GARD INSIGHT 05 OCTOBER 2021

ばら積み貨物船でのコンテナの輸送
こちらは、英文記事「Carriage of containers on bulk carriers」（2021 年 10 月 5 日付）の和訳です。

従来のばら積み貨物船は、コンテナの輸送に適しているのでしょうか。こうした疑問がここ数
週間で複数の業界団体から提起されています。今回の記事では、そうした転用についての技術
的・法的意味合いを考察します。
ばら積み貨物船でのコンテナ輸送は、最近始まったことではありません。2000 年発行の Gard の記
事では、そうした転用にまつわる問題をいくつか取り上げています。今回の記事では、ばら積み貨物
船の転用についての技術的・法的な側面に加え、より重要なこととして、船主と乗組員が直面する可
能性の高い問題について考察します。

堪航性担保義務
船舶所有者は、海上輸送のための堪航性のある船舶を提供する義務があります。運送契約には船荷証
券と傭船契約の両方が含まれます。一般的な海事法（コモンロー）においては、堪航性担保義務は絶
対的義務であり、堪航性を欠いた場合には、仮に船主に過失がなかったとしても責任を負うこととな
ります。大まかに言えば、堪航性とは、船舶が
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•

航海にあたり遭遇するであろう危険に堪え、

•

これらの危険から貨物を保護できる能力です。

一例として、ニューヨーク・プロデュース・エクスチェンジ（NYPE）書式の傭船契約の要件は、船
舶が「堅固で、頑丈で、強く、あらゆる点でサービスに適している」ことです。堪航性担保義務は、
本船の乗組員の能力にも及びます。
ほとんどの船荷証券と傭船契約には、ヘーグ／ヘーグ・ヴィスビー・ルール（HVR）のように堪航
性について「デューディリジェンス（相当の注意）」を尽くす義務にまで軽減する至上約款が組み込
まれています。例えば、HVR 第 3 条第 1 項は次のように規定しています。

「運送人は、航海前および航海の開始にあたり、船舶の堪航性を保ち、船舶の乗組員を適切に配置
し、設備および備品を適切に備え、船倉、冷凍冷蔵区画および貨物を輸送するその他のすべての船上
区画を、貨物の受入れ、輸送、 保管が適切かつ安全に行える状態にするために、相当の注意を尽く
すものとする。」
つまり、船主は、船舶が確実に適切な船員と装備を備え、貨物の輸送業務に適した状態となるよう
に、あらゆる合理的な対策を講じる必要があります。管轄地域によっては、法律で義務付けられてい
る国際海上物品運送法（COGSA）が異なり、異なる堪航性の基準が課せられる場合もあります。
船級協会に登録されている、または船級協会の承認を受けた改造が施されている
からといって、その船舶が自動的に堪航性を有することにはなりません。

必要な船級証書をすべて取得していても、船級によって検証された項目に起因する事故が発生した場
合、調査の結果、その船舶に堪航性が欠如していることが判明したときには、責任は船主に残りま
す。
貨物やコンテナが損傷した場合のクレーム額を考えると、船級の承認にかかわらず、事故後には必然
的に不堪航性の申し立てが発生します。以下で、コンテナを積載するばら積み貨物船の不堪航性の申
し立てを回避し、申し立てが発生した場合に抗弁するために船主が考慮すべき技術的問題をいくつか
特定し、説明します。

船主はコンテナの積載を拒否できるのでしょうか
ばら積み貨物船の傭船契約には、ほとんどの場合、取引除外条項と貨物除外条項が含まれています。
当然のことながら、ドライバルク船の船主は、中長期の定期傭船契約を締結する際は、コンテナの輸
送を想定していません。傭船契約でコンテナが明示的に除外されていない場合、船主はばら積み貨物
船へのコンテナの積載を拒否できるのでしょうか。
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今のところ明確な答えはありません。ただし、船主は傭船契約の船舶明細の条項を当てにすることが
できます。明細には通常、想定される取引が例えば次のように示されています。「本船は、ばら積み

貨物船であり、穀物を輸送するために完全に装備され、ドライバルク貨物の取引用に完全に効率的な
状態となっている」。これは、本船が特に穀物を含むドライバルク貨物を輸送するために傭船されて
いることを示しています。これがコンテナの輸送を除外していると主張できるかどうかはまだ分かり
ませんが（いずれにしても、個々の傭船契約の条件によります）、今後、この問題が提起されるかど
うかは興味深いところです。
後述するように、従来のドライバルク船は、コンテナの輸送を検討する前に、設計の変更、承認・許
可、追加書類が必要となります。つまり、従来のドライバルク船は、そのままでは貨物の輸送に適し
ている、もしくは堪航性があるとは言えず、船主は標準的なドライバルク傭船契約に基づいてコンテ
ナの輸送を拒否できる可能性があります。
コンテナ貨物への言及を特に含まない広範な取引が傭船契約の対象とされている場合、船主はおそら
くコンテナ用の備品を備える義務を負いません。もちろん、それはコンテナの運搬を拒否できるとい
うこととは異なりますが、船舶がコンテナの輸送を目的として明示的に傭船されていない限り、コン
テナ用の備品を備えるための費用の一部は傭船者に課せられます。
傭船者はコンテナの輸送を可能にするために必要な改造を提供し、その費用を支払う（傭船期間終了
時には撤去費用を負担する）義務があるという主張は、傭船契約の条項によってさらに補強できま
す。例えば、NYPE 1993 cl.7 では「傭船者は、必要なダンネージと特別な輸送または通常とは異な

る貨物に必要な追加の備品を提供し、その費用を支払うものとする･･･」と規定しています。ドライ
バルク船でのコンテナの輸送は、特別な輸送または通常とは異なる貨物に当たる可能性が高いと考え
られます。Baltime 書式では船舶には「通常の貨物サービスのための」備品を備えることのみが求め
られており、ドライバルク船に関しては、コンテナ用の備品はこの記述に該当しない可能性がありま
す。

ばら積み貨物船はコンテナの輸送に適しているのでしょうか
最初に言えることは、従来のばら積み貨物船はコンテナをカーゴホールドで輸送するようには設計さ
れていないということです。ばら積み貨物船の運航者がコンテナを輸送する必要がある場合、安全な
輸送を行うために、当該船舶には必要な備品、書類、承認のほか、訓練を受けた乗組員が必要となり
ます。
ばら積み貨物船をコンテナ輸送に転用する際のプロセスを把握するために、Gard ではそうした転用
に成功されたメンバーの方々に連絡を取りました。その結果、次のような重要ポイントが見えてきま
した。
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セキュアリング装置と貨物スペース：船舶のセキュアリング装置は、その船舶が転用に適しているか
を判断するための出発点となります。ほとんどの場合、タンクトップとハッチカバーの既存のセキュ
アリング装置とその強度を考慮すれば、一般的な木材運搬船がコンテナの運搬に最も適しています。
一部の船級協会によると、荷役作業中に貨物スペースに十分な大きさの開口部を確保するためには、
サイドローリング式よりもフォールディング式のハッチカバーの方がはるかに優れているとのことで
す。船舶に十分なセキュアリング装置がない場合は、専門家の監督の下で組み立てる必要があり、そ
のような改造はすべて当局の承認が必要となります。

構造強度：カーゴホールドの内部・外部のセキュアリング装置に加えて、スタックの総重量がタンク
トップとハッチカバーの最大荷重／許容点荷重（MT/m2）を超えないように、タンクトップとハッ
チカバーの構造強度を検証する必要があります。検証には専門家の監督が必要となり、船長は、重量
を分散させ、スタックの重量配分を安全に最適化するための荷重分散ツールやその他のダンネージの
使い方に関するガイダンスを受ける必要があります。構造強度の妥当性に関する計算は、コンテナ貨
物の VGM（コンテナ総重量の申告）の精度に依存します。

貨物固縛マニュアル：ほとんどのばら積み貨物船の貨物固縛マニュアル（CSM）には、船舶でのコ
ンテナの輸送に関する項目が含まれていない場合があります。CSM は、特定の GM（メタセンタ高
さ）基準の下でコンテナを固定するために必要なラッシング強度に関する重要な情報を提供するもの
であることから、船舶の適合性を判断するための重要な一要素です。コンテナの輸送に対して船舶の
適合性を確保するには、CSM の修正が必要となるでしょう。それには、バラストを搭載した特定の
積載条件下で積載されたコンテナのラッシング装置を組み込むことになります。これにより、コンテ
ナのスタック高さの制限につながる加速力を発生させる可能性があります。CSM は GM 基準を考慮
した固縛装置に関するガイダンスを提供します。

積付ソフトウェア：一般に「Loadicator（積付計算機）」と呼ばれる積付ソフトウェアは、積付マニ
ュアルのソフトウェア版です。従来のばら積み貨物船の積付計算機は、コンテナを貨物とした場合の
復原性を計算するように作られていない可能性があり、また、貨物の重量配分がばら積み貨物の場合
ほど均一ではない可能性があります。ばら積み貨物船の標準的な積付計算機のもう一つの限界は、コ
ンテナの復原性とラッシングの要件の計算対象となる船舶の能力に必然的に影響を与えるものであり
ながら、貨物固縛マニュアルの要件が組み込まれていない点です。

危険貨物の輸送：
•

火災検知：SOLAS 条約の第 II-2 章では、2,000GT を超える船舶の貨物スペースの防火シス
テムに関する明確なガイドラインを提供していますが、貨物スペース内の火災検知について
はガイドラインを提供していません。これはばら積み貨物船に限られたことで、専用のコン
テナ船であれば、貨物スペース内にサンプル抽出式の煙検知システムなどの火災検知手段が
備わっています。

© 2021 Gard AS

4

GARD INSIGHT 05 OCTOBER 2021

Gard ではコンテナ船の大規模火災を何度か扱った経験か
ら、早期発見が最も効果的な火災対策だと考えています。検
知システムを設置しない限り、ばら積み貨物船はこの点で不
利な状況のままです。
こうした点に、コンテナの内容物の誤申告の頻度を加味すると、コンテナを貨物として、特
にカーゴホールド内に積載する従来型のばら積み貨物船の場合、火災安全に関連するリスク
要因が高くなります。
•

消火活動：コンテナ内での消火活動には特有の課題があります。誤申告の問題が増えている
ことを考慮すれば、運航者は、貨物スペースの中や外の消火のための適切な手段を船舶に装
備することが推奨されます。船舶に危険物の輸送に関するコンプライアンス文書（DOC）が
あるかどうかに関係なく、緊急時には移動式のウォーターモニターやウォーターミストラン
スなどの消火手段が有効となる可能性があります。カーゴホールド用の固定式消火装置につ
いては、危険物輸送の承認を受けている従来のばら積み貨物船のほとんどが、すでにそのよ
うな装置を備えています。

旗国・船級協会の承認プロセス

書類の提出：コンテナをばら積み貨物船で輸送する場合、船主は本船の旗国と船級協会の両方から許
可を得る必要があります。船級および法令上の要件は、ケースバイケースで適用される可能性があ
り、船級協会および旗国の当局によって異なります。特に、承認プロセスが初めて行われる場合は数
日かかる場合があります。ある試算によると、ばら積み貨物船でコンテナの最初の貨物を受け取るた
めの最終承認を与えるまでに、船級協会は 8〜10 日間を要したとされています。さらに、船級協会
の要求に応じて、船主は、強度と復原性の計算が安全な範囲内にあることを確認するために、積み込
み前に各航海の承認を必要とする場合があります。また、船主は寄港国によっては特定の書類の提出
を求められる場合があることにも留意する必要があります。一般的に、必要な承認を得るためには、
以下の項目を文書化する必要があると考えられ、それは航海ごとの場合もあれば、より永続的な場合
もあります。
•

CSS コードおよび/または貨物固縛マニュアル（CSM）に準拠したコンテナの積付けおよび
固縛計画

•

カーゴホールド／甲板／ハッチカバーの固定装置に関する新しい構造要素の構造図

•

コンテナを貨物とする場合の出発時と到着時の積荷条件の修正（航海ごとに審査用に提出が
必要）

•

本船の復原性マニュアルおよびソフトウェアに対する変更または修正

•

確率論的損傷時復原性計算
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•

また、船主は必要に応じて、危険物の輸送に関する適合文書（DOC）を申請する必要があり
ます。

船主は船級協会や旗国との対話を早めに開始し、様々な要件や承認プロセスについて理解を深めるこ
とが推奨されます。また、船舶の適合性や必要な改造の程度を評価するために、船舶の事前評価を行
うことも良いアイデアかもしれません。

乗組員の訓練と習熟
ばら積み貨物船の乗組員は、十分な訓練を受けていても、コンテナ輸送に必要な習熟度は不十分であ
る場合があります。そのため、船上でのコンテナの安全な輸送や緊急時の対応など、様々な面で意識
改革が必要となります。このような理由から、一部の運航者は荷積港にポートキャプテンを任命し、
確実に貨物が安全に積み込まれ、CSM に従って固定され、本船が復原基準を満たすようにしていま
す。これは確かに有用かもしれませんが、航海を実行するのは乗組員であるため、訓練を通じて乗組
員の習熟度を高めることの代わりにはなりません。運航者が乗組員の習熟度について考慮すべき重要
なポイントを見てみましょう。

コンテナ貨物に関する知識：コンテナ船では、以下のような状況が原因で多くの犠牲者が出ていま
す。
•

荷主がコンテナの内容物を誤って申告したため、火災が発生した

•

貨物の梱包やコンテナ内での固定が不適切だったため、損傷、流出、火災が発生した

•

コンテナの重量が正確に申告されていなかったり、重いコンテナが軽いコンテナの上に積ま
れていたりしたことが原因で荷崩れが発生した

したがって、運航者は適切な顧客確認（KYC）手順を導入し、申告の正確性に責任を持つ傭船者、荷
主、運送会社等を調べ、CTU コードに準拠するよう要請することが重要です。乗組員は、船主の
KYC 方針を熟知すると同時に、IMDG コード第 5.3 章「IBC を含む容器のマーキングとラベリング」
に準拠したコンテナのマーキングとラベリングに精通していることが不可欠です。
乗組員は、流出事故や火災事故の際に参照する必要のある「IMDG コード補遺」
についても熟知しておく必要があります。補遺の別表 14 に記載されているよう
に、船舶は医薬品や機器を追加で備えておく必要がある場合もあります。

積付計算ソフト：乗組員は、積付、隔離、復原性、ラッシングに使用されるソフトウェアに精通して
いる必要があります。すべての要件を満たすために複数のソフトウェア製品が使用されることもあり
ますが、その場合、乗組員はそれぞれのプログラムの計算の仕組みを把握しておくことが望まれま
す。
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タンク内のバラストの量など、船内のわずかな重量の変化が、船体に作用する力（せん断力、ねじ
り・曲げモーメント）やメタセンタ高さ（GM）に大きな影響を与えることがあります。そのため、
貨物、バラスト、燃料などの重量を正確に入力することが重要です。これは、コンテナの申告重量の
精度に大きく左右されます。
最後に、コンテナを積んだ本船の GM は、重い積荷がカーゴホールドにあるか甲板にあるかによっ
て大きく異なります。それに応じて、船舶は揺れ易い（低 GM）か、揺れ難い（高 GM）のどちらか
になります。この 2 つの状態では、船の動きは大きく異なります。このことがラッシングに与える影
響については、Gard のロスプリベンションポスター（こちら）で確認してください。
コンテナ船では、目視で確認する喫水と積付計算機で計算された喫水が数センチ違うことがよくあり
ます。乗組員はこのことに注意するべきであり、喫水の違いがあまりにも大きい場合は、貨物重量の
申告が不正確であることが示唆されます。このような場合、船舶の復原性にも影響を及ぼすため、適
切な調査を行わずに出発することは危険である可能性があります。

ラッシング：使用されるラッシングや固縛器具には様々な種類があります。例えば、1 段目にベース
ロック、2 段目以降に全自動または半自動のツイストロック、（コンテナの隣接する上部の角を船の
横方向に固定する）ブリッジフィッティング、ラッシングバー、ターンバックル、チェーンなどがあ
ります。ラッシングは、コンテナのサイズ（長さと高さ）によっても異なります。例えば、20 フィ
ートのコンテナと 45 フィートのキューブコンテナでは、ラッシングのパターンが異なります。ま
た、乗組員は海側や角のスタックのラッシングが中央のスタックと同じではないことに注意する必要
があります。これらの特性はすべて、船級承認済みの貨物固縛マニュアル（CSM）に詳しく記載さ
れています。そのため、乗組員はコンテナの輸送に従事する船舶にとって最も重要な文書、CSM の
要件に精通しておくべきです。
コンテナのラッシングは通常、ステベが行いますが、本船の乗組員が CSM に記載されている必要な
ラッシングパターンをステベに伝えることが重要です。コンテナ船では、それぞれのベイ付近にラッ
シングパターンのコピーを掲示したり、フォアマンに必要事項を説明したりすることも珍しくありま
せん。ラッシングの配置を計算する際は、コンテナには長さ（20、40、45、48、53 フィートなど）
と高さ（スタンダードキューブとハイキューブ）の異なるサイズがあることを念頭に置く必要があり
ます。可能であれば、積付計算機（と、各種のモジュール）は、これらの異なるサイズに対応できる
ことが求められます。
Gard の経験ではコンテナが海上に落下する原因となった不備な点として以下が挙げられます。
•

強度の低い未承認のラッシング装置が使用されている

•

コンテナの四隅がツイストロックに正しく収まっていない

•

ツイストロックがない、またはロックされていない／開いたままになっている
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•

航海中にラッシングが締められていない

•

貨物固縛マニュアル（CSM）に記載のラッシングパターンが守られていない

•

船内のラッシング装置の不足により、一部のコンテナがラッシングされていない

•

固縛装置（溶接されたコンテナソケットやラッシングアイプレートなど）やラッシング装置
が損傷している、または状態が悪い

危険貨物：危険貨物のコンテナを船内に積み込む場合は、積付、隔離、標識に関する要件を含む
IMDG コードに準拠する必要があります。コンテナ内の火災リスクを考慮すると、船主・管理会社
は、多くのコンテナ業者が採用し、使用する積付ソフトウェアに組み込んでいるリスクベースの積付
を検討すべきです。従来のばら積み貨物船にはカーゴホールド用の煙検知システムが装備されていな
いため、危険貨物はカーゴホールドに積載してはなりません。乗組員は火災が発生した場合に備え、
対応方法に関する訓練を受けておくべきです。

係留：コンテナが甲板に積まれていると、船舶の風圧面が著しく大きくなります。これにより、港で
の停泊中や荷役ターミナルでの曳航時に、本船の係留部に大きなストレスがかかります。そのため、
船主は船級協会や港・ターミナルと相談しながら、停泊中の作業の安全性を確保するために係留方法
を変更する必要があるかどうかを検討する必要があります。乗組員は荷揚港に到着する前に、係留方
法に慣れておく必要があります。船主がコンテナを恒久的に運ぶための承認を得ることを検討してい
るかどうかによって、船級協会による「機器番号計算」の見直しが必要になる場合があります。

航海

航海計画： コンテナ船では、航海計画を立てる上でウェザー・ルーティングが非常に重要な要素と
なります。パラメトリック横揺れや同調横揺れの原因となる荒天は、Gard が長年にわたって扱って
きたコンテナの荷崩れに関するクレームのほぼすべてに共通する要因となっています。関心のある方
は、Gard Insight「Why do containership stacks collapse and who is liable?（コンテナ船で荷崩れが
起きる理由とその責任担当者）」も参照ください。高度なウェザールーティングソフトウェアやサー
ビスが利用可能であり、運航者は安全な航海のためにこれらの技術の採用を検討すべきです。また、
波高やうねりの高さの最大値などの適切な天候制限因子を定義するか、再定義する必要があります。
と言うのも、これらの因子はバルク貨物を積んでいるか、コンテナを積んでいるかによって異なるた
めです。

ナビゲーション：
•

船舶の操船：コンテナが甲板上に積載されている場合、船舶の風圧面積が大きくなります。
そのため、特に風速が高い場合や強い突風が吹いている場合は、海上航行中や接岸・離岸時
の船体の挙動が異なります。また、接岸・離岸作業中の操船を支援するために、追加のタグ
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ボートが必要になることがあります。ワッチオフィサーは風圧面積が大きいと船舶の操縦性
に影響が及ぶことを考慮する必要があります。
•

見張り：甲板上に積まれたコンテナは、監視員の視界を遮り、見張りの妨げになる可能性が
あります。本船の積付ソフトウェアは、最低視認性に関する SOLAS 要件を満たしているか
どうかを乗組員に通知できるものであることが求められます。

航海中の監視：航海中は船舶の動きによってラッシングが緩む可能性があるため、乗組員は積極的に
ラッシングを監視する必要があります。また、ラッシングに加えて、航海の各段階での安定状態を監
視する必要もあります。航海中のバンカーの消費は船舶の安定性に影響を及ぼし、特に荷揚港出発時
に GM が低い場合はバラストで補う必要があります。

船主を保護する傭船契約条項
上記で特定されたリスクを念頭に、船主はリスクを軽減するために、傭船契約と船荷証券に保護条項
を盛り込むことを検討することが推奨されます。まず注意すべき点は、ヘーグ／ヘーグ・ヴィズビ
ー・ルールは、船舶で運送される物品の適切な積込、取扱、積付、運送、保管、管理および荷揚げ義
務を運送人に課している点です。ヘーグ／ヘーグ・ヴィズビー・ルールでは、以下の場合、甲板積み
で運送される貨物を明示的に除外しています。
•

運送契約に貨物が甲板積みである旨が記載されており、かつ

•

実際に貨物が甲板積みで運送される

ヘーグ／ヘーグ・ヴィズビー・ルールの除外規定が適用される場合、より低いデューディリジェンス
基準である不堪航性に頼ることができないほか、ヘーグ／ヘーグ・ヴィズビー・ルール第 4 条で利用
可能な抗弁に頼ることができなくなります。船主は、甲板貨物はカーゴホールドに積み込まれた貨物
よりも保護が弱く、船主が責任を負う可能性のある損傷のリスクが高いことを念頭に置く必要があり
ます。一方で、ヘーグ／ヘーグ・ヴィズビー・ルールの最低基準は甲板貨物には適用されないため、
運送人は、甲板貨物の損失につながる堪航性欠如の責任を自由に除外できます。

2019 年の The Elin 事件は、甲板積みの一般貨物が、荒天のために滅失したことに対し、船荷証券の
免責条項を扱ったものです。貨物の利害関係者は、貨物が失われたのは運送人の過失や本船の不堪航
性の結果であると主張しました。船荷証券には次のような条項がありました。

「荷送人および／または荷受人および／または受取人のリスク負担で甲板に積み込まれたものは、運
送人および／または船主および／または船舶は、いかなる原因で発生した損失または損害に対しても
責任を負わない」。
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貨物の利害関係者は、シンガポールとカナダの裁判所によって有利に適用された R v Canada
Steamship Line [1952] AC 192 の事例を適用し、この条項は不堪航性と過失に対する責任を排除する

効果を持たないと主張しました。しかし、英国の裁判所は R v Canada Steamship Line の適用を拒否
し、代わりに「いかなる原因で発生した」という文言が十分に明確であるため、不堪航性と過失に対
する責任を除外することができると判断しました。
したがって、船主は、自らのために発行する船荷証券と傭船契約に明確かつ正確な文言を組み込む必
要があります。これらの条項は、理想的には、不堪航性と過失を明確に除外すべきです。例えば、次
のような条項が考えられます。
「貨物は、傭船者および／または荷送人および／または荷受人および／または受取人のリスクと責任
において、完全に甲板に積み込まれ、輸送されるものとする。運送人および／または船主および／ま
たは船舶は、運送人および／または船主および／または船舶の不堪航性または過失を含むがこれらに
限定されない、いかなる原因であれ、甲板で輸送される貨物の損失または損害について責任を負わな
いものとする。」
また、船主は、船荷証券の条項が適用されない請求に対して責任を負うことになった場合（例：ベイ
ルメントにおけるクレーム、後述を参照）に備え、多くの標準形式の傭船契約の場合と同様に（例：
NYPE 1993 cl.13(b)）、甲板貨物の損失に関して傭船者に補償を求めるべきです。

傭船者の船荷証券は解決策となるのでしょうか
傭船者の船荷証券は、傭船者が貨物の「運送人」として署名します。船主または船長に代わって署名
するものではありません。その意図するところは、船荷証券に基づいて行われるすべての請求を、指
定された運送人としての傭船者に向けることにあります。
とは言え、貨物の物理的な運搬者である船主は、航海中の貨物の寄託者とみなされ、それに応じて占
有する貨物を適切に管理する義務を負うことになります。したがって、船主は、貨物の権利者からの
返還請求に直面する可能性があります。このような請求は、請求が提起された司法権の法律に準拠
し、回避することは困難です。船主は、甲板積みのコンテナの輸送から生じる請求について、傭船契
約にヒマラヤ条項を盛り込むとともに、傭船者からの補償を盛り込むことを検討すると良いでしょ
う。

保険カバー
P&I カバーや船体保険カバーの問題を検討する際、船主はばら積み貨物船でのコンテナの輸送が「リ
スクの変更」にあたるかどうかを評価する必要があります。保険カバーへの影響の有無をアンダーラ
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イターに確認すべきです。アンダーライターによるリスク評価は、それぞれのケースの利点に応じて
行われ、船級協会や旗国の承認が考慮されることでしょう。

推奨事項
ここまで、コンテナ輸送への転用に伴うばら積み貨物船の技術上および契約上のリスクをご説明して
きました。すべてのリスクを網羅しているわけではありませんが、どのようなことが予想されるかの
目安となっています。以下に推奨事項の重要なポイントをまとめています。

運航者の相当な注意：必要な改造を加えた後に船級協会と旗国の承認を得ることは、コンテナ輸送へ
の転用の第一歩に過ぎません。承認を得ただけでは安全な輸送は保証されません。例えば、乗組員に
新たな作業のための訓練を受けさせ、準備を整える必要があります。

契約上の考慮事項：船主は、コンテナを甲板積みで輸送することが意図されている場合、傭船契約と
船荷証券に保護条項や補償条項を盛り込むことが賢明です。傭船者の船荷証券が発行された場合で
も、船主はベイルメント（寄託）による請求に直面する可能性があります。したがって、船主は、傭
船契約と船荷証券にヒマラヤ条項を含めるようにして、船荷証券の契約上の運送人である傭船者が利
用できるあらゆる抗弁に頼れるようにしておくべきです。

コンテナ船の限界：転用を希望するばら積み貨物船の運航者にとって、コンテナ船から学ぶべき教訓
は多々あります。危険貨物の誤申告、重量の誤申告、不適切な固縛、コンテナ内の貨物の不十分な梱
包・固定などは、警戒すべき主要なリスクの一例です。

乗組員の訓練と習熟度：コンテナ輸送に関わったことのない乗組員は、航海を安全に遂行するため
に、運航者による訓練を受け習熟度を高める必要があります。特に重要な分野として積付ソフトウェ
ア、コンテナのラッシング、ナビゲーションなどがあります。

本記事は、Stephenson Harwood および船級協会 DNV からの法的・技術的情報に基づいて作成した
ものです。

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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