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第 3の柱：海運の脱炭素化のための契約体系 

こちらは、英文記事「The third pillar: a contractual architecture for maritime decarbonisation」 

（2021 年 10 月 20 日付）の和訳です。 

 

グラスゴーで開催される国連気候

変動枠組条約第 26回締約国会議

（COP26）を前に、ゲスト執筆

者の Haris Zografakis（ハリス・

ゾグラフアキス）氏の見解をご紹

介したいと思います。同氏は、温

室効果ガス（GHG）排出量を直

ちに削減するために、海運業界は

ただ規制を待つのではなく、新た

な契約体系を検討すべきだと主張

しています。気候危機が到来し、解決策が必要とされる今、なぜ環境活動家のグレタ・トゥー

ンベリさんはデマレージを嫌うのか、契約関係の原理にあまり興味を示さないのか、その理由

について説明します。 

 

海運の脱炭素化を単なる規制遵守の作業と考えるのは近視眼的です。脱炭素化は新時代の到来を告げ

る革命です。真の課題は技術的なものだけではありません。私たちは国際海上取引の構造全体の契約

体系を見直す必要があります。ここでは、見直しが必要な理由とその方法を説明します。 

 

環境面でのパラドックス 

 

海上輸送は最も環境に優しい輸送手段です。しかし、貨物船の運航は非効率なものになりがちです。

例えば、「Steam Fast, Then Wait（高速で航行して待機する）」（SFTW）という慣行が最たるもの

で、目的地の港の状況におかまいなしに、速度調整をせずに港まで航行するようなことが行われてい

ます。こうしたことが大きく影響して、ドライバルク船やタンカーは生涯の約 8～10％を錨地で過ご

すことになります。 

 

学術研究では、SFTW を根絶し、サプライチェーンで広く採用されているジャストインタイム方式を

導入することで、20～25％程度の排出削減が可能になると示唆されています。 

 

これは、年間約 2億トンの CO2 に相当します。もちろん、船舶ごとに異なりますが、ばら積み貨物

船とタンカーで計算すると約半分の 1億トンを、コンテナ船に限れば年間約 8,000 万トンの CO2 を

削減できることになります。ちなみに、2019 年の年間のノルウェーの CO2 排出量は約 4,500 万トン

でした。 
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https://www.gard.no/web/updates/content/32513672/the-third-pillar-a-contractual-architecture-for-maritime-decarbonisation
https://greenvoyage2050.imo.org/wp-content/uploads/2021/01/GIA-just-in-time-hires.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316909495_Energy_efficiency_with_the_application_of_Virtual_Arrival_policy
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Fourth-IMO-Greenhouse-Gas-Study-2020
https://ourworldindata.org/co2/country/norway


 

© 2021 Gard AS  2 

GARD INSIGHT 20 OCTOBER 2021 

 

 

環境面でのパラドックスを生み出す契約の基本要素 

 

海事契約では、船主や傭船者（あるいは貨物の買い手や売り手）に運航上の非効率性による経済的コ

ストを配分するための高度な（初心者には難解な）仕組みが開発されてきました。デマレージ、レイ

キャン、「（航海の）最大限の早回し（utmost dispatch）」、保証速力、バラスト航海、オフハイヤ

ーなどです。一方の当事者にとってはコストで、他方の当事者にとっては利益となります。売買契約

や信用状を含む国際海上取引の全体構造は、非効率性による経済的コストを配分する基本要素で成り

立っています。 

 

環境面のパラドックスの一部としてのデマレージ 

 

レイタイムやデマレージは、海運関係者のみに通じる言葉です。業界の弁護士によれば、簡潔な構造

だということです。150年にわたる法律学、何百もの裁判所の判決や仲裁裁定書、何千ページもの注

釈書や法律書に登場します。 

 

デマレージとは、船主に遅延の結果を補償することです。「レイタイムを超えて船舶を停泊させたこ

とに対する清算的損害賠償」が法律上の定義とされています。こうした遅延は港での荷役作業の遅れ

に起因するものもありますが、大半は SFTW の非効率性が原因で錨地で発生しています。 

 

簡単に言えば、航海傭船では、船舶は航行速度を上げ、できるだけ早く NOR（荷役準備完了通知）

を提出し、その後待機してデマレージを得るというインセンティブが働きます。 

 

その結果、海運業界全体でのデマレージによる環境コストは、一国全体の年間排出量に匹敵するもの

となっています。言い換えれば、一つの大規模な船主グループが所有する船団、あるいは一つの大規

模な貿易業者がチャーターする船団のレベルでは、SFTW を根絶することによる CO2削減量は、世

界中のテスラの全車両の推定 CO2 削減量 350 万トンに匹敵します。  

 

帆の時代、蒸気の時代、石油の時代、脱炭素の時代 

 

時計の針を 100 年前に戻してみましょう。帆船の時代が終わりを告げようとしています。 

 

「Gard の中核事業（帆船団）は、1919 年には誰も予想できないほど急速に衰退しました...その結

果、Gard の船団は激減しました... Gard のマネージングディレクターの Gjerulf Fløystad は…1915 

年に、Gard が蒸気船の所有者や管理者も受け入れられるよう規則を改正するという、広範囲に影響

を及ぼす決定を下していました。帆船の減少が続く中、Gard にとってこの問題は死活問題でし

た。」 

 

同時に、帆船から蒸気船への移行に対応して市場が発展していく中で、海運の契約形態である「傭船

契約」も発展していきました。レイタイムとデマレージに関する著名な論文によれば「レイタイムと

https://www.tesla.com/ns_videos/2020-tesla-impact-report.pdf
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デマレージに関する法律の発展は、帆船から蒸気船に移行したときに起こった歴史的・社会的変化と

密接に関連している」と述べられています。 

 

帆船時代から蒸気船時代への移行の産物である SFTW とデマレージは、脱炭素の時代に適合するの

でしょうか。 

 

海運業界の脱炭素化には、3兆ドルの投資が必要だと推定されています。非常に高価な（かつ炭素税

の対象となる）燃料を燃やす革新的な新型船は、高速で航行した後に待機して生涯の 8％を錨地で待

ちながら費やすことになるのでしょうか。 

 

経済学で知られるスタインの法則では「永遠に続かないことがあるとすれば、それはいずれ終わる」

と言われています。では、それは「いつ、どのように」でしょうか。 

 

「今ここで、今すぐに」か、聖アウグスティヌスの言葉にあるように「私に貞潔と貞節をお与えくだ

さい。ですが、今すぐにではなく」でしょうか 

 

「いつ、どのように」という問題を考えるには、市場と環境のいずれの観点から見るかを選択しま

す。 

 

海運業は現実的かつ伝統的で、地に足のついた産業です。まずは市場の観点で考えてみましょう。

2021 年 8月、バルチック海運取引所は主要な貨物航路の運賃と共にエネルギー効率運航指標

（EEOI）の公表を開始し、こう述べています。「市場が傭船料と共に CO2 排出量を考慮に入れよう

とする中、このベンチマークは海運業界にとって貴重な評価基準となるでしょう」 

 

由緒あるバルチック海運取引所が CO2排出量という言葉を傭船料と同じ文の中で 2021 年の今、現

実に使用しています。2050 年ではありません。 

 

2023 年からの燃費実績（CII）の導入により、すべての船舶において効率化が必須となります。ロイ

ドレジスターは世界のドライバルカーやタンカーの大部分がこの基準に適合しないだろうと予測して

います。すべての船級協会は、船舶の炭素効率の測定と改善のためのツールを提供しています。船舶

の将来の CII 評価を測定して予測する方法を開発した企業もあれば、異なる船舶の炭素効率を比較し

て傭船の決定に役立てる企業もあります。 

 

CII のスコアが低い船は傭船者や金融機関にとって魅力がないため、既存の船団は 2020 年代に適合

を進めなければ、座礁資産の墓場となるでしょう。海上貨物憲章とポセイドン原則はそのような道筋

の最初の一歩となるものです。 

 

これは、EU 域内排出量取引制度（EU ETS）の実施に関する不確実な詳細や、燃料税やカーボンプ

ライシングの水準や構造、あるいは、まだ初期にあるその他の開発動向についての憶測ではありませ

ん。これらはすべて、既存の規制の枠組みの中で生まれた、現実的な市場の考察です。活動家のグレ

https://www.balticexchange.com/en/data-services/market-information0/carbon-emissions-.html
https://www.lr.org/en-gb/eexi-energy-efficiency-existing-ship-index
https://www.lr.org/en-gb/eexi-energy-efficiency-existing-ship-index
https://www.scope-one.com/ship-review
https://www.siglarcarbon.com/carbon-index
https://www.siglarcarbon.com/carbon-index
https://www.seacargocharter.org/
https://www.poseidonprinciples.org/)
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タ・トゥーンベリさんの言葉を借りれば、「気候変動の危機はここにあり、今すぐ変化を起こす必要

があります」。 

 

視点を変えて、排出量をめぐる科学面に目を向ければ、今日 1トンの CO2 を節約することは、2030

年や 2040 年に 1トン節約するよりも大きな環境上の利益をもたらします。GHG の排出量は蓄積さ

れ、利用可能な炭素収支に影響を与えます。「約束済みの排出量」に関する科学的研究は、世界の船

団の刷新速度は遅く、現在存在する船と今後建造される化石燃料を動力源とする船によって、何百万

トンもの CO2 がすでに「約束」されていることを示しています。簡単に言えば、海運業界がこの 10

年間に既存の船団を最適化するための努力を怠れば怠るほど、2030 年代、2040 年代にはより多くの

負担と痛みを伴う行動が必要になるということです。 

 

科学的に見ても、経済的に見ても、マーケットシグナルとして見ても、船舶の運航における非効率

性、とりわけ SFTW は根絶されるべきものです。2050 年にではなく、この 10 年間で、です。も

し、これが聖アウグスティヌスとグレタ・トゥンバーグさんの現世の戦いであれば、グレタさんの勝

ちです。「Right here, right now（今ここで、今すぐに）」は、単なるスローガンではなく、現在の

海運の脱炭素化の枠組みに求められることを如実に表しています。 

 

規制面のパラドックス 

 

マーティン・ストップフォード（Martin Stopford）氏は海運業界についてこう説明しています。

「…19世紀の古典派経済学者なら、すぐに既視感を覚えるであろう厳格な経済体制の中で運営され

ている。ほぼ『完全な』市場が機能しており、恐竜や古典派経済学が自由に闊歩できる経済的なジュ

ラシックパークとなっている…」 

 

脱炭素という課題に直面すると、このリベラルで規制の少ない自由市場は突然、ソビエトのごとく、

誰もが規制という言葉を口にするようになります。立場により、IMO はこうすべきだ、EU はそうす

べきだ、あるいはそうすべきではないなどと口にするのです。 

 

歴史上最も成功している自由市場が規制の不在を嘆くのはパラドックスです。何世紀も続いた自由

は、完全な規制環境に取って代わられるのでしょうか。国際海上取引は旅客航空輸送のように厳格に

規制されるようになるのでしょうか。 

 

脱炭素化の未来は不明ですが、規制してみましょう。規制は万能薬でしょうか、それとも絵に描いた

餅でしょうか。 

 

契約の自由：必要条件ではあるが十分条件ではありません 

 

SFTW やその他の運航上の非効率性の基本要素は契約上のものです。そのため、契約に基づいて解決

できます。これは英国法の下での契約の自由で完全に実現できます。 

 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/shipping-and-the-paris-climate-agreement-a-focus-on-committed-emissions(70c6b2b2-2ada-4124-81d1-6fa7e6991c48).html
https://www.youtube.com/watch?v=0qZKUF2Qzq0
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規制は問題を特定し、枠組みを提供しますが、解決策は契約によるものです。環境面のパラドックス

は、規制のパラドックスに陥ることなく、新たな契約体系によって解決できます。 

 

しかし、ここで問題なのは、英国法の下での契約は二者間のものであり、第三者に強制できない点で

す。海運業界は細分化されています。環境面のパラドックスはシステム的なものであり、これを解決

するには二国間ではなく、業界全体での大規模な調整が必要です。2010 年代に「virtual arrival（現

実的な到着）」という解決策が SFTW の根絶に失敗したのは、それが絶望的なまでに二国間のもの

だったためです。契約の自由は、必要条件ではありますが、十分条件ではなく、それだけでは問題を

解決できません。 

 

契約関係の原理：神聖なもの、それとも脱炭素化の障害となるものでしょうか 

 

国際海上取引は、契約の網、二国間協定の網です。法的な面での断片化を反映しているのが、200 年

にわたって海上取引に貢献してきた英国法の契約関係の原理です。この原理は、海運業界で共有され

ている神のような存在のため、ここでは契約にちなみ、法律家が喜ぶ「God Chitty」という名で呼ぶ

ことにします。 

 

脱炭素化に協調が必要だとすれば、不幸にも契約関係の原理が障害になります。契約関係の原理は個

人主義を助長し、複数の関係者による解決を妨げます。 

 

環境上の責務と契約関係の原理が戦ったとき、つまり、グレタさんと Chittyが戦ったとき、グレタさ

んが負けるのでしょうか。 

 

海上の脱炭素化に関する国際条約？ 

 

海上取引の断片化と二国間構造が脱炭素化の障害となり、規制が困難な場合や不完全な解決策にとど

まる場合、協調的な解決策を真にサポートできる新しい多国間の法体系をどのように構築すればよい

のでしょうか。 

 

海上の脱炭素化に関する国際条約が必要でしょうか。脱炭素時代のためのヘーグ・ヴィスビー・ルー

ルはどうでしょうか。 

 

国際条約は、多国間の完璧な法律文書です。実際、契約に組み込まれると、両方の長所が利用できま

す。至上約款があらゆる法律分野において最も効果的な手段の一つであることは間違いありません。 

 

条約は起草に 10年、批准されて発効するのに 10年、あるいはそれ以上の時間が必要です。中には

発効しないものもあります。ハンブルグルール、国際物品売買条約、ロッテルダムルールなどは、い

まだに発効に必要な数の国に批准されていません。 
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伝統的な国際機関が非難を浴びる今、脱炭素条約に希望はあるのでしょうか。政治学者はこうした状

態を「制度の衰え」と呼んでいます。最近の例では、英国政府が、IMO の 50％削減目標に真っ向か

ら反し、2050 年までに国際海運のネットゼロ目標を支持すると発表しました。 

 

国際条約を締結することは可能ですが、特に制度の衰えを考慮すると、残された時間内に達成するこ

とは不可能です。別の方法で解決策を見つけなければなりません。 

 

ビル・ゲイツもこうコメントしています。「イノベーションを厳密な技術的な意味だけで考えるのは

間違いです。イノベーションとは、単に新しい機械やプロセスを発明することではなく、ビジネスモ

デル、サプライチェーン、市場、政策に対する新しいアプローチを生み出すことでもあります...イノ

ベーションとは、新しいデバイスと新しいやり方の両方です」 

 

海運業は、既存の船舶、既存の燃料を用いて、現在の危機的な 10 年間で、規制の介入なしに、一つ

の国全体の排出量に相当する量を削減できます。それは、「新しいやり方」によって達成可能であ

り、私たちには新しい契約体系が必要です。 

 

第 3の柱 

 

論旨をまとめましょう。 

 

国際海上取引の契約体系は、膨大なカーボンフットプリントをもたらす SFTW のような非効率性を

助長します。既存の規制の枠組みが問題を浮き彫りにしています。市場の圧力は耐えがたいものとな

るでしょう。技術はそれだけでは解決策を与えてくれず、脱炭素化のために必要な投資は、単に運航

の効率化の必要性を際立たせるだけです。これまでとは異なるタイプのイノベーション、つまり新し

いやり方が必要です。新しい契約体系の実現のために規制や法律の介入は全く必要ありません。しか

し、業界が細分化されていることと契約関係が二者間であることが、協調の障害となっています。多

国間での解決策としては脱炭素条約が考えられますが、特に制度の衰えが起きている現在は、プロセ

スに時間がかかり、結果も不確実です。一方で、SFTW のような非効率的な慣行で排出される GHG

は、一国全体の排出量に匹敵する量を蓄積していきます。 

海運業界の脱炭素化には、契約体系におけるいわゆる「第 3 の柱」が必要です。現在、国際海上取引

は、安全と商業秩序という 2つの契約上の柱で成り立っています。脱炭素化は第 3の柱です。すなわ

ち、脱炭素化のための行動や対策に関する契約上の枠組みであり、商業上の命令に優先し、安全に譲

歩します。 

 

第 3の柱には 2つの要素が必要です。 

 

第一に、二国間で実施可能で、非効率な運航を抑制し、あらゆる段階で脱炭素化を促進するような規

定です。例えば、最適化された航海、風力推進、港での電力供給、CO2 効率に応じた運賃、カーボ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692321001678
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692321001678
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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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ンクレジット、カーボンインセット、カーボンオフセットの共有、速度や消費量の保証に代わる排出

権の保証などです。 

 

第二に、新燃料から自主的な炭素市場、多国間の航海の最適化まで、多国間の協力を必要とする解決

策を支援するための構造です。これらはいずれも二国間で効果的に進めることはできませんが、同様

に、規制や国際条約に必要な数年から数十年を待つこともできません。このような多国間の構造は、

契約に組み込まれ、契約を通じて強制されることになります。海事業界には、共通のリスクに直面し

たときや集団的利益を得るために協力してきた歴史があります。例えば、カーゴクレームに対する責

任を共有するためのクラブ間協定、国際 P&I グループを通じた P&I リスクのプーリング、あるいは

実際に共同海損という概念があります。 

 

また、新燃料や新技術の採用に焦点を当てた共同イニシアチブもいくつか行われています。しかし、

規制がすべてを解決するという誤った期待があるためか、契約体系に関する共同イニシアチブはあま

り注目されていません。結果として、「新しいやり方」によるイノベーションについての議論は少な

くなっています。そうしたイニシアチブの中で、私が知っているのは、私が関わっている「BV ソリ

ューション」という取り組みの 1 件のみです。新しい契約の枠組みの中で多国間での航海の最適化を

図り、SFTW を根絶しようと目指すプロジェクトです。最適化のスペシャリストである Napa 社によ

ると、BVソリューションはジャストインタイム方式と同等の GHG 削減効果を達成しながらも、同

方式の持つ欠点はないとのことです。 

 

海運の脱炭素化は、技術的にも「新しいやり方」の面でも、多くの分野で多くの革新を促すことにな

るでしょう。どのような解決策の組み合わせが最良かは分かりませんが、海運の脱炭素化の実現に

は、新しい契約体系が必要であることを認識する必要があります。現在の海運の契約構造では、新し

い時代に対応できないのです。グレタさんはデマレージを嫌い、契約関係の原理にもそれほど関心を

持たないでしょう。 

 

_______________ 

 

Haris Zografakis（ハリス・ゾグラフアキス）氏は、Stephenson Harwood LLP のロンドンオフィス

のパートナーです。海上貨物憲章（Sea Cargo Charter）の起草委員を務め、現在は同憲章の法律顧

問を務めています。新しい契約体系に関する同氏のコメントは LinkedIn でご覧いただけます。本記

事の内容は個人の見解であり、著作権の対象となります。 

http://www.napa.fi/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824292826579308544/

