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本船で採取した燃料油サンプルは重要な証拠となります 

こちらは、英文記事「Take your own bunker samples - they are a vital piece of evidence」 

（2021 年 5 月 13 日付）の和訳です。 

 
 

燃料油の品質に関する紛争はよくあることです。当事者は、供給された燃料油が規格に適合し

たものであるかどうかを判断するために共同でサンプル検査を行うことに合意していることが

多く、その検査の結果は当事者を拘束することになります。たとえ合意がない場合でも、燃料

油サンプルは紛争の解決に役立つ可能性のある適切な証拠となるでしょう。そこで問題となる

のが、検査に使用するサンプルは、バンカーバージで採取したサンプルか、それとも本船側の

マニホールドで採取したサンプルかという点です。 

 

船主がマニホールドサンプルの使用を希望していたとしても、そうしたサンプルが採取されていなか

ったり、採取されていたとしてもバンカーデリバリーノート（BDN）にシール番号が記載されてい

なかったりすることがあります。シール番号の記載がない場合はサンプルの有効性が争われる原因と

なります。 

 

問題点 

 

サンプル採取 
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https://www.gard.no/web/updates/content/31689894/take-your-own-bunker-samples-they-are-a-vital-piece-of-evidence-
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MARPOL サンプルをその他のサンプル（すなわち、商用サンプル）と区別することが重要です。

MARPOL サンプルの採取箇所については規則がありますが、商用サンプルにはそのような規則があ

りません。そのため、商用サンプルの採取箇所は当事者の決定に委ねられています。 

 

バンカーサプライヤーはおそらくバージからサンプルを採取することを望むでしょう。一方で船主は

一般的には本船のマニホールドからサンプルを採取することを望むでしょう。船主にしてみれば、バ

ンカーバージで採取されたサンプルが実際に供給される燃料油の標本ではないという懸念があるので

しょう。Gard でもバージサンプルが同一性の検査で不合格となったケース、すなわち、バージサン

プルが実際に供給された燃料の標本ではなかったケースをいくつか取り扱っています。現在、Covid-

19の流行により、多くの港で制限が設けられており、バンカーサプライヤーは本船でのサンプル採

取プロセスに立ち会えません。このため、バンカーサプライヤーはこれまで以上にバンカーでのサン

プル採取を強く求めるようになっており、サンプル採取に関する問題を難しくしています。また、定

期傭船者も、本船のサンプルを使用することについて同意することを避けたいと考える可能性があり

ます。これは、バンカーサプライヤーに本船のサンプルを使用するよう説得することが難しいためで

す。 

 

バンカーデリバリーノート（BDN） 

 

BDN に記録されたサンプルの意義は、どこで採取したものかということよりも、採取されたものが

何かを記録したものであることです。そして、契約では、BDN に記録されたものだけが適切なサン

プルと見なされる可能性があります。 

 

IMO 規則には、BDN にシール番号を記載することを義務付ける規定はありませんが、推奨事項とし

て、MEPC.182（59）と MEPC.1 / Circ.875 /Add.1 に記載があります。ただし、MEPC.182（59）が

MARPOL サンプルのみを対象とし、「シールの詳細を相互に参照しやすくするために、識別情報を

BDN に記録することもできる」としているのに対し、MEPC.1 / Circ.875 /Add.1 は、すべてのサンプ

ルを対象とし、より強い表現で「サンプルシールの詳細を BDN に記録するべきである」としていま

す。 

 

商用サンプルに関するガイダンスと国際規格 

 

IMO（国際海事機関）は、サプライヤーが従うべきベストプラクティスに関するガイドラインを発行

しています。同ガイドラインでは、サンプルは本船側のマニホールドで採取するよう定められていま

す。また、規格としては ISO 13739 もありますが、この規格には複数のバージョンがあり、サンプ

ルの採取箇所に関する要求事項が異なります。どのバージョンが適用されるかは、使用している ISO 

8217 規格のバージョンにより異なります 

 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/182(59).pdf
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/mepc1circ875add1.pdf
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/mepc1circ875add1.pdf
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• ISO 8217 2005 年版は ISO 13739 1998 年版を適用しており、10.4.3 項で次のように記載し

ています。「実務上の理由から、サンプルを採取する箇所は、バンカータンカーのデリバリ

ーホースの端が望ましい。（中略）契約当事者間で相互に合意している場合は、本船のデリ

バリーホースの端など、他のサンプル採取箇所を適用できる」 

• ISO 8217 2010 年版は ISO 13739 2010 年版を適用しており、採取位置が若干異なります。

9.2.2項で次のように記載されています。「自動サンプリング装置または連続ドリップサンプ

リング装置を用いて、バンカーホースのいずれかの端から、補給中に単一のサンプルを連続

的に採取するものとする。MARPOL 73/78 条約附属書 VI の遵守を判定するための燃料油試

料採取に関するガイドラインでは、サンプルは燃料油を受領する本船のインレットバンカー

マニホールドで、サンプリング装置を用いて採取することになっている」 

• ISO 8217 2017 年版が適用する ISO 13939 は、年号の記載がありません。このような場合

は、ISO 13739 2020 年版（またはそれ以降のバージョン［新たに発行された場合］）が適

用されます。ISO 13739 2020年版では、入港国側がこれとは逆の要求事項を定めていない

場合は、代表サンプルの採取を本船側のマニホールドで行うよう求めています。 

 

推奨事項 

 

• 契約：ISO 13739 には複数のバージョンがあります。これらの違いを把握し、自分のニーズ

に合ったものを適用することが重要です。そのためには、船主と傭船者が十分に話し合うこ

とが必要です。Gard では、ISO 13739 2020 年版の適用を推奨しています。 

• バンカリング前の打ち合わせ：毎度バンカリング作業の前に、傭船者やサプライヤー（バン

カーバージ）と、サンプルの採取方法を明確化してください。意見の齟齬がある場合は、指

示を仰ぐようにしてください。Intertanko（国際独立タンカー船主協会）が、サンプル採取箇

所について言及した「バンカーサプライヤーの責任に関するチェックリスト（要ログイ

ン）」を作成していますので、こちらをバンカー調達指示書に盛り込むこともご検討くださ

い。また、船主は、現地代理店を通じて、その港での燃料油サンプル採取に関連する規制・

慣行について情報を入手しておくようにしてください。 

• 補油作業中と補油作業終了後： 

o 採取するサンプル数：サンプルは 5つ以上採取することが推奨されます。本船用に 3

つ（MARPOL 用、燃料検査プログラム用、保管用）、バンカーサプライヤーへの提

供用に 1つ、保管の安全性の確保や紛争発生時の参考用に責任ある独立した当事者

（バンカーサーベイヤーなど）で保管しておくために 1つを採取します。バンカー

サンプルの封印、ラベルの貼付、保管に関するガイダンスについては、IMO の

「2009 Guidelines for the Sampling of Fuel Oil for Determination of Compliance with 

the Revised MARPOL ANNEX VI（改正 MARPOL 条約附属書 VI の遵守を判定するた

めの燃料油試料採取に関する 2009 年ガイドライン）」を参照してください。

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.intertanko.com%2Ftopics-issues%2Fissuearticle%2Fbunker-suppliers-responsibilities-checklist%3FtopicID%3D107&data=04%7C01%7Crandi.gaughan%40gard.no%7Cc5a6204180ba43e3ed5f08d915293594%7C8da49d14e54e453a95c22185582c7233%7C0%7C0%7C637564089005096293%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n80N8dbsB01KFKvVF2xTg05oUXbK6jB9E%2FrAwGR4RGE%3D&reserved=0
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/resmepc182-59.pdf
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/resmepc182-59.pdf
https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/resmepc182-59.pdf


 

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠

することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されておりま

す。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証す

るものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありまし

たらガードジャパン株式会社までご連絡ください。 
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o バンカーバージが代表サンプルの採取に関するベストプラクティスに従っていない

場合は、傭船者に直ちに通知する必要があります。これとは別に、本船の乗組員は

自らサンプルを採取し、封印する必要があります。 

o BDN にシール番号を記載するよう努めてください。また、IMO が MEPC.1/Circ.875

で指摘しているように、本船がベストプラクティスに従ったことを示す証拠とし

て、写真やビデオを証拠として保持するようにしてください。これらについては、

必要に応じて傭船者と共有してください。 

o 本船の乗組員による抗議：本船が事前に合意した契約内容にそぐわない BDN に署名

するよう求められている場合は、指示を求めてください。バージ側のマニホールド

でサンプルを採取する以外に選択肢がまったくない場合、または本船の乗組員が本

船のサンプルのシール番号を BDN に記載できない場合は、抗議文書を発行すること

で、後々の証拠にできます。また、船主は、船主がバージサンプルに法的に拘束さ

れることを受け入れない旨、傭船者に通知する必要があります。 

o 当局に通知する：MARPOL サンプルが本船側のマニホールドから採取されていない

など、定められた要件を満たしていない場合、船主はその事実を旗国や入港国に報

告することが推奨されます。報告を受けた当局は、IMO GISIS（国際総合海運情報シ

ステム）プラットフォームにその情報をアップロードすることになっています。 

 

Gardの出版物と IMOのサーキュラー 

 

 ポスター：Bunker samples can make or break your “off-spec” claim（燃料油サンプルが「オ

フスペック」クレームの結果を左右します） 

 ケーススタディ：Importance of checking BDN before signing（契約前に BDN を確認する重

要性） 

 Insight：燃料油供給契約の締結時に買主が考慮すべき重要なポイント 

 Insight：汚染バンカー：買い手の保護 

 ロス・プリベンション・サーキュラー：バンカーのサンプル採取 

 MEPC.1/Circ.875：船上で使用する燃料油の品質を確保するための燃料油購入者／使用者の

向けベストプラクティスに関するガイダンス 

 MEPC.1/Circ.875/Add.1：船舶に引き渡される燃料油の品質を確保するための燃料供給業者

向けベストプラクティスに関するガイダンス 

 MEPC.1/Circ.884：加盟国、沿岸国向けのベストプラクティスガイダンス 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgisis.imo.org%2FPublic%2FDefault.aspx&data=04%7C01%7Crandi.gaughan%40gard.no%7Cc5a6204180ba43e3ed5f08d915293594%7C8da49d14e54e453a95c22185582c7233%7C0%7C0%7C637564089005106230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZMf6vbdhv0Znw2eZ3HcGUBAHQ5XinpkQm509ghV9jSM%3D&reserved=0
https://www.gard.no/Content/31684467/cache=1620822088000/attr=C2220CB3EA722FCFE0536E1CA8C08C69/Gard_Poster_Fuelsample_LowRes.pdf
https://www.gard.no/Content/30377990/Case_study_Importance_of_checking_BDN_before_signing.pdf
https://www.gard.no/web/updates/content/29986629/-bunker-supply-contracts-key-considerations-for-the-buyer-japanese-html
https://www.gard.no/web/updates/content/29986629/-bunker-supply-contracts-key-considerations-for-the-buyer-japanese-html
https://www.gard.no/Content/26329757/cache=20180210102403/Gard%20Insight%20-%20Contaminated%20bunkers%20protecting%20the%20purchaser%20(JP).pdf
https://www.gard.no/Content/14853139/05-11%20Bunker%20sampling.pdf

