遺棄された船の引き揚げ、撤

去、破壊もしくは無害化に関する債権、また

はその船上の貨物の撤去、破壊もしくは無害

化に関する債権は、中国海商法に基づく制限

の対象とすべきではない。 
 
– ZEUS号事件では、バンカー油が船（または

船骸）から流出したものの、それは、やはり

船骸の一部であるとみなすべきである。 
 
– したがって、流出したバンカー油の浄化は、

船骸の無害化とみなすべきであって、船主は、

中国海商法に基づく責任制限を享受すること

はできない。 
最高法院が、船骸の定義を拡大することによ

り、一歩前に踏み出したことは明らかです。 
 
まとめ 
ZEUS号事件は、最高法院がこれまでに検討し

たことのない問題に関して最高法院が出した

興味のある判決です。下級審がこの判決で確

立された原則をどのように適用するか、中国

での将来の油濁事件に対して実際にどのよう

な影響が生じるかはまだ分かりません。 
 
 



    
Australia toughens its pollution liability regime  
for offshore units                                                                                                           Gard News 211 August/October 2013 

13 
 

オーストラリア、海洋施設に対する汚染責任の枠組みを強化 
Australia toughens its pollution liability regime for offshore units 

 
本稿では、2013 年海洋石油及び温室効果ガス貯留改正法（遵守措置第 2 号）の考察を行います。  
 

 
 
背景 
2009年8月21日に発生したオーストラリア北部

沿岸沖合のモンタラ・ウェルヘッド・プラッ

トフォーム（Montara Wellhead Platform）のガ

ス漏出事故により、海洋施設の安全性とその

環境への影響に対する懸念がオーストラリア

国内で一気に高まりました1。それを契機に、

公開調査（モンタラ調査）が実施され、2010
年4月20日にメキシコ湾で発生したディープウ

ォーター・ホライズン（DEEPWATER 
HORIZON）の爆発事故直後の2010年6月に報

告書（モンタラ報告書）がまとまりました。

近年、ニュージーランド沖合のRINA号、イタ

リア沿岸沖合のコスタ・コンコルディア

（COSTA CONCORDIA）号などの重大事故に

より、海上輸送と海洋活動は大きな注目を集

めました。こうした状況が相まって、オース

トラリアでは海洋活動を規制する新しい法律

が施行されることになったのです。 
 
2013年海洋石油及び温室効果ガス貯留改正法

（遵守措置第2号）（Offshore Petroleum and 
                                                             
1 Gard News 206 号の「ウエスト・アトラス－不運な掘削

リグ」、「ウエスト・アトラスの残骸撤去－規制認可／

法的認可取得マネジメントにおける偉業」、「ウエス

ト・アトラス－複雑極まるも成功裏に完了した残骸撤去

プロジェクト、その法制度とは」の記事を参照してくだ

さい。 

Greenhouse Gas Storage Amendment (Compliance 
Measures No. 2) Act 2013）（2013年法という）

が、2013年5月28日にオーストラリア議会で可

決され、女王の裁可を受けました。これは

2006年海洋石油及び温室効果ガス貯留法

（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 
Act 2006）（2006年法という）を改正したもの

であり、その目的は、既に高度に規制されて

いるオーストラリアの海洋石油探査の枠組み

をさらに強化し、2010年6月のモンタラ報告書

に含まれている勧告を実施することにありま

す。モンタラ報告書は、ジャッキアップ式掘

削リグ「ウエスト・アトラス（WEST 
ATLAS）」の複雑極まる残骸撤去の完了前に

まとめられました（しかし、その内容は2010
年11月まで公開されませんでした）。したが

って、モンタラ報告書は、事故の影響を処理

するための規制上の枠組みや、その規制上の

枠組みにおいてこうした複雑な残骸撤去作業

を実施する際に直面する障害については、何

らの結論も出していませんでした。その後、

規制の変更の必要性について会議や議論が行

われました。  
 
新しいオーストラリアの法的措置は非常に重

要です。しかし、損失または事故の防止に重

点が置かれたものであり、運航会社が事故処

理のために必要とする承認プロセスの簡素化

についてはほとんど考慮されていません。 
 
それらの変更には、迅速な汚染者支払義務や、

金銭的保証の取り組みの強化が盛り込まれて

いるため、運航会社や保険会社にとって非常

に重要なものです。また、これらの措置は、

海洋石油の権益保有者に罰金を科したり、認

可やライセンスを保留したり、より厳格な環

境浄化義務を課す（または国や規制当局がこ

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
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れらの作業を管理し、その費用を全額回収す

ることを許可する）ことにより、遵守を向上

させることを目的としています。厳格責任に

基づき民事／刑事罰を科し、上場企業である

運航会社に責任を負わせることにより、関連

企業は環境上の安全性をより考慮に入れたア

プローチを取るようになるものと思われます。

一定の行為を厳格責任に基づく刑事犯罪とし

て指定することにより、公共政策とは反対に、

保険を排除することができます。追加の金銭

的保証を提供させるこの新たな要件は、増大

する金銭上の義務を運航会社が履行すること

を確実にするためのものです。  
 
新たなアプローチ 
説明覚書（Explanatory Memorandum）で述べ

られているように、それらの変更（罰金や不

法行為を犯した組織名の公表）には意図的な

狙いがあり、問題のある企業に評判リスクを

もたらします。その措置の根拠となる政治的

メッセージは明らかです。 
 
「…. 海洋石油産業に従事している大多数の企

業は国際的な上場企業であり、ビジネス上の

評判とソーシャルライセンス（社会的営業免

許）を非常に重んじている。一定の情報の開

示命令を受ける可能性がある場合、それだけ

で、遵守を促し、抑止効果を生み出すという

大きな影響を及ぼすことができる…」 
 
2013 年法の改正 
 
– 海洋規制制度に代替施行メカニズム（違反通

知、日割りの罰金、民事刑罰規定、禁止命令、

一定の情報の開示命令）を導入。 
– 国家海洋石油安全環境管理庁（National 

Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority [NOPSEMA]）の検査官

が、石油の権益保有者に対し、海洋石油事業

が環境に与える可能性がある脅威を排除する

ことを要求する環境改善通知および環境禁止

通知を発行することを許可。 

– 石油の権益保有者に対し、何らかの流出があ

った場合に、操業の停止、流出の管理と処理、

適切な監視の実施、および流出が環境に与え

る影響の改善を行う法的義務を課す規定の導

入。 
– 国、準州、または規制当局が必要な環境対策

を自ら講じて、権益保有者からそれらの費用

を全額回収することを許可 。 
– 2006 年法の金銭的保証要件を強化すること

により、権益保有者が法的な汚染者支払義務、

および発生する可能性があるその他の特別な

規制上の費用を支払う義務を履行できる立場

にあることを確保。これは金銭的保証と保険

を組み合わせて達成することになります。 
 
2013 年法は、海洋施設運営者が安全を犠牲に

して利益の最大化を図っているという想定に

基づいたものになっています。海洋施設運営

者は既に他の多くの業界よりも高い安全規制

に直面しているという事実はほとんど考慮に

入れられていないようです。  
 
罰金メカニズムも同様に対象となっています。 
 
「海洋石油事業に関連する高い投資コストと

潜在的な利益を鑑みると、強力な金銭的罰則

は同法令の非遵守を抑止する最も有効な方法

の一つとなり得る。継続的な違法行為に対す

る日割りの罰金または民事刑罰規定が適用さ

れる場合、それらの罰金の累積的な影響は、

企業がそれらの規定を遵守し、非遵守を速や

かに是正するさらなる動機を与えるであろう。

ひいては、特定の行為に関連する潜在的な安

全性、環境または資源のリスクを低減するで

あろう」 
 
また、新たな金銭的保証の要件は、運航会社

が科せられる可能性がある罰金の支払能力を

確保するものである。 
 
主な変更点 
代替施行メカニズム 
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2006 年法に基づき実施可能な既存の施行メカ

ニズム、処罰および罰金は非遵守に対して効

果的で意義のある抑止力を提供するには不十

分であると結論付けられました。法律の複雑

さが遵守への理解と効果的な施行の障害にな

るという認識がありました。2013 年法には以

下のメカニズムが含まれています。 
 
– 違反通知 
– 禁止命令 
– 一定の情報の開示命令  
– 継続的な違反に対する累積罰金 
 
これらの変更の目的は、一連の施行手段を適

用することにより、「単に懲罰的な役目を果

たすのではなく、将来的な行動変化をもたら

すことも視野に入れた、よりターゲットを絞

った施行への対応」を確保することです。違

反通知、継続的な違反に対する日割りの罰金、

民事刑罰規定、禁止命令、および一定の情報

の開示命令の導入は、規制当局と裁判所が、

「遵守の成果の向上を促すために、[…]非遵守

の行為に対する適切かつバランスのとれた対

応」を取れるようにすることを目標としてい

ます。別個の法律も 2006 年法に民事刑罰制度

を導入しています。  
 
導入された一部の措置は潜在的に行き過ぎで

あると思われ、起訴に持ち込むために必要な

証拠の性質や訴訟手続きに適用される証拠に

対する刑事上の基準を変える可能性がありま

す。  
 
環境改善通知および環境禁止通知 
NOPSEMAの検査官は人に対するリスクを排

除するか最小限に抑えるために、労働衛生安

全禁止通知および改善通知を発行することが

できます。2013 年法では、 
 
– NOPSEMAの検査官は、石油の権益保有者に

対し、石油事業による環境への脅威を排除す

る対策を要求するために、環境禁止通知およ

び環境改善通知を発行することができます。  
– NOPSEMAに対し、検査官が発行した労働衛

生安全・環境禁止通知および改善通知を Web
サイトで公表することを要求しています。  
 

 
モンタラ報告書は、ウエスト・アトラスの複雑極まる残

骸撤去の完了前にまとめられました。 

 
この権限により、NOPSEMAの検査官は環境

禁止通知を発行できます。これは、検査官が

自らの裁量により、環境に対する差し迫った

重大な脅威があると判断した場合、特定の活

動もしくは特定の方法による活動を中止する

こと、または海洋船もしくは海洋構造物の運

航・運営を中止することを要求できます。

NOPSEMAの検査官は、環境管理法の違反ま

たは継続的な違反のリスクがあり、その結果

として環境に対する脅威が存在する場合、環

境改善通知を発行できます。環境禁止通知の

非遵守は違反行為に当たります。環境改善通

知を遵守しない場合、民事刑罰が適用される

可能性があります。 
 
通知の非遵守に対する 1 日の罰金の最高額は

51,000 オーストラリアドル、企業に対する罰

金の上限は最高 51 万オーストラリアドルです

が、非遵守が起きたすべての日に対して個別

の罰金が科せられるため、その罰金は上限を
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超える可能性があり、通知が遵守されなかっ

たすべての日に対して科され続けられます。 
 
「汚染者支払」の原則の適用 
「汚染者支払」の原則は 2006 年法に既に存在

していましたが、その適用が明確化され、特

に、重大な海洋石油事故の社会、環境、経済

に対する影響が取り上げられています。2013
年法では、  
– 石油流出が起きた場合、権益保有者に対し、

流出の阻止、封じ込め、管理、および除去を

行い、環境を保護するための是正措置を講じ、

適切な環境監視を実施することを要求する法

的義務を課しています。 
– 権益保有者がその法的義務を遵守しなかった

場合、規制当局（NOPSEMAまたは大臣）が

流出を除去し、環境を保護するための是正措

置を講じ、適切な環境監視を実施し、これら

の作業で負担した費用を権益保有者から全額

回収できることを規定しています。 
 
この請求権には責任要素はありません。これ

は単に、国または準州に支払うべき債務とし

ての費用と経費を回収する権利です。この請

求権は他の経済費用には適用されず、これら

については別個の法律で規制されています。 
 
金銭的保証 
また 2013 年法は、2006年法の保険規定を修正

して同規定の運用を明確化しています。これ

は、権益保有者が負う事業上のリスク管理の

責任を強化することにより、海洋石油の規制

枠組み内の汚染者支払原則の適用を支援する

ことを目的としています。この修正により、

権益保有者は、石油流出の影響の除去または

その他の改善に関連する費用を含め、その権

利に基づき実施する作業に関連して生じる費

用または債務のコストを支払うことを確保す

るために十分な金銭的保証を維持することが

義務付けられます。この措置は「保険」より

も広義であり、その他の様々な種類の金銭的

手段や自家保険にまで及んでいます。 

 
この金銭的保証は、「石油事業活動」の実施、

および日割りの罰金制度を含め、石油事業活

動に対する規制に基づく要求の遵守（または

非遵守）に関連して発生する費用、経費、お

よび債務に対する権益保有者の支払能力を確

保するのに十分でなくてはなりません。罰金、

事業活動に伴う法的責任、および浄化費用の

範囲を鑑みると、運航会社に要求される新た

な金銭的保証は非常に大きくなります。 
 
発効 
汚染者支払規定およびNOPSEMAが特定の命令

を下す権限に関する規定は、2013年5月29日に

発効しました。金銭的保証に関する規定は公

布後に発効する予定ですが、現時点では、正

確な時期については明らかになっていません。

その他の修正はまだ発効しておらず、一定の

規制権限法案（Regulatory Powers Bills）が女王

の裁可を得るまでは発効されない予定です。  
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海洋エネルギー安全スケジュール: 2009～2012 年 
Offshore Energy safety timeline: 2009-2012 

 
 
Gard News 206 号に掲載された 3 つの記事 1は、

Gardが保険を提供したジャッキアップ式掘削

リグ「ウエスト・アトラス」に関わる 2009 年

8 月の事故を取り上げたものです。ウエスト・

アトラスは、モンタラ油田プラットフォーム

（WHP）で操業中に制御不能なガス漏出事故

に遭遇し、規制当局が安全のためにウエス

ト・アトラス／モンタラWHPの周辺 2 キロメ

ートルの立入禁止区域を設定したために、そ

の後放棄されました。 
 
姉妹リグ「ウエスト・トライトン（WEST 
TRITON）」が交差するリリーフウェル（救助

井）を掘削する作業を請け負い、2009 年 11 月

に、漏出ガスを制御するための封じ込め用液

体のポンピングが開始されました。そのとき、

突然ガスが点火し、ウエスト・アトラスとモ

ンタラ WHPが炎上しました。最終的に重比重

の泥状液体をポンプ注入したことでガス流出

が止まり、救助井が塞がれ、2010 年 1 月まで

に栓が設置されました。 
 
オーストラリア当局はその事故の調査を委託

し、その結果が 2010 年 6 月に報告されました

（モンタラ報告書）。同報告書は、主に油田

運営者による多くの過失を特定すると同時に、

規制機関にも責任があると指摘しました。モ

ンタラ報告書は、様々な勧告を掲載し、そし

て、法的規制が強化されることを予想しまし

た。 
 
ウエスト・アトラスは、推定全損と分類され

ました。このリグは Gard と P&I 保険契約およ

び総合賠償責任リスク保険契約

                                                             
1 「ウエスト・アトラス－不運な掘削リグ」、「ウエス

ト・アトラスの残骸撤去－規制認可／法的認可取得マネ

ジメントにおける偉業」、「ウエスト・アトラス－複雑

極まるも成功裏に完了した残骸撤去プロジェクト、その

法制度とは」記事を参照してください。 

（Comprehensive General Liability Cover [CGL]）
を締結しており、残骸の撤去作業が着手され

ました。これは、厳格な法的規制の下で、海

難救助と海洋建設産業の知識と技能を結集し

て行われました。2011 年 10 月にリグは無事撤

去され、シンガポールに曳航後、売却されま

した。 
 
2010年4月に米国メキシコ湾でディープウォー

ター・ホライズンの事故が発生しました。大

きく報道されたこの重大な海洋掘削事故を受

けて、G20の首脳陣は2010年に、G20諸国と国

際機関で構成される地球海洋環境保護（Global 
Marine Environment Protection [GMEP]）ワーキ

ンググループを率先して設立しました。その

任務は、「海洋環境の保護、海洋探査・開発

および海上輸送の関連事故の防止、およびそ

れらの事故の影響への対処に向けてのベスト

プラクティスを共有する」ことです。 
 
2011 年 4 月 14 日に、米内務省は第一回海洋エ

ネルギー安全性閣僚フォーラムのホストを務

めました。「海洋掘削と封じ込め」と題する

同フォーラムは、特にモンタラとマコンドの

事故から学んだ教訓と油井の封じ込め技術の

開発に焦点を当てたものでした。オーストラ

リアの代表者はモンタラの事故とオーストラ

リアの政策対応に関するプレゼンテーション

を行いました。  
 
2011年8月10～11日に、オーストラリア政府の

主催による国際海洋石油規制当局・運営者サ

ミット（International Offshore Petroleum 
Regulators and Operators Summit）がオーストラ

リア西部のパース市で開催されました。同サ

ミットは、各国政府、業界関係者、および規

制当局が2009年のモンタラの事故と2010年の

メキシコ湾の事故から学んだ共通の教訓を検

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
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討するための場となりました。また、既存の

海洋石油の規制上の枠組みを強化するための

ベストプラクティスを特定するための機会と

もなりました。 
 
2011年8月24日に、オーストラリア政府は1999
年環境保護・生物多様性保全法（Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999）
の独立評価報告書（ホーク・レビュー）への

回答を公表しました。オーストラリア政府は

その回答の中で、NOPSEMA2、3が管理する環

境認可システム／プロセスの合理化に同意し

ました。 
 
2012年6月に、ノルウェーで2012年海洋エネル

ギー安全性閣僚フォーラム（2012 Ministerial 
Forum on Offshore Energy Safety）が開催されま

した。同フォーラムは、各国政府、規制当局、

海洋石油業界が確認した既存および新たな海

洋安全性の優先事項に焦点を当て、法律、規

制アプローチ、および業界の活動のベストプ

ラクティスを通じて、海洋石油事業の安全性

を向上させるための継続的な取り組みを支持

しました。  
 
 

                                                             
2 国家海洋石油安全環境管理庁（The National Offshore 
Petroleum Safety and 
Environmental Management Authority）。オーストラリア連

邦の領海および州権限が付与されている沿岸水域におけ

るすべての海洋石油施設の衛生安全、構造上の完全性、

環境管理を規制する連邦政府の公的機関。 
3 Gard News 206 号に掲載された記事「オーストラリア、

汚染防止法を厳格化」では、オーストラリア海洋保全局

（AMSA）が主導するオーストラリアの汚染に関する規制、

特に 2011 年 12 月に発効した海事法改正法（Maritime 
Legislation Amendments Act）の厳格化について取り上げて

います。 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651906/23_Australia_toughens_pollution_laws_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651906/23_Australia_toughens_pollution_laws_jp%20RV.pdf
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債権者 対 清算人 – 米国と南アフリカにおける海事債権の執行と 
国際倒産手続の抵触 

Creditor v. liquidator – The conflict between the enforcement of maritime claims and  
cross-border insolvency procedures in the US and South Africa 

 
抵触が起こるのは、債権を執行するための十分に確立した海事法上の権利が（船舶のアレストやル

ール B の差押え等の方法により）行使された場合に、被告である会社が、裁判所を通じて、倒産処

理手続や更生手続によって債権者からの保護を求めたとき、または求めようとするときです。本稿

では、この抵触について検討を行い、米国と南アフリカの姿勢の違いについて検証します。 
 

 
 
グローバルな貿易量の落ち込み、可用船腹の

供給過剰、バンカー油や運航費用の上昇をは

じめとする昨今の厳しい経営状況下において、

海運業界の多くの企業が財政的な苦境に直面

しています。それに伴い、取引相手が債務不

履行に陥るリスクが高まってきています。こ

うした債務不履行リスクを裏付けるように、

倒産や、債権者からの保護を裁判所に求める

事例が目立って増加しています。 
 
債権者 対 清算人 
こうした債務不履行リスクに関して、海運業

界では、債務を再編して倒産企業を更生させ

る手法が多く採用されています。この手法を

使えば、会社はキャッシュフロー不足に陥っ

ても営業を継続したまま延滞債務の削減と再

交渉が行えるようになり、資金繰りの立て直

しに取り組めるようになります。倒産企業が

裁判所からこうした保護を受けた場合、個々

の債権者は、手続きへの参加を強いられるこ

とになりますが、たいていは本来の債権額よ

りもはるかに少額しか受け取れなくなります。 
 
しかし、海事法は債権者に有利な法律です。

海事法は、債務者の唯一の資産が船、バンカ

ー油、銀行口座である場合は、債権者が債権

を執行しようとしても難しいという前提に立

って、債権者による債権の確保や執行の支援

に重点を置いています。多くの法域では、責

任に対する判断が下される前に、海事債権者

が債権を比較的容易に確保するための手続が

確立されています。海事債権の執行方法とし

て最も一般的なものは、船舶のアレストと財

産の差押えです。 
 
このように、海事法と国際倒産法には大きな

相違点があり、海事法に基づいて、債権者が、

ある法域において、アレストや差押えなどの

確立した方法で海事権を行使し、債権を執行

しようとしても、債務者である企業が別の法

域において裁判所が認めた更生管財手続に入

った場合、抵触が起こることになります。船

舶のアレストや財産の差押えは、債務者を保

護し、かつ特定の債権者に優先権を与えては

ならないという国際倒産法の原則に反するこ

とになりかねないのです。 
 
UNCITRAL 国際倒産モデル法 
この 20 年～30 年間で市場のグローバル化が進

み、破産問題について、国際的な対応と調整

を行う必要が生じています。UNCITRAL国際
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倒産モデル法 1は、そのニーズに応えるための

ものです。UNCITRALは、次のようにうたっ

ています。 
 
「これは、厳しい財務状態や債務超過に陥っ

ている債務者に関して、国際倒産手続を効率

的に進めるための現代的な法的枠組みを備え

た倒産法を各国が整備する際の参考に資する

ことを目的として作成されたものである。」2 
 
しかし、各国立法者の動きは鈍く、これまで

に、モデル法を採択したのはわずか 20 か国程

度に留まっています。採択した国は、米国、

英国、ポーランド、日本、韓国、南アフリカ、

オーストラリアなどです。 
 
採択した国の中にも、モデル法の一部しか採

択していない国や、一定の修正を加えた上で

採択した国もあります。また、南アフリカの

ように、自国法に完全には導入していない国

もあります。注目すべき点は、シンガポール、

香港、欧州諸国（英国とポーランドを除く）3

など、船舶のアレストを優先する国々が採択

していないことです。 
 
米国は、UNCITRAL国際倒産モデル法を自国

法に導入し、これが既存の海事法とともに比

較的うまく機能しています。債権者に有利な

進歩的なアレスト法を採用していることで有

名な南アフリカは、このモデル法を自国法に

はまだ導入していません。本稿では、これら

の法域の姿勢について検証を行います。 
 
米国: 第 15 章により、国際倒産事案における

一定の確実性を提供（しかし、債権者はどう

か？） 
                                                             
1 1997 年 5 月 30 日に国際連合国際商取引法委員会

（United Nations Commission on International Trade Law）が

採択しました。 
2 www.uncitral.org を参照。 
3 EU諸国は、倒産手続に関する EC規制（2000 年 5 月 29
日第 1346/2000 号）に拘束されます。これは、多くの点で、

UNCITRAL 国際倒産モデル法と同様の効果を有するもの

です。 

米国における国際倒産問題は、2005 年に米国

連邦破産法（US Bankruptcy Code）に追加され

た第 15 章 4によって効率的に処理されていま

す。この第 15章は、国際倒産問題に関して、

UNCITRAL国際倒産モデル法を実施すること

をうたうものです。 
 
第 15 章の目的は、国際倒産問題を効率的に処

理することです。これは、外国の更生手続や

清算手続において、債権者・債務者の利益を

保護するために米国裁判所の支援を得ること

を目的として、その手続の外国代理人が発動

するのが一般的です。この手続は、「外国主

手続（foreign main proceedings）」や「外国主

手続でない手続（foreign non-main 
proceedings）」の承認を求める外国手続に付

随的な手続です。 
 
外国の手続が米国の破産裁判所によって認め

られた場合、第 15 章では、外国の清算人また

は代理人が米国に居住する非米国人債務者の

資産に対する支配を得ることを可能にする仕

組みが定められています。また米国以外の法

域での手続が「外国主手続（foreign main 
proceedings）」とみなされる場合、米国の倒

産処理手続について停止を受けることができ

ます。 
 
このように、第 15 章は、法域間における調整

を目的とするものであり、これによって、債

務者企業の全世界の資産を 1 つの法域の法的

枠組みの下にまとめられるようになります。 
 
しかしながら、米国裁判所での承認の前に、

外国倒産手続が存在するという理由だけで、

米国でのアレストや財産の差押えから保護さ

れるという点において、第 15 章の適用と米国

海事法の適用には、なお緊張関係が存在しま

す。 
 

                                                             
4 合衆国法律集第 11 編第 1 章 

http://www.uncitral.org/


    
Creditor v. liquidator – The conflict between the enforcement of maritime claims and cross-border  
insolvency procedures in the US and South Africa                                                     Gard News 211 August/October 2013 

21 
 

外国での破産は自動的には承認されません。

債務者、債権者等が異議を申し立てる場合が

あります。しかし、米国の裁判所は、決定す

る強力な裁量権を有しています。場合によっ

ては、米国の裁判所は、何ら異議の申し立て

がなくとも外国の手続の承認を拒否すること

もあります。 
 
しかし、米国裁判所は、予告・審理をした上

で、外国の倒産処理手続を認めることがあり

ます。一旦認められると、外国代理人は、米

国の裁判所と債務者の関係者に自由に接触す

ることが可能で、これには、債務者が利害関

係を有する法的手続や訴訟にアクセスする権

利も含まれます。米国裁判所に全面的にアク

セスできるということは、外国代理人が米国

で利用可能な進歩的な証拠開示手続を利用で

きることを意味します。 
 
船舶がアレストを受けた場合には、たとえ競

売が予定されていたとしても、第 15 章の申し

立てにより、自動的に競売は取り消されます。

しかし、米国裁判所は、強力な裁量権を有し

ており、申立てを継続させつつ、差止命令に

よる救済を与え、競売を延期すべきと判断す

ることもあります。裁判所が審理を行わず、

外国の手続の承認を決定した場合には、競売

は取り消され、船舶（資産）は、破産財産の

一部とみなされます。 
 
南アフリカ: AJRA 第 10 条において、アレス

トを行う個々の債権者はなおキングである

（ただし、最初に行動を起こした場合に限る） 
南アフリカは、UNCITRAL国際倒産モデル法

の署名国であって、2000年国際倒産法第42号
（Cross Border Insolvency Act 42）5を制定して

いますが、モデル法または倒産法の下では、

倒産または破産命令が南アフリカで互恵的に

承認される国は指定されていません。 
 

                                                             
5 2003 年中に施行されました。 

したがって、南アフリカの国際倒産法自体は、

全世界における債務返済の凍結や手続の自動

停止の申請のために外国の破産命令の執行を

希望する当事者にとっては、実際的な助けに

はなりません。6 
 
南アフリカのコモンロー上、外国で登記され

た会社に関する清算、更生管財手続、債務返

済の凍結、会社更生等の命令自体には、法的

な地位は認められていません。したがって、

こうした外国の手続が存在するだけでは、南

アフリカの海事法 7または行政区の（非海事）

手続に基づく船舶のアレストや差押えを妨げ

ません。 
 
同様に、外交の清算人（または同様の代理人）

は、南アフリカ法に基づく固有の法的地位を

有していません。つまり、自らが代理する倒

産企業に帰属するものであっても、南アフリ

カ国内の動産を占有することはできず、また、

南アフリカの裁判所において外国の倒産企業

を代理して訴えの提起や防御を行うことはで

きないということです。ただし、関係する外

国の清算人が、まず、関係する外国倒産法

（または同様の法）に基づいて自らに与えら

れた権限の承認・確認を南アフリカの裁判所

に求めた場合はこの限りではありません。 
 
行政区の非海事事案において、外国の清算人

から南アフリカの裁判所に対して承認の申請

がなされた場合、裁判所は、外国の清算人の

権限を承認するにあたり、国際礼譲 8、便宜、

衡平などの問題を考慮します。しかし、南ア

フリカの裁判所は、法律を一貫性なく適用す

る傾向にあることから、南アフリカの行政区

                                                             
6 債務返済の凍結または自動停止に相当する規定を有する

法律（新会社法および同法が導入した事業救済制度）が

このほど制定されましたが、これらの規定は、南アフリ

カの企業のみに関係するものです。 
7 1983 年海事管轄権規制法（Admiralty Jurisdiction 
Regulation）第 105 号 
8 国際社会において慣習として行われている礼儀 
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裁判所で承認の申請を行おうとする当事者に

とっては不確実性が残ります。 
 
しかし、南アフリカの海事債権者には、船や

貨物等の海事債権のアレストや法定売却手続

について特別な保護が与えられています。

1983 年南アフリカ海事法（South African 
Admiralty Act [AJRA]）第 105 号第 10 条には以

下のとおり定められています。 
 
「海事債権についてアレストを受けた財産ま

たは財産に設定された担保、または強制執行

により、もしくは海事管轄権を行使する裁判

所の命令に基づいて売却された財産の収益は、

… 破産管財人（trustee in insolvency）に帰属す

るものではなく、また、財産の所有者または

当該財産、担保または収益に対する権利を有

する可能性のあるその他の者の清算人または

更生管財人（judicial manager）が管理する資産

の一部を構成するものではなく、当該財産、

担保もしくは収益または当該財産のアレスト

に係る債権に関するいかなる手続も、かかる

所有者または人に関する破産手続

（sequestration）、解散もしくは更生管財手続

により、またはこれらを理由として停止され

ない。」 
 
第 10 条の効果は、清算、更生管財または倒産

処理手続が開始する前に船がアレストを受け

た場合には、アレストされた財産は、管理対

象／破産財産とはならないことです。同様に、

第 10 条の下では、外国清算人または代理人の

承認を求める申請が行われる前に船舶が南ア

フリカでアレストされた場合、その船舶は、

同様に、破産財産から除外されます。 
 
最近まで、南アフリカの裁判所が、同国に寄

港する船舶に対して、アレストまたは財産の

差押えを禁じる命令を出した事例はありませ

んでした。 
 

しかし、2011 年以降に、重大な意味を持つ事

案が 2 件発生しました。 
 
(i)  KLCの管財人の 2011 年の命令 
2011 年、Korea Line Corporation（KLC）の共

同管財人は、ダーバンのクワズール・ナター

ル州高等法院に対し、（韓国法上）正式に選

任された管財人として承認し、いかなる人も

南アフリカにおける KLC の資産のアレストを

行うことを禁じることを求めました。 
 
命令が条件付きで下され、その内容がリチャ

ーズベイの債権者 1 名 9に送達されるとともに、

日刊紙 2 紙に掲載されました。KLCの多数の

債権者らは、担保を確保するため、あるいは

既に得た仲裁判断に基づいて船舶をアレスト

することもなく、これを争いませんでした。 
 
南アフリカの法曹界の中には、この命令には

異議を申し立てるべき点が多いと指摘する者

もいましたが、一種の拘束力のない先例とな

りました。 
 
(ii)  OSG の 2012 年の命令 
2012 年 12 月、もう 1 件の申請が、ダーバンの

クワズール・ナタール州高等法院に提出され

ました。Overseas Shipholding Group Inc.（OSG）

と 180 の関係事業体が前月にデラウェア州の

米国連邦破産裁判所が出した命令を承認する

命令を求めたものです。 
 
その命令は、米国（第 11 章）の命令の規定、

特に、米国連邦破産法第 362 条における自動

停止とその関連規定が適用され、全面的に有

効であり、クワズール・ナタール州だけでな

く南アフリカ全域で適用される（このこと自

体が独特である）とされたことから、効果の

点で重要なものでした。 
 

                                                             
9 わずかな金額の返済義務を負っていた船舶代理店 
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この命令により、南アフリカにおける動産の

差押えや OSG の船舶のアレストの禁止を含む、

手続の開始または継続の停止が認められまし

た。命令は、南アフリカの裁判所の全書記官

に送達され、各種新聞で公告されました。 
 
この命令は、これまでのところ争われておら

ず、南アフリカにおいて米国の破産命令が承

認された先例となっています。同時に、清算

人または代理人が選任されていない場合に倒

産者自身が命令を申請・取得することができ

る先例が南アフリカで初めて確立されました。 
 
KLC と OSGの事案は、南アフリカの倒産処理

法の大きな進展を示すものです。しかし、命

令は、南アフリカでの KLC／OSGの船舶のア

レストの前に得られたものでした。 
 
したがって、これらの先例は、南アフリカ海

事法第 10 条の規定に取って代わるものではな

く、共存することになりそうです。したがっ

て、債権者が、命令を求める前に、船舶をア

レストすることができる場合、第 10 条による

特別の保護を債権者は引き続き活用すること

が可能です。 
 
まとめ 
ここで示した米国と南アフリカに関する多く

の問題は、世界の他の法域にも当てはまるも

のです。海運業界を取り巻く厳しい環境が続

く中、多くの海運会社の手元流動性が減少し

つつあります。市場では、銀行が債務不履行

者に対してより厳しい措置を取り始めると、

倒産の増加は避けられないであろうと観測さ

れています。 
 
こうしたことを背景に、世界中で国際倒産処

理制度が発展を続けています。しかし、米国

や EU加盟国等の法域においては倒産処理制度

の協調が進展を見せているものの、倒産処理

法と海事法との緊張関係は依然残ったままで

あることから、債権者と海運会社がそれぞれ

のニーズに最も適した法域を求める、いわゆ

る「法廷地漁り」が行われる余地はまだ相当

残されています。 
 
債権者と清算者との間の戦いの結果を左右す

る法域の選択は、結局のところ、最初に行為

を起こす当事者に委ねられているのかもしれ

ません。 
 
なお、本稿の南アフリカ法の解説部分の執筆

については、Shepstone & Wylie事務所の Shane 
Dwyer 氏にご協力をいただきました。 
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米国の Vessel General Permit プログラムに関する最新情報  
Update on the US Vessel General Permit Program – It’s all in the details 

 
米国環境保護庁が公表した Vessel General Permit の次期バージョン 
 
米国環境保護庁（Environmental Protection 
Agency [EPA]）は、2008年にVessel General 
Permit [VGP]プログラムを実施し、船舶環境規

制の分野に初めて乗りだしました。同プログ

ラムは、船舶排水に関する多様な規則、手続

き、基準から構成されており、バラスト水の

ほか、防汚塗料の染み出し、甲板の洗浄水と

雨水、「生活雑排水」と汚水の排出、ボイラ

ーブローダウン水、主消火主管系統、チェー

ンロッカー排水、ガスタービン洗浄水、ソナ

ードーム排水、機械の非油性廃水を含む26種
類の排水（油性物質・有害物質の流出を除く、

考え得る実質的にすべての種類の船舶からの

汚染物質）を対象としています1。 
 
2008 年 VGPは、2013 年 12 月 19 日に失効しま

す。このほど、米国 EPAは、VGPの次期バー

ジョンを発表しました。このバージョンは、

2008 年 VGPの失効後直ちに発効し、2018 年

12 月 19 日まで効力が続くものです。米国領海

を航行する船舶は、定められた基準を満たし、

要求された記録を維持管理してさえいれば、

自動的に当該 VGPに遵守できることになりま

す。 
 
2008 年 VGP の場合と同じく、エネルギー施設、

採鉱施設、保管施設もしくは海産物加工施設

として使用される船舶、または許可を条件と

して海底に固定される船舶、または鉱物・原

油の探索もしくは開発を目的としてブイに固

定される船舶は、2013 年許可の対象にはなり

ません。 

                                                             
1 2008 年版の許可プログラムを確認するには、Gard 
News194 号の掲載記事「US Vessel General Permit – The 
case of the reluctant regulator（米国の Vessel General Permit‐
気乗りのしない監督機関の場合）」（英文のみ）を参照

してください。 

全長 79 フィート（約 24.08 メートル）未満の

船舶は、2013 年中に EPAが発行する特別小型

船舶議定書（Small Vessel General Permit 
[sVGP]）の対象となる可能性があります。 
 
変更の概要 
VGPの新しいバージョンの変更点の概要は以

下のとおりです。 
– バラスト水の排水限度量に関する基準が定め

られていますが、基本的には、2012 年に交付

された米国沿岸警備隊（US Coast Guard 
[USCG]）の基準に従ったものといえます。 
– 船舶上のバラスト水処理システムの適切な機

能を確保することという要件が追加されまし

た。 
– 侵入生物種の持ち込みの防止に関し、五大湖

内の船舶に対する管理手順が追加されました。 
– 海洋境界面への油の排出と排ガススクラバー

洗浄水に関する排出限度が厳しくなりました。 
– 新しい報告要件が追加されるとともに、電子

的方法による記録管理が許容されるようにな

りました。 
 
法令遵守 
VGP を逸脱しないように慣行と手順を変更し、

VGPの要件に沿って記録を保持できるように

なるまでには数か月を要します。そのため、

米国の VGPが適用される船舶運航業者は、新

しい VGPを確実に遵守できるように、当該

VGPに関する入手可能な最新の資料に目を通

しておく必要があります。また、米国 EPA は、

USCGが他の種類の船上検査を実施する際に

は VGPの遵守状況についても調べるという協

定を USCGとの間で締結していることにも注

意する必要があります。 
 

http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53106
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53106
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VGPプログラムに関する EPAのガイダンス資

料は、以下のリンクからご覧いただけます。 
http://cfpub.epa.gov/npdes/vessels/vgpermit.cfm. 
 
2013 年 VGPは、法令遵守に関する課題を投げ

かけるものです。したがって、EPAは、法令

遵守を支援し、許可に関する重要な詳細情報

（許可の概要、許可に基づく認可の取得方法、

監視・報告要件、追加のリソースを含む）を

提供することを目的に、近々、追加のガイダ

ンス資料を発行する予定であることをウェブ

サイト上で報告しています。 
 
その一方で、2013 年VGPは、以前の 2008 年

VGPをベースに論理的な拡張が行われたもの

です。そのため、船舶運航業者は、既に 2008
年版で実施済みの慣行に基づくことで、容易

に法令遵守手順を更新できるはずです 2。  
 
 

                                                             
2 2008 年 VGP の情報については、以下の掲載記事を参照

してください。 
- Gard News194 号（2009 年 5 月/7 月）「US Vessel General 
Permit – The case of the reluctant regulator（米国の Vessel 
General Permit‐気乗りのしない監督機関の場合）」（英文

のみ）、 
- Gard News199 号（2010 年 8 月/10 月）「‘The Enforcers’ – 
US Coast Guard to prepare to monitor the Vessel General Permit 
Program（『執行者』‐USCG、Vessel General Permit プログ

ラムを監視する構え）」（英文のみ）、 
- P&I メンバーサーキュラーNo 9/2008「US Environmental 
Protection Agency (EPA) Vessel General Permit (VGP) 
requirements（米国環境保護庁の Vessel General Permit
（VGP）要件）」（英文のみ）、 
- No. 10/2008「US Environmental Protection Agency (EPA) 
Vessel General Permit (VGP) requirements（米国環境保護庁

の Vessel General Permit（VGP）要件）」（英文のみ）、 
- ロスプリベンションサーキュラーNo. 04-11「米沿岸警備

隊、米領海内の船舶に対する米環境保護庁の Vessel 
General Permit プログラムの適用を強化」、 
- Gard アラート 2011 年 10 月「US EPA – Vessel General 
Permit (VGP) one time report electronic system now available
（米国 EPA‐Vessel General Permit（VGP）の一括報告電子

システムが利用可能に）」（英文のみ） 

http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53106
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53106
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/5613683
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/5613683
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/5613683
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/63023
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/63023
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/63023
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/63024
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/63024
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21160791/04-11.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21160791/04-11.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21160791/04-11.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21195085/Gard%20Alert%20-%20VGP%20one%20time%20report%20electronic%20system%20now%20available.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21195085/Gard%20Alert%20-%20VGP%20one%20time%20report%20electronic%20system%20now%20available.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/21195085/Gard%20Alert%20-%20VGP%20one%20time%20report%20electronic%20system%20now%20available.pdf
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コモンローの根源から 2 つの道が分岐 
– 米国法と英国法の非安全港／バース条項の司法解釈 

Two divergent branches grow from a common law root  
– Judicial interpretation of unsafe port/berth clauses in US and English law 

 
 
George Bernard Shaw1の語録に「英国と米国

は一つの共通の言語で隔てられている」とい

うものがあります。ATHOS I号事件訴訟にお

いて連邦第 3 巡回区裁判所 2の意見が出された

今では、英国と米国は契約法の解釈で隔てら

れた 2 つのコモンロー体制であるとも言えそ

うです。 
 
連邦裁判所、ATHOS I号の原油流出事故後の

用船契約を解釈 
2004 年 11 月、タンカーATHOS I 号は、ニュー

ジャージー州ポールズボロのバースに入る際

に、遺棄されていた錨と接触する事故を起こ

しました。その際、船体に穴が開き、そこか

ら約 20 万バレルもの重質原油がデラウェア川

に流出しました。その錨が、バースから 900
フィートも離れた地点までどうやって移動し

てきたのかは不明なままです。 
 
米国の油濁補償制度（OPA90）の下で、船舶

関係者が、まず、該当するOPA90の責任限度

額まで、油濁の処理と補償に対する厳格責任

を負い、それを上回る費用については、限度

額を超えるクレームの支払を担う政府系基金

のOil Pollution Liability Trust Fund（油濁賠償信

託基金、以下基金）が負担しました。簡単に

言えば、油濁補償制度は意図したとおりに機

能していたということです。しかし、油濁の

処理後に、船舶、用船者、政府、ターミナル

間で訴訟が発生したことをきっかけに、米国

法と英国法の比較が注目されるようになった

                                                             
1 ジョージ・バーナード・ショー：イギリスにおいて主に

19 世紀に活躍したアイルランド出身の劇作家、劇評家、

音楽評論家、優生学者、社会主義者。  
2 In re: Frescati Shipping Co., Ltd.事件（U.S. App. LEXIS 
9827）（2013 年 5 月 16 日連邦第 3 巡回区控訴裁判所） 

のです。 
 
本稿では、船主と米国政府による損害賠償請

求訴訟に関する先日の連邦第3巡回区控訴裁判

所（Third Circuit Court of Appeal）判決に照ら

して、安全港／安全バースに関する用船契約

条項の第三受益者という概念について検討し

てみたいと思います。 
 
用船契約の連鎖構造 
ATHOS I号の船主と管理者（総称して以下

「Frescati」といいます）は、船舶をプールオ

ペレーターであるStar Tankersに定期用船に出

し、当該プールオペレーターは、

ASBATANKVOYおよび追加の条件にて同船を

CARCO（CITGO Asphalt Refining Company、
CITGO Petroleum Corporation、CITGO East Coast 
Oil Corporation）3に航海用船に出しました。原

用船である定期用船には、英国法と仲裁が適

用され、一方、再用船である航海用船には米

国法が適用されました。後者の

ASBATANKVOYの条件では、船舶は荷揚港

「または（常時浮揚した状態で）安全に辿り

着ける最寄りの港」に向かうこと、「船舶が

常時安全に浮揚した状態で進行し、停泊し、

離れ得ることを条件として」、用船者が指定

する「安全な場所または埠頭で」荷揚げする

ことが定められています。船上の貨物は、

CITGOの製油所向けであり、同船が停泊する

予定であった施設は、CITGOが所有、運営し

ていました。 
 

                                                             
3 関係会社については、会社としての実体と関係性が異な

るにもかかわらず、米国の裁判所では、1 つのものとして

扱われました。便宜上、CITGOを以下「ターミナル」と

称し、荷主と用船者を以下「CARCO」と称します。 
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事実審裁判所、Frescati は CARCO から損害

賠償を受けられないと判断 
OPA90 に基づく責任当事者である Frescati は、

1 億 8,000 万米ドルを支払ったものの、基金か

ら約 8,800万米ドルの補償を受けたようです。 
 
Frescati は、船舶に対する損害、油濁処理およ

び補償金の賠償を求めて CARCOを提訴しま

した。米国政府は、基金が船舶の限度額を超

えて支払った費用の賠償を求めて CARCOを

提訴しました。 
 
事案は、ペンシルバニア州東部地区連邦地方

裁判所で審理されました。訴訟は複雑なもの

ではあったものの、実質的な構図は、Frescati
と政府が、ターミナルの運営業者である

CARCOに対して、バースまでの経路上にあっ

た錨に気付かなかったことは過失であると主

張したというものです。また、両者は、

CARCOが航海用船契約の安全バース保証に違

反したと主張し、この用船契約は Star Tankers
との契約であったが、Frescatiと米国政府は、

実質的な代位関係者として、当該契約の第三

受益者として賠償を受けることができるとも

主張しました。 
 
41 日間にわたる陪審抜きの審理の後、地方裁

判所は、不法行為上の請求と契約上の請求の

いずれも却下し、非安全バースという主張に

ついては、以下のとおり判断しました。 
「用船契約の当事者でない Frescati は、意図さ

れた第三受益者として、当該契約の安全港・

安全バース条項を発動しようとしている。本

事案では、CARCOまたは Star Tankersのいず

れの代理人からも、Frescati が当該契約の意図

された第三受益者であるとの証言は出されな

かった。しかし航海上、Frescati ではなく Star 
Tankersが ATHOS I 号の船主としての役割を担

っていた。Frescati と Star Tankersが、Frescati
による ATHOS I 号の損害賠償請求に関してロ

ンドンでの仲裁に関わっていたという証言も

あった。これは、Frescati が、第三受益者とし

ての地位ではなくとも契約上の救済を求めら

れるという説得力のある証拠である。」 
 
こうした結果が出たことに、他の法域ではさ

ほどの驚きはなかったでしょう。 
 
第三巡回区控訴裁判所は地方裁判所判決を破

棄 
第三巡回区裁判所は、「Frescati は、Star 
Tankersと CARCOとの間の用船契約内の安全

バース保証の受益者として明記されていない

が、ATHOS I 号がこの保証の恩恵を受けてい

ることから、同船の船主である Frescati は第三

受益者である」として、地方裁判所の判決を

破棄しました。 
 
実務上の問題としては、Frescati は、定期用船

契約の条件に基づいてロンドンで Star Tanker
に対する仲裁を自由に提起することができ、

また、米国法が適用される航海用船契約の第

三受益者として CARGOを提訴することもで

きるようになりました。実際、仲裁を継続し

て CARCOに対する法的手続きを進めること

により、Frescati が損害賠償を受けられる可能

性は高まりました。というのも、定期用船契

約の安全バース条項では、Star Tankersがバー

スを指定する際に相当の注意を払うことのみ

が義務付けられていたのに対し、航海用船契

約では完全な保証が定められていたからです。

第三巡回区裁判所は、これらの条項には整合

性がないと評価しましたが、「Star Tankersが
CARCOの安全バース保証に基づいて損害賠償

を受けることができるのに、その救済として

得た金銭を船舶の最終的な船主に回す必要が

ないというのは、奇妙なもうけ物（windfall）
と言えよう」と逆説的に判断しました。Star 
Tankersが被って CARCOに請求した損失は、

Frescati と政府による 1 億 8,800 万ドルのクレ

ームに照らせば微々たるものであり、控訴裁

判所がどのような「もうけ物（windfall）」を

思い描いたのかは定かではありません。Star 
Tankersが Frescatiに対する責任を負わないの
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であれば、Star Tankersには一切損失が発生せ

ず、1 億 8,800 万米ドルもの補償を受ける資格

は薄弱なものになります。 
 
覆った直接の契約関係 ― 英国の裁判所でも同

じ結果になる？ 
直接の契約関係という要件は、歴史的に、英

国と米国の契約法の根源であるコモンロー契

約法の柱の 1 つとなっています。つまり、契

約はその当事者以外のいかなる者に対しても、

その契約に基づいて発生する権利を付与した

り、義務を課したりすることはできないとい

うことです。また、その契約の当事者だけが

違反を理由として提訴する権利を有するとい

うことでもあります。米国の裁判所は個々の

事案において直接の契約関係という要件を骨

抜きにしてきましたが、その原理は英国法に

とっては原則的なものであるため、法令によ

ってそれを否定することが求められていまし

た。1999 年契約（第三者の権利）法では、当

事者でない者が契約の条件を強制する要件を

定めています。第三者として権利を主張する

根拠としては 2 つあります。つまり、契約に

明示の定めがある場合、または条件が第三者

に利益を与えようとしている場合です。ただ

し、契約当事者が第三者に契約を強制する権

利を持たせることを意図していないように見

えるときはこの限りではありません。 
 
英国の裁判所は、船舶、ひいては船主には航

海用船契約の黙示の受益者としての資格があ

るとする第三巡回区裁判所の結論と同じ結論

を出すでしょうか。英国法は、議論できるほ

ど幅広いようみえますが、おそらくうまくい

かないでしょう。原船主が非安全港またはバ

ースを原因とする損失を被った場合の用船契

約の「連鎖構造」の下での訴訟実務は、船主

が用船者に対して訴訟を提起し、これを受け

て用船者が下流の契約上の相手方当事者等に

対して訴訟を提起するというものです。特定

の用船契約の当事者だけが提訴する権利を有

しているため、当然、このようなドミノのよ

うな流れになります。用船契約の条件が英国

法と仲裁を指定しており、条件が原契約と全

く同じもの（back-to-back）である場合、当事

者は、同一の仲裁人を選任するとともに手続

きを併合することにより、仲裁を「合理化」

することに合意することができます。ただし、

これは便宜と費用節約を目的とするもので、

めったに行われることはありません。安全港

／バース保証の強制にあたり、英国法では、

条件が全く同じであっても、米国の訴訟で行

われていたように、連鎖の先端から末端に直

接向かう権利は認められていません。 
 
用船契約は、自由に交渉することが可能で、

その当事者は、交渉した結果として約束した

ことの責任を問われます。第三巡回区裁判所

は、定期用船の相当の注意義務という基準と

航海用船の保証とを比較した上での「棚ぼた」

を心配したのです。英国裁判所の場合は、お

そらく、公平さの確保ために契約の裏側を探

るのではなく、そうした不整合性は、船主が

自己の契約において相当の注意義務という基

準に同意した時点で、船主には Star Tankersの
航海用船契約の保証の恩恵を受ける意図はな

かったことを示すものであると判断すると思

われます。船主に Star Tankersに対する勝ち目

がほとんど残されていないという事実は、そ

れぞれの交渉力による帰結に過ぎないと言え

るでしょう。 
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まとめ 
控訴裁判所が、バースが実際に非安全であっ

たかどうかを判断するために、事案を地方裁

判所に差し戻したことから、ATHOS I号事件

の訴訟はまだ継続しています。これを判断す

るには、事実審裁判所は、大西洋の両側で引

用されてきた判例（英国の高等法院の

EASTERN CITY号事件 4）で定められた基準に

照らして事実を評価することが求められます。

したがって、地方裁判所の判決が出た後で、

同じ判例法を適用する米国の裁判所と、英国

の先例とを改めて比較する機会ができると思

われます。 

                                                             
4 [1958] 2 Lloyd’s Rep 127：問題となる当該期間の間に、

当該船舶が、なんら異常事態の発生なくして、優れた船

舶操縦術をもってしても避けられないような危険にさら

されることなく、港にたどり着き、港を利用し、かつ、

その港から出港することができなければ、その港は安全

とはならないであろうとの判決。 
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米国法 – 衝突事故後の大量の不法行為賠償請求に対する 
ローン・パイン命令の適用 

US law – Application of Lone Pine Order to mass tort claims following collision 
 
米国の裁判所が根拠のない大量（17,300 件）の不法行為賠償請求を門前払い 
 

 
 
米国の裁判官は最近、タンカー船EAGLE 
OTOMEの衝突事故 1による 17,300 件近くの賠

償請求を棄却し、タンカー船所有者であるマ

レーシアのAET社が勝訴しました。AET社は、

2010 年にテキサス州ポートアーサー港のサビ

ーネ・ネチェズ水路で起きた三重衝突事故の

後に、地元住民が賠償を求めて起こした大量

の訴訟について、事故後の被害の証拠が提出

されていないとして、この賠償請求の棄却を

求めていました。この訴訟で出された「ロー

ン・パイン命令」は、原告にその賠償請求を

裏付ける一定の基本的な要素を提示するよう

要求するものであり、原告はそれを満たすこ

とができませんでした。 
 
「ローン・パイン命令」の経緯 
「ローン・パイン命令」は、主に有害物質不

法行為に対する大量の賠償請求に使用される

特殊な訴訟管理メカニズムであり、原告に対

し、賠償請求を裏付ける証拠の提示を要求す

                                                             
1 商船 EAGLE OTOME の所有者としての AET Inc. Limited、
および管理者としての AET Shipmanagement (Singapore) Pte 
Limited の免責または責任制限の申し立てに関して。民事

訴訟番号 1:10-CV-51（テキサス州東地区）、2013 年 2 月 4
日に出された命令。 

るものです。原告は賠償請求を起こすだけで

は十分ではなく、申し立てた損害が当該の出

来事を主因とすることを証明する必要があり

ます。この命令の名前は、ローン・パイン社

（Lone Pine Corp.）の敷地からの汚染に起因す

る財産価値の損失と人身傷害に関して起こさ

れたロアー対ローン・パイン社の訴訟に由来

しています。裁判所は訴訟手続の日程協議後

に、原告の請求を裏付けるために以下の事実

と情報が不可欠であると判断しました。 
– 申し立てられた傷害を引き起こした物質また

は化学薬品の特定 
– 当該の物質に起因する特定の疾病、傷害、ま

たは疾患 
– 当該の物質への曝露と申し立てられた傷害ま

たは財産損害との因果関係 
 
これと同様の方法で、EAGLE OTOME の訴訟

で出されたローン・パイン命令は、その請求

を裏付けるための基本的な要素を提示するこ

とを原告に要求しました。 
 
EAGLE OTOME の事故に関する事実とロー

ン・パイン命令の発行 
2010 年 1 月 18 日、AET社が所有するシンガポ

ール籍のオイルタンカー船 EAGLE OTOME は、

約 57 万 6,800 バレルのオルメカ原油を積んで

テキサス州ネーデルランドのサンオイル社の

ターミナルへと向かっていました。しかし、

その 2 日後に、同船の船長は、代わりにエク

ソンモービルの施設が翌日に同船を受け入れ

ることになり、サビーネ・ネチェズ水路を経

由する航路を取るとよいだろうとの通知を受

けたのです。 
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そして、2010 年 1 月 23 日に、テキサス州ポー

トアーサー港のサビーネ・ネチェズ水路を通

過中の商船 EAGLE OTOME、商船 GULL 
ARROW、商船 DIXIE VENGEANCE の三重衝

突が起きました。EAGLE OTOMEの船首が

GULL ARROWの右舷と衝突し、そのわずか

数秒後に、曳航船 DIXIE VENGEANCE によっ

て押し出されたはしけ KIRBY 30406 が

EAGLE OTOME と衝突しました。続けさまに

起きたこの衝突の衝撃により、EAGLE 
OTOME の船体と中央のカーゴタンクに穴が開

き、その結果、約 86万ガロンの油と推定 46
万ガロン（1 万 1,000 バレル）のオルメカ原油

が水路に流出するに至りました。EAGLE 
OTOME の推定損失額は 150 万米ドルでした。

この事故の結果、原油から発生した蒸気の一

部がポートアーサー市内に流れ込んだと思わ

れます。万一に備えて事故近隣の地元住民と

企業に通知され、警戒区域内の約 136 人の地

域住民に避難勧告が出されました。  
 

 
EAGLE OTOME: 三重衝突 

 
この直後、AET社はこの衝突に起因する、ま

たは原油流出の結果による損害について責任

の免除または制限を求める手続を開始しまし

た。裁判所はそのとき、連邦民事訴訟規則

（Federal Rules of Civil Procedure）に従って、

衝突または原油流出に関連する傷害を主張す

る個人または団体に対し、テキサス州ボーモ

ントのジャック・ブルックス連邦裁判所に請

求を申し立てよう指示する通知が出されるこ

とを承認しました。この通知を受けて、請求

を申し立てるだけで賠償金を受け取れると考

えた地域住民から21,000件以上の請求が提出さ

れました。しかし、法的には、原告は証拠を

提示し、被った傷害がその衝突またはその後

の原油流出を主因とすることを証明しなくて

はなりませんでした。  
 
前例のないほど多くの件数の賠償請求と、こ

の訴訟の複雑さのために、米国のキース・ギ

ブリン下級判事は 2011 年 3 月 22 日に「ロー

ン・パイン命令」を出し、すべての原告に対

し、衝突または原油流出と、申し立てを行う

人身傷害または財産損害とを関連付ける専門

家の宣誓供述書を提出することを要求し、ロ

ーン・パイン命令を遵守しない場合、請求が

棄却される可能性があることを通知しました。

この命令の発行に対して、「モンスター原告」

と呼ばれる一部の原告は、この義務から逃れ

るために、ギブリン判事のローン・パイン命

令に異議を申し立てました。裁判所はその主

張に同意せず、それらを棄却するべきだと判

断し、ローン・パイン命令を支持しました。   
 
AET 社は、2013 年 4 月に、ローン・パイン命

令の要求に従わなかった原告の訴訟を棄却す

ることを求め、非遵守の原告の訴訟に対する

第一修正棄却申立書を提出しました。裁判所

は検討の結果、その申立書を認めるべきだと

判断したため、17,294 件の賠償請求は棄却さ

れ、打ち切られました。   
 
ローン・パイン命令に基づき裏付け証拠を必

要とする賠償請求の種類  
EAGLE OTOME の衝突と原油流出事故の結果

として提出された法外な件数の賠償請求には、

以下の申し立てが含まれています。  
– 流出した原油にさらされた結果として被った

人身傷害 
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– 流出した原油にさらされた結果としてではな

く、3 隻の船舶間の衝突の結果として被った人

身傷害 
– 衝突の結果による財産損害 
– 衝突の結果として被った事業の中断による損

害 
– 上記の種類以外の「その他の」損害 
 
ローン・パイン命令が EAGLE OTOME の訴

訟で役立った理由 
ローン・パイン命令の発行は、この複雑かつ

異例の訴訟の簡素化、原告と船舶所有者の両

方にとってのコストの節約、根拠のない賠償

請求が起こされていればその防御に費やされ

ていたであろう司法的・法的資源の節約を可

能にし、裁判所が世間の注目を集めたこの環

境訴訟を進めるにあたってとても役に立つも

のとなりました。 
 
まとめ 
ローン・パイン命令の基本的な目的は、原告

に対し、申し立てた損害の原因について明白

な証拠を示す文書の提供を要求することによ

り、提出された多数の賠償請求の中から根拠

のないと思われる請求を特定し、排除するこ

とでした。AET社の場合も同様で、最終的に

勝訴を勝ち取ったのは、ローン・パイン命令

が以下の役割を果たしたためです。 
– 被告に対し、証拠開示手続き中に莫大な金額

と財源を費やす前に、根拠のない賠償請求を

処理する機会を与えた。 
– 被告が訴訟内容をより正確に評価できるよう

にし、最良の結果を得るためどのように取り

組むか決定できるようにした。 
– 因果関係を明らかにする原告の義務の要とな

る技術的問題に訴訟の焦点を絞った。 
 
ローン・パイン命令は、証拠開示の迅速な処

理、司法資源の節約、および訴訟管理の促進

を実現したことから、重要な決定であること

が明らかになりました。これは将来、根拠の

ない大量の不法行為賠償請求を予めチェック

するための有効なメカニズムとなることを示

すものであり、原告が訴訟を提起する前には

確実な証拠を用意しなければならないことを

徹底させるようになるでしょう。 
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米国法 – 厳格責任法に基づく刑事責任 
US law – Criminal responsibility under strict liability laws 

 
SELENDANG AYU号事件が、船の有責性と責任に関する全体像を変えました。 
 

 
 
事故と救助の試み 
2004 年 12 月 6 日、パナマ船籍のばら積み貨物

船 SELENDANG AYU号は、66,000 トンの大

豆を積んでワシントン州シアトルから中国西

安市に向かっていました。同船には約 340,000
ガロンのバンカー油をはじめとする石油製品

（潤滑油等）も積載されていました。大圏針

路を進んでいた同船は、ベーリング海におい

て冬の嵐に遭遇しました。 
 
ユニマック海峡を通過した後、エンジンが故

障し、12 月 6 日の正午頃に停止しました。そ

のとき同船の位置は、北西 46 マイル（74 
km）、最寄り港（ダッチハーバー）から約

100 マイル（160 km）のところでした。エンジ

ン故障の原因として、第 3 シリンダーの亀裂

が疑われました。機関士らは、そのシリンダ

ーを隔離し、残る 5 つのシリンダーを使って

エンジンを再始動して、修理設備の整ったダ

ッチハーバーに向かおうとしました。その日

の 21 時までに第 3 シリンダーの隔離には成功

したものの、再始動には失敗し、同船は漂流

を続けたのでした。万一船が座礁した場合に

燃料の流出を防ぐため、燃料が船内タンクに

移されました。 
 

翌朝、エンジンの残り 4 つのシリンダーにも

亀裂が生じていることが判明しました。乗組

員らが、修理とエンジンの再始動を試みたも

のの 1、その努力もむなしく、不首尾に終わり

ました。米国沿岸警備隊（US Coast Guard 
[USCG]）にその状況が報告されました。しか

し、SELENDANG AYU号はアリューシャン列

島のある南方に向けて漂流しており、その海

域では、いかなる船も曳航支援を提供するこ

とができないことになっていました。 
 
12 月 7 日、ヘリコプターHH-65 ドルフィンを

搭載した USCGのカッター船 ALEX HALEY
号が現場に到着しました。その 4時間から 6
時間以内には、外航曳船 SIDNEY FOSS号も到

着する予定になっていました。そのほか、曳

船 AMES DUNLAP号も、ダッチハーバーを出

帆しました。AMES DUNLAP号は、

SELENDANG AYU号の船尾に連結して同船の

向きを風上方向に変えて、ウナラスカ島から

遠ざけるという役目を担っていました。しか

し、AMES DUNLAP号は ELENDANG AYU号

に連結後すぐに、安全上の理由から、曳航索

を切断するか、切り離すかの判断を余儀なく

されました。荒天が続き、再び曳航を試みる

ことができる状況ではありませんでした。そ

こで、ELENDANG AYU号は、錨を使える浅

瀬に移って錨を 1 つ降ろし、1時間ほどそこに

止まりました。左舷錨が船の船首に巻き付き、

右舷錨が使えなかったのです。ALEX HALEY
号が、右舷錨も降ろせるようにするために曳

航索を取り付けようとしたものの、これも不

調に終わりました。その日の遅く、

                                                             
1 後日、米国政府は、シリンダーの亀裂は不適切な保守と

荒天時の不適切な操作によって生じたものであると主張

しました。同船関係者らは、この主張に異議を唱えまし

た。 
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SELENDANG AYU号は、ウナラスカ島の北海

岸沖で座礁し、貨物の大豆やバンカー油のほ

か、有害物質が海に流出する事態となりまし

た。環境に対する事故の影響を最小限に留め

るために、船の沈没に備えて、冷海水中で燃

料が凝固するようにバンカー油の加熱を止め、

燃料を船内タンクに移すという措置が取られ

ていたものの、環境当局の推定によると、

SELENDANG AYU号から最大 128 万リットル

の燃料油（338,000 ガロン）が流出したという

ことです。 
 
37 マイル以上の海岸線が影響を受け、有責当

事者によって環境対応活動に何百万ドルもの

費用が投入されました。しかし、その取り組

みの甲斐なく、何千羽もの海鳥を死に追いや

ることになりました。 
 
同船関係者が厳格責任違反に問われる 
2007 年、米国司法省（Department of Justice 
[DOJ]）は、船主の刑事訴追が必要であると判

断しました。DOJは、ウナラスカ地域の天然

資源の保護と、この海域を航行する船舶によ

る、彼らが言うところの「同様の行為（similar 
conduct）」の防止に関心を寄せていました。

政府は、「安全をもてあそび、環境保護を目

的とする法律に違反する企業は、訴追される

ことになるであろう」と表明しました。 
 
この抑止力を補強するため、DOJは、同船関

係者に1,000万米ドルの罰金を科しました。船

主は、Refuse Act of 1899（1899年廃棄物法）

違反に係る2つの訴因（米国の航行可能な水域

への大豆と油の廃棄）と渡り鳥条約法

（Migratory Bird Treaty Act）違反に係る1つの

訴因（流出した油を摂取した渡り海鳥の「捕

獲（taking）」）で起訴されました。この罰金

の内訳は、社会奉仕活動に400万米ドル、リス

ク評価とその地域の危険を低減するための関

連プロジェクトの実施に300万米ドル 、アラス

カ海洋国立野生生物保護区アリューシャンク

レームユニットに100万米ドルなどです。この

ほか、メンテナンスプログラムの監査を実施

するという特別条件の付きの3年間の保護観察

処分も課されました。この起訴の珍しい点は、

裁判所がこれらの法令を「厳格責任」犯罪と

解釈した点であり、これに従うと、DOJは、

行為が行われたことだけを証明すれば十分で

あって、その意図を証明する必要はなくなる

のです。また、「厳格責任」においては、必

要性、脅迫、正当な目的など、他の刑事事件

に見られる通常の抗弁は認められません。 
 

 
罰金には、アラスカ海洋国立野生生物保護区に対する100

万米ドルも含まれています。 

 
このアプローチは、海運業界にとっては問題

となるものです。2007年以前、連邦政府が海

上事故に関連して刑事訴追を行ったのは、重

大な原油流出を招いた4件のみです。つまり、

United States対 Exxon事件、United States対
Rivera事件（T/B MORRIS J. BERMAN）、

United States対Eklof Marine Corp., Inc.事件、

United States対Bouchard Transportation Company
事件の4つです。このいずれの事案においても、

政府は、原油の流出は被告人の過失の近接的

な結果であって、水質浄化法（Clean Water Act 
[CWA]）に基づく軽犯罪に該当するものであ

ったことを事実審で証明したか、または司法

取引において被告人にこのことを認めさせま

した。CWAは、米国水域への汚染物質の排出

を規制し、表流水の水質基準を規制する基本

構造を定めたものです。CWAの基礎になるも
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のは、1948年に制定された連邦水質汚濁防止

法（Federal Water Pollution Control Act）と呼ば

れていた法律でしたが、これが1972年に大幅

に再編成されて拡大されました。1972年の改

正と共に、「水質浄化法」が同法の一般的な

名称となりました。CWAに基づき、環境保護

庁（Environmental Protection Agency [EPA]）は、

業界向けの排水基準を定める等、汚染防止プ

ログラムを実施しています。また、表流水中

のすべての汚染物質に関する水質基準も定め

ています。 
 
こうした初期の事案の中には厳格責任を問わ

れたものもありますが、SELENDANG AYU号

事件までは、原油流出について、1989 年廃棄

物法と渡り鳥条約法で認められていた厳格責

任犯罪のみを根拠に起訴／刑事訴追が行われ

たことはありませんでした。 
 
SELENDANG AYU号の関係者は、選択の余地

がないと感じ、原油流出に関連する 3 つの厳

格責任犯罪について罪を認めました。DOJが
専ら厳格責任違反の罪で船主を起訴したのは

現代史の中でもこの時だけです。 
 
船が起訴された根拠となる法律  
 
廃棄物法（Refuse Act of 1899） 
1899 年河川港湾法（Rivers and Harbors Act of 
1899）が最も古い環境刑法です。通常、廃棄

物法として知られているものです。同法は、

許可を得た場合を除き、米国の航行可能な水

域への廃棄物の排出について、厳格刑事責任

を定めています。廃棄物法は、特に、あらゆ

る種類の廃棄物（残留物質を含む）の排出を

禁止しています。本事案においては、事故の

結果として廃棄されたものであるという事実

に反して、油と大豆が「廃棄物（refuse）」と

みなされ、したがって、これらを米国水域へ

排出したことは廃棄物法に反するとされまし

た。 
 

渡り鳥条約法（Migratory Bird Treaty Act 
[MBTA]） 
これは、原油流出に関連するもう一つの厳格

責任法です。MBTAは、方法を問わず、渡り

鳥を殺傷することを禁じています。同法は、

渡り鳥が原油流出により殺傷された場合に適

用されてきました。MBTA違反には、鳥を殺

傷する故意は必要ありません。MBTAは厳格

責任法であるため、認められる唯一の抗弁は、

被告人の行為が渡り鳥の殺傷を引き起こした

のではないというものです。 
 
政府が、廃棄物法または MBTAに基づいて有

罪判決を支持する場合、厳格責任犯罪に関す

る訴追において、知識、意図、過失を証明す

る必要はありません。政府は、廃棄物が米国

の水域に流入したことまたは渡り鳥が殺傷さ

れたことを証明するだけでいいのです。した

がって、原油流出問題では、廃棄物法と

MBTAがよく根拠とされます。この 2 つの法

律に基づいて起訴されると、流出事故に関わ

った船主や運航業者等が刑事責任を負う危険

性が高くなります。 
 
虚偽の供述の申立てと調査の協力 
DOJは、SELENDANG AYU号の船長と乗組員

は事故調査中に虚偽の供述をしたと主張しま

した。米国政府は、USCGと国家運輸安全委

員会（National Transportation Safety Board）に

対する陳述書の提出に際しての船の乗組員の

行為を理由として、虚偽の陳述という訴因を

提出できる状態にあったと考えています。

2005 年 4 月 1 日、船長はこの罪を認め、それ

に伴って、刑事訴追に対する同船関係者の抗

弁が複雑になりました。 
 
同船関係者らは、乗組員の虚偽陳述に対する

使用者責任を認めたものの、座礁は、同船関

係者またはその関係者に対する過失の結果で

あったと引き続き主張しています。同船関係

者らは、良好な協力を認めた上で、DOJの方

針、原則、連邦訴追・環境犯罪部門任意開示



    
US law – Criminal responsibility under  
strict liability laws                                                                                                          Gard News 211 August/October 2013 

36 
 

方針（Federal Prosecution & Environmental 
Crimes Section Voluntary Disclosure policy）に従

ったこと、そして、調査中に米国政府が虚偽

陳述の訴因および同船関係者に対して CWA違

反で起訴された場合に適用される罰則を断念

することに同意したことを、証明しました。 
 
民事責任の制限 
DOJが厳しい「無過失（without fault）」刑事

罰を科したにもかかわらず、国家油濁基金セ

ンター（National Pollution Funds Center [NPFC]）
は、2012 年 1 月 27 日付の決定において、1990
年油濁法に基づく請求と損害に対する責任を

制限すべきという SELENDANG AYU号の船

主と運航業者の主張を認めました。 
 
NPFC は、エンジン事故、その後エンジンを再

始動できなかったこと、同船が座礁する前に

同船の救助に失敗したことに関する証拠を調

査しました。 
 
NPFC は、同船関係者は、事故は悪意のある故

意、重過失または故意から生じたものではな

いことの立証責任を果たしたと判断しました。

また、米国法令の違反は認められませんでし

た。肯定的に見れば、同船の船主と運航業者

は流出後の対応活動に協力し支援したと判断

されたということです。 
 
この判断によって、船主、運航業者のほか、

各種保険会社は、限度額を超えて費やされた

金額を実質的に回収できたものの、これには

罰金は含まれてはいません。 
 
得られた教訓 
– 厳格責任法では抗弁を主張する余地がほとん

どありませんが、現地の当局に正直であった、

協力的であったなどの積極的な行為が船舶に

有利に働くことがあります。 
– 一体的な取り組みも有用な場合があります。

船舶の船主、用船者その他の関係者は、お互

いに責任を押し付けるのではなく協力するこ

と、そして、大局的に捉えることで利益を得

られることがあります。 
– 今日のように即時に情報が広がる環境下にお

いては、あらゆる形態のメディアの影響に常

に注意を払うことが重要です。電子ブログや

ソーシャルメディアは、伝統的なテレビやラ

ジオよりも早くニュースを紹介することが少

なくありません。 
– 環境コンプライアンス計画（Environment 
Compliance Plan [ECP]）を実施することで、環

境法違反を理由として、犯罪捜査や訴追など

のために入港船舶が拘束される可能性を低め

ることができます。監督や独立検証などの要

素を盛り込んだ幅広い包括的な ECPも、船員

らの法令遵守に対する意識を高め、不遵守の

問題を減らす上で役立ちます。 
– 厳格責任法に基づく刑事責任は、責任を制限

する船主の能力には影響しない可能性があり

ます。重大な事故の場合には、制限の可能性

を確保するため、直ちに弁護士に相談すべき

です。 
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Gard のウェブサイト – 日本語ページ 
Gard website – Dedicated Japanese page 

 
 
Gard のウェブサイトの中に、日本語のページ

ができました。 
 
このページでは、Gard Newsや Loss Prevention 
Circular の日本語版を掲載しています。 
 
こちらの URLからアクセスできます。 
http://www.gard.no/japanese

 
または下記の Gard のホームページ

（www.gard.no）からもアクセスできます。 
 

 

http://www.gard.no/japanese
http://www.gard.no/japanese
http://www.gard.no/
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船舶の事故 – 航海計画の立案と座礁 
Hull and machinery incident – Voyage planning and grounding 

 
教訓となった座礁 
 
事故の概要 
船積港での出港準備において、その貨物船の

二等航海士には多数の作業が割り当てられて

いました。その航海士は、船積み作業が終了

するとすぐに、甲板でのバンカリング、密航

者点検、喫水確認などの業務に追われ、航海

計画書を仕上げる時間を十分に確保すること

ができませんでした。どうにか捻出した時間

を使って、航路のウェイポイントを表にまと

め、その座標を GPS受信機に入力しました。

そして、出発前に、水先案内と曳航関連に絞

った簡潔なブリーフィングを行ったのです。  
 
航海 1 日目の朝、その二等航海士は、海岸図

を太平洋を含む総図に差し替え、その概観図

と位置記入図に航路をマーキングしました。

そして、航海数日目に、2 つの中間地点の間で

航路が小さな群島の近くを通過することに気

付きました。彼は計画通過距離を 10 海里と算

定し、許容範囲内であると考えました。その

地域のみを表す海図上では、航路はほとんど

群島に接触している状態でした。  
 
航海 4 日目の夜、船長は接近する群島を全く

考慮せずに平常どおりに夜間命令簿を書き上

げました。位置記入図にマーキングされた位

置情報は、船が計画どおり進んでいることを

示していました。そのとき、当直の二等航海

士が、レーダー画面の左舷船首付近に大きな

エコーを発見しました。彼はそれがウェザー

ルーティングマップで予報されていた気象に

関連したものであると思い、そこにいた甲板

員に強いにわか雨が降りそうだと伝えました。

双眼鏡で状況を確認しようとしたところ、真

っ暗で何も見えなかったようです。二等航海

士は、にわか雨が左舷後方の約 5海里離れた

ところを通過していることを確認しただけで、

それ以上は調査を行いませんでした。  
 
次の当直者である一等航海士が、ブリッジで

夜間命令簿と GPSを点検し、船が針路線上に

あることをクロストラックエラー表示で確認

した後、レーダー表示のすぐ隣の操舵席に座

りました。非常に暗かったため、視界の算定

はできなかったようです。当直の交代時に、

二等航海士からは航路と次のウェイポイント

についての報告は受けていたものの、小さな

群島があることやにわか雨が予想されること

は伝えられていませんでした。  
 
その後、一等航海士はレーダー画面上で、大

きなエコーが前方すぐ近くにあることに気づ

きました。その一等航海士は、そのエコーが

嵐雲によるものであろうと判断した矢先、船

が何かにぶつかったのを感じました。船は、

数百マイルの範囲内にただひとつ存在する群

島に衝突し、座礁したのでした。  
 
船主や保険会社はこの事故で大きな経済的打

撃を被りました。この事故で船と貨物をすべ

て失ったほか、バンカー油が流出し、環境破

壊を招くおそれも生じました。人命を失わず

に済んだことが唯一の救いでした。 
 
事故から得た教訓 
位置記入図には立入禁止区域が記入されてい

ないにもかかわらず、当直の船員は、位置記

入図のみをたどり、船に備えていた英国版海

図を参照していませんでした。その結果とし

て、航路は島に突進してしまいました。この

事故は様々な要因が絡み合って生じたもので

すが、本稿では、「航海計画の立案と測位」

に絞って取り上げます。 
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航海計画の立案と測位 
二等航海士が最初に海図図に針路を引いた際

に、島近くの座標の書き込みを誤りました。

その結果、計画針路上では、同船がこの群島

から約 10 海里離れたところを通過することに

なってしまっていました。もし座標を正しく

書き込んでいれば、船が 1 つの島の上を通過

するような針路となっていたでしょう。位置

記入図には、立入禁止区域が記入されていま

せんでした。このような狭い通過距離を概観

図上で判断することは、船が開放水域を航行

する際には十分な距離を確保すべきという会

社指示事項を遵守しなかったことになります。 
 
ブリッジでは、島の近くを通過することを認

識してはいたものの、それがいつなのかは把

握していませんでした。危険地域が位置記入

図にマーキングされてあったら、ブリッジは、

その先にある危険について注意することがで

きたと思われます。 
 
二等航海士も一等航海士も船が群島に向かっ

て進んでいたことに気付きませんでした。な

ぜなら、その先に危険があることを示唆する

ようなことは位置記入図に書き込まれていな

かったからです。ブリッジチームは、周囲の

危険について、船の位置をモニターするので

はなく、レーダー画面上の GPSの航跡を辿っ

て確認していたようです。座礁の数時間前に、

二等航海士はレーダー画面上の大きなエコー

に気付いていましたが、それが陸ではないか

と疑って確認も調査も行っていませんでした。

そして、この重要な情報が一等航海士には伝

えられず、さらには、一等航海士もレーダー

画面上のエコーを見逃したのです。 
 

ブリッジ・リソース・マネジメント 
ブリッジ・リソース・マネジメントとは、通

常、ブリッジチームが入手可能なすべての人

的・技術的情報源を効率的に管理・使用する

方法であると定義されます。その目的は、安

全な航海を立案・実行することにあります。

そしてブリッジ・リソース・マネジメントの

最も重要な側面の 1 つに、ヒューマンエラー

の予防があります。つまり、ブリッジ・リソ

ース・マネジメントは、航海計画の実行面だ

けに限らず、航海計画の立案を含む、全プロ

セスへの適用が意図されたものとなっていま

す。企業の中にはブリッジ・リソース・マネ

ジメントを導入しているものもあり、安定し

た船舶の運用に役立てているようです。 
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成層化した河系における船舶の腐食 
Vessel corrosion in stratified river systems 

 
汚染された河系ではどうして船体がひどく腐食するのでしょうか？ 
 
ときおり、船主から、特定の港――特にベト

ナムの汚染された河系の港――に寄港した後

で船体がひどく腐食したとの報告を受けるこ

とがあります。調査でも、この現象が起きる

理由はまだ解明されてはいませんが、船主ら

は、特定の港に寄港した後に腐食が発生した

という事実関係について強い確信を持ってい

るのです。 
 
報告された中には腐食の程度が極めて大きい

ものがあり、2～3 日停泊した後、船体の広範

囲で鋼鉄の厚さが最大 40%も減少しているこ

とがみつかる場合もあります。また、港の水

質に問題があることを示す、船底塗料の変色

という事象も報告されています。こうした事

実から、船主らは、川の汚染状態がひどい腐

食の原因であるとの確信を抱くようになった

のです。  
 

 
ゴダウ港寄港後のひどい腐食の例。この船は寄港の直前

に乾ドックを受けたばかりなので、腐食の原因は、ゴダ

ウ港に寄港したこと自体と関連があります。 

 
ベトナム・チバイ川のゴダウ港 
2007 年から 2009年の 2 年間に、Gard では、

多くのメンバーやクライアントの方々から、

ベトナムのホーチミン市南東に位置するチバ

イ川のゴダウ港に寄港後、船体の深刻な腐食

が見つかったとの報告を受けました。ある事

例では、乾ドックと船体検査を受けたばかり

の船舶において、ゴダウ港に寄港した直後に

船底外板の防汚塗料がひどく変色しているの

が発見されました。もっと深刻な事例もあり

ます。それは、側板と船底外板に深刻な腐食

が発生し、修繕造船所で 16トンの鋼鉄製船体

板を新しいものに交換するのに 40 日以上も要

したケースです。このケースでは、腐食の原

因は、専らチバイ川を航行したことであると

船主らは確信していました。その当時の調査

から、多数の船主らがこの地域を航行した後

に同じような腐食の問題に直面していたこと

が明らかになっています。また、報告のあっ

たいずれのケースでも、同港に停泊した期間

はわずか数日であるにもかかわらず、その後

に船体の塗装や鋼鉄に深刻な損傷が見つかっ

ています。問題が発生した際に採取された水

試料の分析が行われた結果、ゴダウ港付近の

チバイ川の水は有機物によってひどく汚染さ

れていたことが判明したものの、同港に寄港

した船舶において、急速に腐食が進んだ原因

は特定されていません。 
 
鋼鉄の腐食が急速に進む過程を理解するには、

川の水の構成、つまり化学成分だけでなく、

水が物理的に成層化 1していることについても

知っておく必要があります。ゴダウ港で見ら

れるほどの速さで腐食が発生するのは、電気

化学プロセスが鋼鉄の腐食を促進しているか

らに違いありません。 
 
ゴダウ港はブンタウのデルタ地帯から 20 マイ

ル上流に位置しています。水深が浅いため、

同港には最大喫水 11.1m の船舶しか入港でき

                                                             
1 物質が層を成し、混ざり合わず、層状に分かれている状

態 
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ません。川床の地形は、水流によって変形し

ている部分と、バース付近の深さを確保する

ために浚渫された部分があります。最大水深

は 30m で、水路の深さは 6.5m、平均 4.5m の

干満差があります。ゴダウ港とこの地点まで

の流域は干満の影響を受けます。つまり、潮

流が運ぶ海水（淡水よりも重い）がより深い

位置の窪地に溜まる一方で、淡水は川の水面

を流れていきます。このように、チバイ川で

は重い海水が底に溜まり、軽い淡水が上部を

流れるため、河系が層状、つまり重構造にな

っているのです。  
 

Water layer Chemical 
compounds 

Overall electrical 
charge (Eh) 

 

Oxygenated 
freshwater O2  Fe3+ NO3

- +  

Oxygenated 
seawater O2  SO4  Fe3+ NO2

- +  

Oxygen depleted 
seawater H2S  Fe2+ NH4

+ -  

図1.  感潮河川の水層の構成と化学成分: これらの層を通過

する船舶は、マイナス電気を帯びた下側の水層とプラス

電気を帯びた上側の水層との間で導体の役割を果たしま

す。 

 
原因 
一般的なベトナムの川、特にチバイ川は有機

物と肥料の両方が原因でひどく汚染されてい

ることが報告されています。川の流域にはセ

ルロース工場があるほか、農業活動、生活排

水、化学工業からの排水がすべてこの河系に

直接流れ込んでいます。これらの排水は、一

部は水深の深い所に直接沈殿します。また、

一部は水面の藻類の成長を促進し、これによ

って水深の深い層にさらに有機物が堆積して

いきます。このようにして川床の海水層に大

量の有機物が流れ込むのです。川の水流で洗

い流される部分には水面から酸素が供給され

る一方で、海水の溜まるより深い窪地では、

酸素濃度を維持できるほど十分には水の交換

が行われません。腐敗性有機物は利用可能な

すべての酸素をすぐに消費するため、水は

「腐敗」して硫化水素(H2S)特有の臭いを発し

ます。これは長い間空気に触れていない泥や

バラストからも発生するため、船員にはおな

じみのものです。  
 
現地調査では、汚染や水の成分の詳細につい

て不明な点が残るものの、入手できた報告だ

けでも、川底の水は、酸素が枯渇して様々な

有機汚染物質であふれかえっていることが十

分想定できます。さらに、ゴダウ港に至るま

での川は干満があり、川の中の状態が時間と

共に変化することがあるため、川の流れ、干

満の大きさ、および川に排出される汚染物質

によって腐食効果の程度に差が見られること

があります。  
 
潜在的原因 
急速な腐食の過程について、考えられる理由

を図 1 および 2 に簡単に示しています。酸素

が枯渇した海水と酸素を含む水面の水が、安

定した層となって分離されている場合は、こ

れらの層の間には電荷差があり、層の間の相

間全体に計測可能な電位が形成されます。酸

素が枯渇した海水には硫化物やその他の化学

的に還元された化合物が含まれています。一

方、酸素を含んだ海水とその上の淡水には化

学的に酸化された化合物が含まれています。

硫化物を含んだ水と酸素を含んだ水との間の

電位は約 1Vで、十分に鉄を溶解（つまり、腐

食）させることができます。鋼鉄製の船体は、

海水と淡水の層の間で導体の役割を果たすた

め、この過程で短期間に外板に穴が開くこと

があるのです。  
 
船側に沿って帯状に船底塗料が変色するのは、

船底塗料の銅と水中の硫化物や硝酸塩が化学

反応を起こすためです。これにより、青を特

徴とする銅成分が形成されます。 
 
ベトナムの地元当局がこの区域への立ち入り

を制限しているため、調査は困難です。適切

な調査を行うには現地で入手できない装置を

使用する必要があり、既に集めた情報はバッ

クグラウンドデータのない非常に表面的な報
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告書の中でしか共有されていません。このた

め、水質が改善されたかどうか、またそれに

よってゴダウ港に停泊する船舶にとって条件

が改善されたかどうかを確認するのは困難で

す。  
 

 
図 2.  干満の影響を受け、相当な量の有機物が流れ込む河

系では、淡水が流れる上部層、酸素を含む海水から成る

中間層、川床の深い窪みの中の酸素が枯渇した海水から

成る下部層の 3 つに層化することがあります。 

 
証拠  
ゴダウ港の状態は例外的なものではありませ

ん。船体への深刻なダメージは特定の条件が

あれば起こり得るからです。この現象を記録

する上で最も信頼できる証拠となるのは、水

中の酸素濃度、酸化還元電位、塩分含有量を

水底から水面まで連続的に計測することです。

計測は特別設計のプローブを備えた機器を用

いて行います。このプローブを水柱に沈める

と、すぐに計測が開始されます。このような

機器を備えているのは残念ながら特殊な海洋

調査機関しかありませんが、測量士が持ち運

びできる携帯型の機器もあります。そして、

急速な腐食が問題視されている港では、これ

らの計測結果が必要な裏付けを与えてくれま

す。広範囲で水試料を採取してもあまり役に

は立ちません。  
 
この記事を作成するにあたってベルゲン大学

の Gunnar Bratbak 教授にご助力いただいたこ

とに感謝いたします。  
 
 
 
 



    
Germany introduces new maritime law                                                                      Gard News 211 August/October 2013 

43 
 

ドイツ、新海事法を導入 
Germany introduces new maritime law 

 
 
150 歳のドイツ海事法の更新 
 
2013 年 4 月 25 日、ドイツ商法の海事法

（German Commercial Code）に関する新たな規

則が施行されました。ドイツは、1924 年ヘー

グ条約の締約国です。ドイツは、ヘーグ・ヴ

ィスビー条約は批准していないものの、ヘー

グ・ヴィスビー条約を、最近全面的に改正し

たドイツ商法の第 5 巻（Fifth Book）に組み込

みました。物品の運送に関する変更の一部を

以下に紹介します。 
 
適用 
ドイツは、引き続き 1924 年ヘーグ条約の締約

国であり、ヘーグ条約国（つまり、ヘーグ条

約を批准しているが、ヘーグ・ヴィスビー条

約は批准していない国）で発行された船荷証

券に基づく貨物の運送にはこのヘーグ条約を

適用しています。船荷証券がドイツで発行さ

れた場合には、貨物が他のヘーグ条約国の港

から運送されるか、またはヘーグ条約国の港

に運送されることを条件に、ヘーグ条約が適

用されます。 
  
貨物がヘーグ条約国で発行された船荷証券に

基づいて運送されるのではない場合、船荷証

券が発行されたか否かにかかわらず、改正さ

れたドイツ商法の規定がすべての運送契約、

つまり、単一積送品の運送に係る契約

（「Stückgutfrachtverträge」）と航海用船契約

に適用されます。 
 
運送書類  
新海事法は、船荷証券と海上貨物運送状とい

う異なる 2 種類の運送書類を認めており、こ

れらは、今日ではいずれも電子的に発行する

ことができます。 
 

甲板積み運送と積み替え 
運送契約の下では、運送人は、物品を積み替

えることができないものの、コンテナに積み

付けられている単一の積送品の運送契約の場

合、例外が認められています。 
 
また、荷送人の明示の承認なく、物品を甲板

で運送することはできません。しかし、新法

では、物品がコンテナに積み付けられている

場合、または甲板上で「積込装置（loading 
devices）」を運送するのに適した船舶であっ

て、物品が当該積込装置に積み付けられてい

る場合には、承認は必要ではないと定められ

ています。 
 
実運送人の責任 
実際に運送を行った人（実運送人）が貨物関

係者と直接の契約上の関係がない場合であっ

ても、当該実運送人の責任が法律上、規定さ

れています。 
 
用船契約の条項の船荷証券への組み込み 
新海事法は、船荷証券が参照するだけの契約

条項は船荷証券に組み込まれないと定めてい

ます。この規定は、「裏面と同じ日付の用船

契約のすべての条件、権利、例外（法および

仲裁条項を含む）が本書に組み込まれる」等

の条項を含む用船契約と共に使用されるすべ

ての船荷証券に適用されます。新海事法の下

では、かかる条項によって用船契約の条件が

船荷証券に組み込まれることはないことから、

船荷証券に適用される法規定に関して契約上

合意した例外として、荷受人に対する抗弁と

はなり得ません。したがって、船荷証券にド

イツ法が適用される場合、参照によって用船

契約の条項を組み込むに過ぎない組込み条項
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を、Congenbillまたはこれと同様の標準的な書

式において使用することは賢明ではありませ

ん。言い換えると、用船契約の具体的な条項

を船荷証券に明記する必要があるといえるで

しょう。 
 
運送人の免責 
新しいドイツ商法の制度の下では、船舶の航

行・管理と、船上での火災・爆発における作

為または不作為は、法律上の免責事項ではな

くなりました。しかし、これら 2つの免責事

項については、個別に、または標準的な条項

により、合意することができます。したがっ

て、それに応じて運送契約を修正する必要が

あります。 
 
標準的な条項によってこれらの 2つの免責事

項に合意することは、「単一積送品の滅失毀

損に対する運送人の責任に関する法規定は強

制的なものであり、標準的な条項ではなく個

別契約によってのみ適用を除外することがで

きる」という一般原則の例外となります 1。 
 
また、単一積送品の運送契約では、標準的な

規定によって船積み前または荷揚げ後に陸上

で発生した滅失毀損を免責すること

（「Landschadensklausel」と呼ばれる）が不可

能になったことにも注意する必要があります。 
 
船舶のアレスト 
ドイツで船舶のアレストを申し立てる場合、

債権者は、船主に対する一応の証拠のある請

求権（prima facie claim）を立証しさえすれば

よくなりました。アレストが認められなけれ

ば、将来の判決が執行される可能性がなく、

執行が非常に困難であることから、申立人が

特別な必要性を証明しなくてもよくなりまし

た。申し立ての際の担保に関しては、裁判所

が任意に求めるケースが増加する否かはまだ

                                                             
1 この一般原則は、航海用船契約に基づいて運送される貨

物には適用されません。 

分かりません。これまでのところ、申立人が

請求額の 3 分の 1 の金額に相当する担保を供

託しなければならないという経験則が尊重さ

れています。 
 
まとめ 
ドイツの新海事法により、多くの変更がもた

らされましたが、海運業界にとって最も重要

なものは、用船契約の条項の船荷証券への組

み込み、運送人の免責、アレスト手続の単純

化に関する変更であると思われます。 
 

Gregor Harbs著（Ahlers & Vogel、在ハンブ

ルグ法律事務所） 
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Gard アカデミーサマーセミナー2013 
The Gard Academy Summer Seminar 2013 

 
Gardアカデミーの定例サマーセミナーがアーレンダールにおいて 2013 年 6 月 5 日から 7 日に開催さ

れ、20 カ国以上から 130 名の方々が参加されました。 
 
今年のプログラムでは以下のプレゼンが行わ

れました。 
- 「現状報告―Gard と海上保険市場」 Claes 
Isacson（Gard）  
- 「世界貿易: 海運業は目立たない存在か?」 
Victor Norman 教授（ノルウェー経済大学） 
- 「北極海航路―現状と今後の見通し」 
Mikhail Belkin（ロシアの ROSATOMFLOT）お

よび Reidun Haahjem（Gard）  
- 「なぜアーレンダールか? 世界最大級の P&I
クラブがノルウェーの海岸近くの小さな町に

拠点を置く理由について」 Alf Martin Sandberg
（Gard）  
- 「危機的状況: 2013 年アラスカで発生した掘

削リグ「クルック（Kulluk）」の大事故」 
Frank Gonynor（Gard (North America) Inc.）  
- 「残骸撤去の課題」 Nick Platt（Gard (UK) 
Limited）  
- 「国際油濁補償基金―最新情報」 Gaute 
Sivertsen（1992 年基金総会の議長）  
- 「海事クレームと保険に関する Gardの新ガ

イダンス」 Richard Williams教授（スウォンジ

ー大学）  
- 「Gard保険商品」 André Kroneberg 
 

 
6 月初旬のアーレンダールには多くの人々が訪れます。 

 

6 月 5 日夜は、ゲストをタパスと地元料理で歓

迎しました。 
 
6 月 6 日午後、セミナー参加者は、Gard本部

から少し離れた場所にある庭園と海辺を訪れ、

1920 年代の漆塗りの木製クラッシックヨット

や伝統的な無甲板船にて、陽光の中、歴史の

旅へと出かけました。 
 

 
参加者は伝統的な無甲板船に乗り込んで添乗ガイドの説

明を聞きながらクルージングを楽しみました。 

 
クラッシックヨットのセーリングレッスンに

続き、アーレンダールの港長立ち会いの下、

レガッタが行われました。レガッタでは、ス

タート地点とゴール地点で、アーレンダール

の Gard伝統の祝砲で鳴らされました。祝砲に

使用した鉄製の大砲は、2007 年の Gard 100 周

年の際に初めて展示されたもので、砲手は、

威厳のある Arendal Borgerline Militaireの軍服

姿の士官が務めました。 
 
参加者は、伝統的な無甲板船に乗り込んで添

乗ガイドの説明を聞きながらニデルバ川のク

ルージングを楽しんだり、Gard の社員らと一

緒に現地のゴルフコースでプレイを楽しんだ

りして過ごしました。 
 
6 月 6 日夜は、Gardの本部にて新鮮な貝類の

ビュッフェとなりました。 
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いずれ日の夕方も、Gardの社員らが 3 つのバ

ンドを結成して、「ブルーグラス」、吹奏楽、

ラテン音楽などの演奏を披露しました。 
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舶用ディーゼルエンジン – 入門編 
Marine diesel engines – A bluffer’s guide 

 
今回の非海上勤務者を対象とする船の建造・運用ガイドでは、船用推進システムについて取り上げ

た Gard News 210 号の続編として、ディーゼルエンジンの基本について解説します。 
 
船の大きさや形の違いは外観から分かります

が、船舶を推進する仕組みは外側からは確認

できません。船用推進システムも、船と同じ

く多種多様なものがあり、この 200 年間で大

きな進化を遂げてきました。当初は蒸気駆動

が中心で、現在はディーゼル駆動が大半を占

めています。ディーゼルエンジンは、1912 年

に商船に初めて導入され、現在は商船の約

85%がディーゼルエンジン駆動であると推定

されています。現在ディーゼルエンジンが主

流となっているのは、ディーゼルエンジンの

熱効率に優位性がある－つまり、少ない燃料

でより遠くまで進むことができる－からです。 
 
ディーゼルエンジン 
ディーゼルエンジンは、1892 年にルドルフ・

ディーゼルが発明したもので、その名にちな

んで名付けられました。当時のエンジンは、

圧縮点火式で重さは 5 トンあり、最高出力は

わずか 20 馬力でした。エンジンは外燃式（蒸

気ボイラー等）と内燃式のもの、さらに火花

点火式と圧縮点火式があります。エンジンは

主に以下により分類されます。 
i) 2 または 4 ストロークオペレーティングサイ

クル 
ii) クロスヘッドまたはトランクエンジン 
iii) 各エンジンの回転速度 
以下、これらについて説明します。 
 
2 または 4 ストローク 
舶用ディーゼルエンジンは、どれも外観が似

ており、実際に共有部品も多いのですが、2ス
トロークエンジンと 4 ストロークエンジンと

では、オペレーティングサイクルが大きく異

なります。2 ストロークエンジンでは、当然の

ことながら 2 つのストロークで動力サイクル

が完了します。つまり、上昇・下降を 1回ず

つ行うとクランクシャフトが 1 回転します。2
ストロークエンジンでは、サイクル開始時に

はピストンがシリンダー下部に位置していま

す。シリンダー内に空気が流れ込み、排気弁

（通常はシリンダーカバー内）が開きます。

ピストンがシリンダーを上昇させるとシリン

ダーライナーの吸気ポートが塞がれ、閉じ込

められた空気が約 20 分の 1 まで圧縮されます。

空気は圧縮されるにつれて熱くなり、ピスト

ンがシリンダーの上端に達する直前に燃料が

噴射されます。燃料は噴射されると高温の空

気によって燃焼します。空気・燃料の燃焼が

進むとシリンダー内の圧力が約 180～200 バー

ルまで上昇します。この圧力がピストンに作

用してピストンを押し下げ、その力が連接棒

を経由して、あるいはピストン棒から連接棒

を経由してクランクシャフトに伝達されます。

この動作は、吸気ポートが開いて新鮮な空気

がシリンダーに流れ込み排気ガスを掃気する

まで続きます。   
 
一方、4 ストロークのシリンダーには吸気ポー

トはなく、その代わりにシリンダーヘッド内

に弁が取り付けられています。4 ストロークで

は、クランクシャフトが「爆発」するのは 2
回転に一度だけです。つまり、クランクシャ

フトは 1 回の燃焼につき 2回転します。4 スト

ロークエンジンは、シリンダー内でピストン

が移動することで作動します。ピストンが下

降するとシリンダー内に空気が取り込まれ、

空気取入弁が閉じます。するとピストンがシ

リンダーを上昇させ、閉じ込められた空気が

圧縮されて熱くなります。ここで噴射が行わ

れ、さらに圧力が急上昇してピストンを押し

下げます。最後に、ピストンが次の上昇スト
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ロークでシリンダーの排気ガスを排気します。

排気ガスはシリンダーヘッドの別の弁から排

出されます。この工程は、もっと簡単に「吸

入、圧縮、爆発、排気」と説明することもで

きます。4ストロークで 1 回爆発する間に、2
ストロークでは 2 回爆発することから、同じ

大きさのエンジンであれば、2ストロークエン

ジンの出力は、4ストロークの約 1.8 倍になり

ます。 
 
クロスヘッドまたはトランクエンジン 
基本的に、これらは連接棒にピストンが直接

取り付けられているかどうかで区別します。

トランクエンジンの場合、ピストンは連接棒

経由でクランクシャフトに取り付けられてい

ます。ピストンスカートは、クロスヘッドエ

ンジンよりかなり長いものの、その役割はク

ロスヘッドと同様で、連接棒の傾斜による推

力を吸収します。クロスヘッドエンジンでは、

ピストン／シリンダーがエンジンのクランク

ケースから分離しています。クロスヘッドエ

ンジンの短所は、高さがトランクエンジンの

ほぼ 2 倍あることです。  
 
エンジン速度 
エンジン速度は、一般的に低速、中速、高速

の 3 つのグループに分類されます。ほとんど

の低速エンジンでは、最高速度がおよそ 100～
120rpm1の範囲内であるため、エンジンを推進

軸経由でスクリューに直接接続することがで

きます。低速エンジンは、2 ストローククロス

ヘッド型です。  
 
中速エンジンは、通常 4 ストロークで、約 400
～600rpmで回転します。この程度の速度では

スクリューが効率的には動きません。この非

効率性を解消するため、通常はエンジンのギ

アを低速にしますが、これが中速エンジンの

制約の一つとなっています。当然、ギアを低

                                                             
1 Rotation per minute / Revolution per minute：回転などの周

期的現象が 1 分間に繰り返される回数を示す単位 

速化すると変速機による効率損失が起こりま

す。 
 
高速エンジンについては、商船ではおそらく

救命ボートでしか目にしないでしょう。その

ためここでは取り上げません。 
 
ターボ過給 
救命ボートのエンジンの話に少し戻りますが、

これらは（おそらく非常用発電機を除いて）

船舶で唯一確認できる無過給機関です。その

他、2 ストロークと 4 ストロークのいずれにも、

エンジンにはターボ過給器が付いており、排

気ガスを利用して空気圧縮機を駆動していま

す。空気圧縮機は、機械的に駆動させること

も可能ですが、排気ガスは「無料」です。シ

リンダーに取り込む空気の量を増やすと酸素

量が増えます。酸素が増えると燃料をさらに

燃焼させることができます。これを利用すれ

ば、出力の向上とエンジンの小型化を実現す

ることができるのです（つまり、貨物の積載

量を増やせるということです）。  
 
まとめ 
ディーゼルエンジンは導入から 1世紀が経過

し、現在では商船の動力源の主流となってい

ます。しかし、この 100 年間で様々な種類の

エンジンが現れては消えていきました。今か

ら 100 年後に、まだディーゼルが船舶の動力

源として主流であり続けるかどうかは分かり

ません。しかし、貨物の海上輸送が続いてい

ることは確かでしょう。 
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海事クレームと保険に関するガイダンス 
Gard Guidance on Maritime Claims and Insurance 

 
実務者向けの解説書 
 
6 月にアーレンダールで開催された Gard アカ

デミーのサマーセミナーにおいて、新しい出

版物である「Gard Guidance on Maritime Claims 
and Insurance（海事クレームと保険に関するガ

イダンス）」についての説明を、著者である

Richard Williams 教授が行いました。同教授は、

長年にわたりロンドンの Ince & Co.法律事務所

のパートナーを務めるとともに、現在は、ス

ウォンジー大学で海事法の教授を務めていま

す。 
 
海事法や海上保険に関する個別の問題を扱う

法律書は数多く存在します。そのほとんどす

べてが、英国または米国の法律家によって執

筆されています。一般にこれらの法律書は、

海事法や海上保険に関する特定の問題を中心

に－深く掘り下げて－扱っていますが、大規

模な海難事件に遭遇した場合の包括的かつ実

用的なガイダンスとして記述されているわけ

ではないため、クレーム担当者にとってはあ

まり役立つものではありません。本書は、こ

の点に対応しようとしたものです。P&I 保険

と船体保険の両方に関する問題・課題を取り

上げ、クレーム担当者が大規模な事件を取り

扱う際に直面する可能性のある諸問題につい

て、法律に関する背景知識や研修経験がなく

ても理解しやすい明確な言葉で解説するとと

もに、そうした諸問題の対処方法・指針を提

供しています。 
 
本書の構成と文章編集には、多くの Gard 関係

者が携わりました。著者の Williams 教授は、

そうしたアドバイスをうまく取り入れながら、

自身の持つ豊富な知識と経験を活用して、複

雑と思われる諸問題を簡潔に分かりやすく解

説する文章に仕上げました。このガイダンス

は、ベテランのクレーム担当者のみならず、

経験の浅い方にも役立つものです。海事クレ

ームに携わる方であれば、どなたにとっても

有益な情報が含まれています。 
 

 
 
 
 
ご希望の方は、ガードジャパン

（gardjapan@gard.no）までお問い合わせ下さ

い。 
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人事ニュース 
Staff news 

 
 
Joakim Bronder はアーレンダールの People 
Claims team の Vice President に任命されました。 
 
 
Anne Boye はピレウスの Claims team の Senior 
Manager に任命されました。 
 
 
Karianne Hovet（元 Corporate Trainee）は

Business Analyst in Underwriting Management に
任命されました。同氏はコペンハーゲンビジ

ネススクールで経営学の修士号、BI ノルウェ

ービジネススクールでマーケティングの学士

号を取得しています。以前は Sandensで
Marketing Coordinator を経験したほか、

Recommended では Project Manager を務めまし

た。 
 
 
Fredrik Trolle（元 Corporate Trainee）は Dry 
Cargo South Claims team の Claims Executiveに
任命されました。同氏はヨーテボリ大学で法

学修士号を取得しています（専攻：オスロ大

学における海事法）。以前は Gard Sweden と

Mills & Co.で Intern として勤務していました。 
 
 
Daniel Skjong Storaker（元 Corporate Trainee）
は財務・リスク管理チームのビジネスアナリ

ストに任命されました。同氏は BI ノルウェー

ビジネススクールで経営学の修士号を取得し

ています。以前は Storebrand で Client Manager
として勤務していました。 
 
 
Marte Kapstad Roen（元 Corporate Trainee）は

Dry Cargo South Claims team の Claims Executive
に任命されました。同氏はサザンプトン大学

で会社法 / 商法の法学修士号を取得しています。

以前は Arntzen de Bescheと Seimer DAで

Summer Traineeとして勤務していました。 
 
 
Tutta Nygård は Marine Claims team の Claims 
Adjuster として Gard に入社しました。同氏は

ベストフォール海事大学で航海学の学士号を

取得しています。以前は Seatrans Chemical 
Tankersで Ship Operator として勤務していまし

た。 
 
 
Cecilie Holm Nilsen は Casualty, Environmental 
and Property Claims team の Senior Claims 
Executiveとして Gard に入社しました。同氏は

オスロ大学で法学修士号を取得しています。

以前は Skuld で Senior Claims Executiveとして

勤務していました。 
 
 
Valentin Klivnoy は Loss Prevention & Risk 
Assessment team の Marine Surveyor に任命され

ました。同氏は船長免状受有者であり、オデ

ッサ船舶工学高等学校を卒業しています。以

前はベルゲンの Wilson Ship Management ASで

QA Superintendent / Company Security Officer と
して勤務していました。 
 
 
Christina Tsouni はピレウスオフィスの Claims 
Executiveとして Gard に入社しました。同氏は

ギリシャのエーゲ大学で海運、交易、輸送の

学士号、スウォンジー大学で海事法の修士号

を取得しています。以前はチューリッヒにお

いて South of England P&I Clubの Claims 
Handler として勤務していました。 
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Jonathan Mapp は香港の Claims Executiveとし

て Gardに入社しました。同氏はケープタウン

大学で船舶法の Postgraduate Diplomaを取得し

ています。同氏は、当初 Safmarineで船員とし

て勤務した後、Marine Surveyor / Correspondent
としてケープタウンの P&I Associatesに入社し、

後に Branch Manager に就任しました。また、

Inchcape Shipping Services、カタールオフィス

にある Surveyors & Loss Adjusters Division で勤

務した後、ドバイにおいて General Manager と
しても勤務していました。 
 
 
People Claims team の Claims Executiveを務めた

Pål Berglund が退職しました。 
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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 – 2013 年春 

Gard P&I Member Circulars and loss prevention updates, spring 2013 
 
 
以下の P&I メンバー・サーキュラーとロス・

プリベンション・サーキュラーは、2013 年春

に Gardが発行したものです。 
 
P&I メンバー・サーキュラー 
 
– P&I メンバー・サーキュラー No. 05-13、
2013 年 5 月：「Entry into force of the Maritime 
Labour Convention, 2006 (MLC)（2006 年海事労

働条約（MLC）の発効）」（英文のみ） 
 
– P&I メンバー・サーキュラー No. 06-13、
2013 年 5 月：「Review of Policy Years – Release 
Calls（各保険年度総括―精算保険料）」（英

文のみ） 
 
– P&I メンバー・サーキュラー No. 07-13、
2013 年 6 月：「Sanctions – Update（制裁に関

する最新情報）」（英文のみ） 
 
ロス・プリベンション・サーキュラー 
 
– ロス・プリベンション・サーキュラー No. 
02-13、2013 年 6 月：「Oil contamination of 
marine boilers（船用ボイラーの油汚れ）」 
 
Gardアラート 
 
–  2013 年 6 月 21 日：「Piracy in the Gulf of 
Guinea– An update（ギニア湾での海賊行為―最

新情報）」（英文のみ） 
 
– 2013 年 4 月 9 日：「Asian Gypsy Moth – 
Requirements for the United States and Canada 
in 2013（アジア型マイマイガ（AGM）―2013
年の米国およびカナダにおける要求事項）」

（英文のみ） 

– 2013 年 4 月 11 日：「Misdeclared cargoes of 
iron fines containing DRI (C)（直接還元鉄 DRI 
(C)を含む微粉鉄貨物の不正申告）」（英文の

み） 
 
– 2013 年 4 月 26 日：「USCG implements 
additional safety requirements for new carbon 
dioxide fire-extinguishing systems （USCG、新型

の二酸化炭素消火設備に関する安全要件を追

加）」（英文のみ） 
 
–  2013 年 5 月 2 日：「The Netherlands – 
Revised North Sea shipping routes come into force 
on 1st August 2013（オランダ―北海航路の改

訂が 2013 年 8 月 1 日に施行）」（英文のみ） 
 
– 2013 年 5 月 10 日：「Canada implements 
North American ECA requirements（カナダが北

米の ECA要求事項を導入）」（英文のみ） 
 
–  2013 年 6 月 10 日：「Canada – Carrier codes 
and pre-arrival conveyance messages（カナダ―
キャリアコードおよび輸送機関に関する入港

前メッセージ）」（英文のみ） 
 
サーキュラーは、www.gard.noから入手いただ

けます。 
 
 
 

http://www.gard.no/
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