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Member Circular No. 10/2021 2022年 1月 

 
 
 

2022年のクラブルールの改訂 
 
 

こちらは、英文記事「Amendments to Rules 2022」（2022 年 1 月）の和訳です。 

 

アシュアランスフォアニンゲン・ガード・イｪンシディグおよびガード P.& I.（バミューダ）リ

ミテッド（以下、総称して、または個々に「当組合」という）の加入船その他浮遊構築物の

P&I 保険および応訴保険に関するクラブルール（以下「クラブルール（船舶）」という）なら

びに可動式海洋施設の P&I 保険および応訴保険に関するクラブルール（以下「クラブルール

（MOU）」という）に対する以下の改訂が当組合の理事会によって承認され、2022 年 2 月 20

日正午（GMT）に効力を生じます。 

 

クラブルール（船舶） － P&I保険 

 

第 1条 –定義 

 

ジェンダー平等 

 

クラブルールは、メンバーを男性としている上に、船員は男性であると想定している点で、現

時点では性的に中立とはいえません。これに対処するため、性を表す用語はすべての性を表す

旨を定める第 1 条が新たに追加されました。 

 

新第 1 条第 7 項は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「… 

 

7 本クラブルールにおいて性を表す用語には、すべての性を含む。」 

 

自損自弁の定義 

 

クラブルールの全体を通して「自損自弁（Knock for Knock）」という用語の解釈を統一するた

め、「自損自弁」の定義を第 78 条第 5 項から第 1 条に移動しました。また、「自損自弁」の

用語をプール協定に合わせるため、その定義自体を修正し、「他の責任」には船骸撤去および

汚染が含まれることを明確にしました。追加された「および／または自己の財物の所有もしく
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は運航に起因する責任」という文言は、契約当事者のみが負う当該当事者の船骸撤去および汚

染に関する責任を網羅するためのものです。また、曖昧さをなくし、該当する事業者団体に属

する者のみを指すことを明確にするため、(i)号では、「他の第三者」から「第三」という文言

が削除されました。最後に、(iii)号の「他の」という文言は、いかなる目的も果たさないことか

ら削除されました。 

第 1 条の「自損自弁」の定義は以下の通りです（削除／下線部が現第 78 条第 5 項の定義の修

正部分）。 

 

「1 本クラブルールにおいては、以下の用語または文言は、それぞれ次の意味を有するものと

する。 

… 

自損自弁 

本第 78 条第 5 項において、自損自弁の合意とは、以下の事項を定めた 1 または複数の条項を

いう。 

i 契約の各当事者が、以下の事項について、同様に責任を負うこと。 

 自身の財物もしくは要員、または自己の請負人もしくは自己の下請人もしくは自

己の請負人の下請人またはその他の第三者の財物の滅失または損害、もしくは要

員の死亡もしくは傷害。および／または 

 自己の財物の所有または運航に起因する責任。 

ii その責任は、相手方当事者に対する求償権を伴わず、いずれの者の責または過失にか

かわらず発生すること。 

iii 各当事者は、自らが責任を負うとされる当該損失、損害またはその他責任に関して

は、相手方当事者がこれに関して負った責任について、それぞれ同じように相手方当

事者に補償するものとする。 

 

第 40条 – 障害物および船骸撤去に対する責任 

 

何が「事故」に当たるかを更に明確にするため、第 40 条を以下の通り修正しました（削除／

下線部は修正部分）。 

 

「当組合は、以下のものをてん補する。 

 事故の結果滅失した加入船またはその全部またはその一部の残骸もしくは貨物の引き

揚げ、撤去、破壊、照明・標識設置が法律により強制されるか、またはその費用もし

くは経費が法律により組合員から回収し得る場合には、かかる引き揚げ、撤去、破

壊、照明・標識設置に関するして発生した費用および経費。 

 事故の結果として発生した加入船またはその一部の残骸が障害の原因となったことに

より生じた責任。 
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ただし、 

i 本クラブルールにおいて、「事故」とは、衝突、座礁、爆発、火災またはこれらに類

する偶発的な事象。 

ii 本条に基づく当組合からのてん補は、組合員が船骸に対する利益を委付以外の方法に

よって譲渡していないことを条件とする。 

iii 救助された船骸その他の財物の売得金は、当組合に帰属するものとする。 

 

第 48条 –消毒および検疫費用 

 

コロナウィルス感染症の世界的流行により、各クラブには、範囲の多少の相違やいくらかの曖

昧さはあるものの、消毒と検疫費用をてん補する旨を定めた独自のルールがあることが浮き彫

りになりました。IG モデルの文言は、クラブのてん補範囲を明確にすることを目的として整備

されてきました。Gard の消毒と検疫に係る規定の文言を IG モデルの文言に合わせるため、第

48 条を以下の通り修正しました（削除／下線部は修正部分）。 

 

「当組合は、加入船もしくは乗組員に関する検疫命令、または船内での伝染病発生による加入

船もしくは乗組員の消毒の直接的な結果としてに関連して組合員に必然的に生じた通常外の費

用および経費（検疫費用、消毒費用、燃料費、保険料、備品代、食料費および港費）（加入船

の運航費を除く）をてん補する。ただし常に、以下の場合にはてん補されない。 

 加入船が検疫されることまたは消毒が必要であることを組合員が事前に知っていた

か、または知っているはずであった予測可能であった港に入港するよう命じられてい

た場合（当組合がその絶対的な裁量によりこれと異なる判断をした場合はこの限りで

ない）。 

 時間の喪失、取引市場の喪失、遅延またはこれらに類するものの費用。」 

 

第 56条 – 非海上要員 

 

IG プール協定とクラブルールについて、特に宿泊設備が石油またはガスの生産または探査設備

から 500 メートル以内のところで係留または停泊している場合の免責事由を設けることによ

り、「宿泊設備」の取扱いの変更が既に行われました。しかし、これは、実務上は理想的とは

言えないことがわかったことから、その結果、500 メートルという免責事由がプール協定から

すべて削除され、自損自弁の場合と同程度に組合員に有利な条件での契約による危険の分担が

承認されているという要件のみが残りました。 

 

クラブルールにはこれに対応する変更が加えられ、第 56 条は以下の通りとなります（削除／

下線部は修正部分）。 
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「当組合は、P&I 保険の下では、下記のいずれかについて組合員に生じた責任、損失、費用ま

たは経費をてん補しない: 

 組合員以外の者によって雇用された加入船（宿泊船であること）に乗船中の要員（船

員を除く）。ただし、当該加入船が、石油またはガスの生産または探査設備上または

その周辺において、当該要員の雇用に関連して宿泊設備を当該要員に提供している以

下の各号のいずれかに該当する場合、組合員にとって自損自弁の場合と同程度に有利

な条件での契約による当該危険の分担が当組合によって承認されている場合はこの限

りでない。 

I 当該加入船が石油またはガスの生産または探査設備から 500 メートル以内のところで

係留または停泊している場合 

II 組合員と当組合が承認した当該要員の雇用主との間で契約上の危険分担がない場合 

 加入船が係留（一時的な場合を除く）されており、ホテル、レストラン、バーその他

の遊興施設として一般に解放されている場合に、ホテルおよびレストランの客その他

の訪問者ならびに加入船のケータリングクルー。」 

 

第 58条 – 戦争危険 

 

誘拐された船員のための身代金の支払いは標準的な P&I 保険の下ではてん補されていないこと

を更に明確化するため、身代金の支払いに係る特定の免責事由が第 58 条に追加されました。

ただし、身代金・誘拐保険または戦争保険のいずれに基づいてもてん補を受けられない場合、

当組合は、身代金をてん補する裁量権を有しています。裁量的権限は、当組合の理事会にあり

ます。 

 

第 58 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

「1 当組合は、以下のいずれかに起因して損失または損害、負傷、疾病もしくは死亡その他の

事故が発生して、これにより責任が生じ、またはかかる損失、費用もしくは経費が発生した

場合（組合員またはその使用人もしくは代理人の過失が寄与したか否かを問わない）、P&I

保険の下ではかかる責任、損失、費用または経費はてん補しない。 

 戦争、内乱、革命、反乱、暴動もしくはこれらから生じる内紛、または交戦国によ

り、もしくは交戦国に対して行われた敵対行為、またはテロ行為（ただし、本（a）

号の解釈上、ある行為がテロ行為に該当するか否かに関する議論が生じたときは、当

組合は、その議論を自らの絶対的な裁量にて決定し、当組合の決定を最終決定とす

る）。 

 捕獲、掌捕、拘束、抑止または抑留（船員の悪行および海賊行為を除く。ただし常

に、当組合がその絶対的な裁量により別段の判断をしない限り、身代金はてん補され

ない。）およびその結果またはこれらの試みの結果。 
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 機雷、魚雷、爆弾、ロケット、砲弾、爆発物またはその他類似の戦争兵器（加入船上

であるか否かを問わず、かかる兵器が輸送されたということのみを理由として発生す

る責任、費用または経費は除く）。ただし、この免責は、かかる兵器が政府の命令の

結果としてされたかまたは当組合の同意の上で使用されたかを問わず、その使用理由

が、本来であれば組合の提供する担保の対象である責任、費用または経費を軽減する

ためである場合には適用されない。 

2 …」 

 

第 61条 – 潜水艇、釣鐘型潜水器、および潜水夫 

 

第 61 条の文言を IG プール協定に合わせるため、第 61 条を修正し、免責事由が明示的に拡張

されて遠隔操作無人探査機（ROV）が含まれるようになりました。 

 

第 61 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

「第 61条 潜水艇、釣鐘型潜水器、遠隔操作無人探査機および潜水夫 

 

当組合は、P&I 保険の下では、以下のいずれかによって生じる責任、損失、費用または経費は

てん補しない: 

 組合員による潜水艇、小型潜水艇、または釣鐘型潜水器または遠隔操作無人探査機の

操作。 

 専門的または商業的潜水夫の活動で、組合員が責任を負うもの。ただし、以下のもの

を除く。 

i. 潜水夫が加入船の船員の一部を構成し、組合員が当該潜水夫の活動について責任を負

っている場合において、当該加入船（または加入船から操作中の釣鐘型潜水器その他

類似の設備または船）が行った海難救助活動により発生する活動。 

ii. 加入船の点検、修理もしくは保守または加入船により引き起こされた損傷に関連して

行われた付随的な潜水作業。 

iii. 娯楽としての潜水活動。」 

 

第 78条 – 共同被保険者および関係者への担保 

 

第 78 条第 5 項 - 責任を負う共同被保険者に該当する者の拡大 

 

現在のところ、プール協定とクラブルール上、保護的な共同保険は、組合員の契約相手とその

下請業者にのみ認められます。しかし、オフショア界においては、自損自弁条項が「傭船者の

グループ」に言及することは一般的であり、このグループには、多くの場合、クライアント、

共同ベンチャーや関連会社といった、下請業者以外の者が含まれます。 
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市場慣行に合わせるため、プール協定に基づいて保護的な共同保険を得られる人の集団を拡張

して、請負人が責任を負う範囲内（下請業者に限定されない）のより広範な人の集団が含まれ

ることになります。 

 

プール協定に合致させるため、同様の変更が第 78 条第 5 項にも加えられ、第 78 条第 5 項は以

下の通りとなります（削除／下線部は修正部分）。 

 

「5 加入船への役務の提供または加入船による役務の提供について組合員と契約を締結した共

同被保険者、および当該共同被保険者のグループ内の者下請業者に提供される担保は、当該

契約の条件に基づいて組合員が負担し、かつ、組合員が負担すれば当組合からてん補を受け

るであろう範囲の責任、損失、費用および経費のみに及ぶ。 ただし、以下の事項を条件と

する。 

 当該契約を当組合が承認したこと。 

 契約には、共同被保険者のグループ内のあらゆる者に関する自損自弁の合意を含める

こと。」 

本第 78 条第 5 項において、自損自弁の合意とは、以下の事項を定めた 1 または複数の条項を

いう。 

i. 契約の各当事者が、自身の財物もしくは要員、または自己の請負人もしくは自己の

下請人もしくは自己の請負人の下請人またはその他の第三者の財物もしくは要員の

死亡もしくは傷害について、同様に責任を負うこと。 

ii. その責任は、相手方当事者に対する求償権を伴わず、いずれの者の責または過失に

かかわらず発生すること。 

iii. 各当事者は、自らが責任を負うとされる当該損失、損害その他責任に関しては、相

手方当事者がこれに関して負った責任について、それぞれ同じように相手方当事者

に補償するものとする。 

 

 

第 78 条第 6 条 –  関連のある傭船者の保険に基づく共同保険 

 

これまでは、プール協定に基づく共同保険は、被保険者である船主の加入に基づく共同被保険

者のみが利用することができました。したがって、関連のある傭船者が運航管理者や運航者を

雇用した場合には、当該運航管理者や運航者は、その関連のある傭船者の共同被保険者とはな

り得ません。よって、プール協定を拡張し、ミスダイレクトアロウカバーの性質上、関連のあ

る傭船者の保険に基づく共同保険を認めることにしました。 

 

クラブルールをプール協定に合わせるため、第 78 条第 6 項が以下の通り修正されました（削

除／下線部は修正部分）。 
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「6 第 78 条第 3 項、第 78 条第 4 項および第 78 条第 5 項に該当しないすべての共同被保険者に提

供される担保は、組合員または適切な場合には第 78 条第 4 項に基づく関連のある傭船者のいず

れかの責任とするのが正当である損失または損害についてかかる共同被保険者がまず支払う責め

を負うと認められる範囲（応訴保険の場合は、かかる共同被保険者がかかる責任から生じるクレ

ームを争う必要があるとされる範囲）にのみ及ぶ。本項のいかなる定めも、当該損失に対するク

レームが組合員に対して行われたと仮定した場合に、その組合員または適切な場合には第 78 条

第 4 項に基づく関連のある傭船者のいずれかが当組合からのてん補を受けることができるであろ

う額についてまで担保を拡大するものと解釈してはならない。」 

 

第 78 条第 8 項 – 第 78 条第 6 項に基づく共同被保険者の補償の効果 

 

第 78 条第 8 項は、同一の第三者の責任、損失、費用または経費に関し、保険契約に基づいて

当組合に付保しているか、または当組合から補償を得られる異なる者から当組合に対して複数

のてん補請求が行われるリスクから、当組合を保護するためのものです。したがって、当組合

が何らかのクレームについて共同被保険者（第 78 条第 3 項または第 78 条第 4 項に基づいて付

保されている共同被保険者を除く）または関係者に補償した場合、当組合は、それと同じクレ

ームまたはそのクレームが関係する損失や損害に関し、その他のいかなる者をも補償する更な

る責任は負いません。 

 

第 78 条第 6 項に基づく共同保険は、関連のある傭船者の保険に基づく共同保険を認めるため

に拡張されていることから、第 78 条第 8 条を修正してプール協定に合致させるとともに、関

連のある傭船者の被保険者に対する支払いにより組合員への補償が縮小するのを防ぐことも必

要です。 

 

第 78 条第 8 項は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「8 当組合がクレームについて共同被保険者（第 78 条第 3 項および第 78 条第 4 項に該当する

共同被保険者を除く）または関係者を補償した場合、当組合は、追加の責任を負わず、ま

た、当該クレームまたは当該クレームが関係する損失もしくは損害について、いかなる者

（組合員の保険契約に基づく共同被保険者の場合には組合員を含み、第 78 条第 4 項に基づ

いて認められた関連のある傭船者の加入に基づく共同被保険者の場合は当該傭船者を含む）

に対しても追加の支払いを行わない。」 

 

 

第 79条 – 共同組合員、共同被保険者、関係者およびフリート加入 
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第 79 条の修正は、第 78 条第 3 項による船舶の運航と管理を行っている共同被保険者および第

78 条第 4 条による関連のある傭船者（総称して「通常の共同被保険者」という）と、保護的な

共同被保険者（第 78 条第 5 項）およびミスダイレクトアロウの共同被保険者（第 78 条第 6

項）（総称して「他種の共同被保険者」という）とを区別するために行われました。 

 

プール協定には、他種の共同被保険者は加入条件に基づいて支払われるべき金員について連帯

責任を負うとする要件はありません。クラブルールをプール協定に合わせるため、第 79 条が

以下の通り修正されました（削除／下線部は修正部分）。 

 

「1 1 件の加入で付保されている共同組合員および共同被保険者（第 78 条第 5 項および第 78

条第 6 項に基づいて当組合から明示的に担保を与えられている共同被保険者を除く）は、当

該契約に関して当組合に支払うべきすべての金員について連帯して責任を負うものとする。

フリート加入を構成する 1 隻または複数隻の加入船に関する契約で組合員、共同組合員およ

び共同被保険者（第 78 条第 5 項および第 78 条第 6 項に基づいて当組合から明示的に担保

を与えられている共同被保険者を除く）は、フリート加入を構成する加入船の一部または全

部に関して当組合に支払うべきすべての金員について連帯して責任を負うものとする。本項

において、フリート加入とは、1 または複数名の組合員が 2 隻以上の加入船全体をフリート

として取り扱うという条件でかかる 2 隻以上の加入船を付保することをいう。 

2 …」 

 

 

第 84条 –第三者からの回収 

 

文言にあいまいさが生じるおそれを排除し、応訴保険に関するクラブルールの解釈に関するク

ラブの既存の慣行を成文化するため、第 84 条に軽微な変更を加えました。その変更により、

組合員に有利な費用の支払い命令がない場合であっても、または和解契約の文言にかかわら

ず、当組合には回収したものを受け取る権利がある旨がより明確になりました。 

 

第 84 条が以下の通り修正されました（削除／下線部は修正部分）。 

 

「1 当組合が付保した責任、損失、費用または経費について組合員が第三者に対する求償権を

有する場合、当組合は、かかる責任、損失、費用または経費について組合員または組合員の

代理人に対する支払を行うことにより、組合員に代位して求償権を行使するものとする。 

2 当組合が組合員に対し、または組合員に代わって責任、損失、費用または経費に関する支払

いを行った場合、その責任、損失、費用または経費が関係する事案に関して第三者から回収

したもののすべてを、当組合が支払った金額に相当する金額を上限として、かつ、回収額中
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に当組合が支払った額に対する利息が含まれている場合はこれとともに、当組合が支払いを

受けるものとする。 

 組合員が加入条件の免責額の故に責任、損失、費用または経費を分担した場合には、

それぞれの支払額および支払日を考慮して、かかる利息部分を組合員と当組合の間で

分配する。 

 当組合は、当組合による事案の処理に関する費用について支払いを受けた額の全額を

留保するものとする。 

 応訴保険については、第三者からのあらゆる回収費用した弁護士費用その他の費用

（「回収費用」）は、以下のとおり、以下の順に割り当てるものとする。 

i まず、最大控除免責金額に合意した場合、回収費用は、組合員の最大控除免責金額を

超えて当組合が支払ったか、または支払いに同意した弁護士費用その他の費用の公正

な回収額（当組合の判断による）に相当する弁護士費用その他の費用に相当する金額

を上限として、回収費用のうちの当該金額に対する利息とともに、当組合に入金さ

れ、支払われる。 

ii 次に、組合員またはその代理人に生じた弁護士費用その他の費用の一定割合のみをて

ん補することに当組合が同意した場合、回収費用のうち本クラブルールおよび合意し

た保険条件に従って当組合がてん補することに同意した割合に相当する額が当組合に

入金され、支払われる。 

iii 最後に、上記の(i)および(ii)の条件が満たされた場合、回収費用は、組合員の最低控除

免責金額に割り当てられる。 

3 第 84 条第 2 項により、応訴保険に加入している組合員のために回収した金員は、すべて当

該組合員に支払われるものとする。ただし、組合員から当組合に対する未払いの額があれ

ば、当組合はかかる金員から差し引くことができる。 

4 組合員が、応訴保険で担保されるクレームを、費用を含む一括金で、または費用の引き当て

なしに和解した場合は、当組合が、和解の引当てにかかわらず、その一括金のうち、どの部

分が弁護士費用その他の費用にあたるとみなすべきかを決定し、妥当な場合には、一括金

は、第 84 条第 2 項(c)に従って回収費用として取り扱うものとする。」 

 

第 88条 – 第三者に対する支払および保証 

 

第 88 条を修正し、当組合がブルーカードまたは保証状（LOU）に基づいて第三者に直接支払

う義務を負うというクレームを、当組合はクラブルールと保険条件に基づいてメンバーに補償

する義務を負うというクレームより優先させる裁量制を認めました。 

 

これは、例えば汚濁クレームと過怠金の限度額が 10 億米ドルであるなど、保険資金が限られ

ている場合に関係するものです。したがって、第 88 条に新たな項（第 88 条第 4 項）を追加

し、クレームの優先順位を付ける権利（義務ではない）が当組合に与えられました。当組合
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は、個々の事案の状況に応じて、認定されていないクレームに係る保険金支払いを保留する裁

量権を有します。クラブルールを利用するか否かの裁量権は、当組合の理事会にあります。 

 

新第 88 条 4 項は以下の通りです。 

 

「4 

a 当組合が第 58 条第 2 項もしくは第 73 条第 2 項の保証、念書もしくは証書、または関連す

る債務（総称して「直接債務」という）を直接履行もしくは保証することを約束するその他

の仮差押解除金その他の担保を発行し、直接債務単独のクレームまたは他のクレームと組み

合わせたクレームがクラブルールまたは加入証書に定める当組合の提供する補償の限度額を

超えると当組合が単独で判断する場合、当組合は、直接債務または直接債務のうち当組合が

絶対的な裁量により決定する部分が履行されるまで、当該他のクレームまたはその一部の支

払いを、当組合の絶対的な裁量で遅らせることができる。 

b 当組合が履行したクレームまたは責任（直接債務を含む）が当該限度額を超える場合、これ

に関する当組合の支払は、貸付によるものとし、組合員は、要求があったときは速やかに、

当該支払について当組合に補償するものとし、組合員が他の保険に基づいて第三者に対して

有するすべての権利を、当組合がその裁量により実際的であると判断する範囲および条件に

て、当組合に譲渡するものとする。」 

 

 

第 91条 – 仲裁 

 

現行第 91 条の「オスロ市裁判所」という文言の使用は正確ではないため、当該裁判所の現在

の正式名称を反映させるため、文言を最新のものにしました。 

 

第 91 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「1 別段の合意がない限り、保険契約または本クラブルールに起因する当組合と組合員または

前組合員またはその他の者との間の紛争は、仲裁により解決されるものとする。各当事者

は、仲裁人を 1 名ずつ指名し、そのようにして選任された仲裁人は審判人を指名する。仲裁

人が審判人について合意できない場合、または当事者の一方が自身の仲裁人を指名しない場

合は、指名はオスロ市地方裁判所の首席裁判官が行う。仲裁判断には理由を付さなければな

らない。仲裁手続きは、オスロで行うものとする。」 

 

クラブルール（MOU） – P&I保険  

 

MOU第 1条 – 解釈 
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ジェンダー平等に関するクラブルール（船舶）第 1 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）に

ついても同様の変更を行いました。 

 

新第 1 条第 7 項は以下の通りです。（削除／下線部は修正部分） 

 

「… 

 

7 本クラブルールにおいて性を表す用語には、すべての性を含む。」 

 

 

 

MOU 第 27条 – 障害物および船骸撤去に対する責任 

 

上記のクラブルール（船舶）第 40 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

クラブルール（MOU）第 27 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「当組合は、以下のものをてん補する。 

 事故の結果滅失した加入船またはその全部またはその一部の残骸もしくは貨物の引き

揚げ、撤去、破壊、照明・標識設置が法律により強制されるか、またはその費用もし

くは経費が契約その他に基づいて法律により組合員から回収し得る場合には、かかる

引き揚げ、撤去、破壊、照明・標識設置に関するして発生した費用および経費。 

 事故の結果として発生した加入船またはその一部の残骸が障害の原因となったことに

より生じた責任。  

ただし、 

i 本クラブルールにおいて、「事故」とは、衝突、座礁、爆発、火災またはこれらに類

する偶発的な事象。 

ii 本条に基づく当組合からのてん補は、組合員が船骸に対する利益を委付以外の方法に

よって譲渡していないことを条件とする。 

iii 救助された船骸その他の財物の売得金は、当組合に帰属するものとする。 

いかなる場合も、本クラブルールに基づく担保は、掘削または産出装置が掘削または産出のた

めに配備された場合には、その掘削または産出装置のうち海底で滅失または沈殿した部分の除

去または清掃に関する費用には及ばない。本クラブルールにおいて、装置は、掘削または産出

のために装置またはそのいずれかの部分の設置が開始した時点から配備されたものとみな

す。」 
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MOU第 33A条 - 消毒および検疫費用 

 

上記のクラブルール（船舶）第 48 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

 

MOU 第 33A 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

 「当組合は、加入船もしくは乗組員に関する検疫命令、または船内での伝染病発生

による加入船もしくは乗組員の消毒の直接的な結果としてに関連して組合員に必然

的に生じた通常外の費用および経費（検疫費用、消毒費用、燃料費、保険料、備品

代、食料費および港費）（加入船の運航費を除く）をてん補する。ただし常に、以

下の場合にはてん補されない。  

 加入船が検疫されることまたは消毒が必要であることを組合員が事前に知っていた

か、または知っているはずであった予測可能であった港に入港するよう命じられて

いた場合（当組合がその絶対的な裁量によりこれと異なる判断をした場合はこの限

りでない）。 

 時間の喪失、取引市場の喪失、遅延またはこれらに類するものの費用。」 

 

 

MOU第 40条 – その他の免責損失 

 

2022 保険年度の市場の再保険条件に合わせるため、MOU 第 40 条 3 項を以下の通り変更しま

す。 

 

「… 

 

3 保険担保は、附則 III に定める海事サイバー特約（LMA 5403）および感染症免責条項

（JL2021-014）コロナウイルス免責条項（LMA 5395）に従うものとする。これらの条項は最

重要であり、本保険契約に含まれるあらゆる矛盾する条項に優先する。 

 

MOU第 54条 - 戦争危険 

 

上記のクラブルール（船舶）第 58 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

MOU 第 54 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 
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「当組合は、以下のいずれかに起因して損失または損害、負傷、疾病もしくは死亡その他の事

故が発生して、これにより責任が生じ、またはかかる損失、費用もしくは経費が発生した場合

（組合員またはその使用人もしくは代理人の過失が寄与したか否かを問わない）、かかる責

任、損失、費用または経費はてん補しない。 

 戦争、内乱、革命、反乱、暴動もしくはこれらから生じる内紛、または交戦国によ

り、もしくは交戦国に対して行われた敵対行為、またはテロ行為（ただし、本

（a）号の解釈上、ある行為がテロ行為に該当するか否かに関する議論が生じたと

きは、当組合は、その議論を自らの絶対的な裁量にて決定し、当組合の決定を最終

決定とする）。 

 捕獲、掌捕、拘束、抑止または抑留（船員の悪行および海賊行為を除く。ただし常

に、当組合がその絶対的な裁量により別段の判断をしない限り、身代金はてん補さ

れない。）およびその結果またはこれらの試みの結果。 

 機雷、魚雷、爆弾、ロケット、砲弾、爆発物またはその他類似の戦争兵器。ただ

し、この免責は、かかる兵器が政府の命令の結果としてされたかまたは当組合の同

意の上で使用されたかを問わず、その使用理由が、本来であれば組合の提供する担

保の対象である責任、費用または経費を軽減するためである場合には適用されな

い。 

注：戦争危険に関する追加保険は、第 2 条第 1 項(b)によって付保できる。附則 II 参

照。」  

 

MOU第 60条 - 共同組合員、共同被保険者、関係者およびフリート加入 

 

上記のクラブルール（船舶）第 79 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

MOU 第 60 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「1 1 件の加入で付保されている共同組合員および共同被保険者（第 58 条第 3 項に基づいて当

組合から明示的に担保を与えられている共同被保険者を除く）は、当該契約に関して当組合

に支払うべきすべての金員について連帯して責任を負うものとする。フリート加入を構成す

る 1 隻または複数隻の加入船に関する契約で組合員、共同組合員および共同被保険者（第

58 条第 3 項に基づいて当組合から明示的に担保を与えられている共同被保険者を除く）

は、フリート加入を構成する加入船の一部または全部に関して当組合に支払うべきすべての

金員について連帯して責任を負うものとする。本項において、フリート加入とは、1 または

複数名の組合員が 2 隻以上の加入船全体をフリートとして取り扱うという条件でかかる 2 隻

以上の加入船を付保することをいう。 

2…」 
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MOU第 64条 –第三者からの回収 

 

上記のクラブルール（船舶）第 84 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

MOU 第 64 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「1 当組合が付保した責任、損失、費用または経費について組合員が第三者に対する求償権を

有する場合、当組合は、かかる責任、損失、費用または経費について組合員または組合員の

代理人に対する支払を行うことにより、組合員に代位して求償権を行使するものとする。 

2 当組合が組合員に対し、または組合員に代わって責任、損失、費用または経費に関する支払

いを行った場合、その責任、損失、費用または経費が関係する事案に関して第三者から回収

したもののすべてを、当組合が支払った金額に相当する金額を上限として、かつ、回収額中

に当組合が支払った額に対する利息が含まれている場合はこれとともに、当組合が支払いを

受けるものとする。 

 組合員が加入条件の免責額の故に責任、損失、費用または経費を分担した場合には、

それぞれの支払額および支払日を考慮して、かかる利息部分を組合員と当組合の間で

分配する。 

 当組合は、当組合による事案の処理に関する費用について支払いを受けた額の全額を

留保するものとする。 

 応訴保険については、第三者からのあらゆる回収費用した弁護士費用その他の費用

（「回収費用」）は、以下のとおり、以下の順に割り当てるものとする。 

i まず、最大控除免責金額に合意した場合、回収費用は、組合員の最大控除免責金額を

超えて当組合が支払ったか、または支払いに同意した弁護士費用その他の費用の公正

な回収額（当組合の判断による）に相当する弁護士費用その他の費用に相当する金額

を上限として、回収費用のうちの当該金額に対する利息とともに、当組合に入金さ

れ、支払われる。 

ii 次に、組合員またはその代理人に生じた弁護士費用その他の費用の一定割合のみをて

ん補することに当組合が同意した場合、回収費用のうち本クラブルールおよび合意し

た保険条件に従って当組合がてん補することに同意した割合に相当する額が当組合に

入金され、支払われる。 

iii 最後に、上記の(i)および(ii)の条件が満たされた場合、回収費用は、組合員の最低控除

免責金額に割り当てられる。 
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3 第 64 条第 2 項により、応訴保険に加入している組合員のために回収した金員は、すべて当

該組合員に支払われるものとする。ただし、組合員から当組合に対する未払いの額があれ

ば、当組合はかかる金員から差し引くことができる。 

4 組合員が、応訴保険で担保されるクレームを、費用を含む一括金で、または費用の引き当て

なしに和解した場合は、当組合が、和解の引当てにかかわらず、その一括金のうち、どの部

分が弁護士費用その他の費用にあたるとみなすべきかを決定し、妥当な場合には、一括金

は、第 64 条第 2 項(c)に従って回収費用として取り扱うものとする。」 

 

MOU第 68条 – 第三者に対する支払および保証 

 

上記のクラブルール（船舶）第 88 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

新第 68 条第 5 項は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 

 

「4 

a 当組合が第 55 条第 2 項の保証、念書もしくは証書、または関連する債務（総称して「直

接債務」という）を直接履行もしくは保証することを約束するその他の仮差押解除金その他

の担保を発行し、直接債務単独のクレームまたは他のクレームと組み合わせたクレームがク

ラブルールまたは加入証書に定める当組合の提供する補償の限度額を超えると当組合が単独

で判断する場合、当組合は、直接債務または直接債務のうち当組合が絶対的な裁量により決

定する部分が履行されるまで、当該他のクレームまたはその一部の支払いを、当組合の絶対

的な裁量で遅らせることができる。 

b 当組合が履行したクレームまたは責任（直接債務を含む）が当該限度額を超える場合、これ

に関する当組合の支払は、貸付によるものとし、組合員は、要求があったときは速やかに、

当該支払について当組合に補償するものとし、組合員が他の保険に基づいて第三者に対して

有するすべての権利を、当組合がその裁量により実際的であると判断する範囲および条件に

て、当組合に譲渡するものとする。」 

 

MOU第 71条 – 仲裁 

 

上記のクラブルール（船舶）第 91 条の変更に伴い、クラブルール（MOU）についても同様の

変更を行いました。 

 

MOU 第 71 条は以下の通りです（削除／下線部は修正部分）。 
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「別段の合意がない限り、保険契約または本クラブルールに起因する当組合と組合員または前

組合員またはその他の者との間の紛争は、仲裁により解決されるものとする。各当事者は、仲

裁人を 1 名ずつ指名し、そのようにして選任された仲裁人は審判人を指名する。仲裁人が審判

人について合意できない場合、または当事者の一方が自身の仲裁人を指名しない場合は、指名

はオスロ市地方裁判所の首席裁判官が行う。仲裁判断には理由を付さなければならない。仲裁

手続きは、オスロで行うものとする。」 

 

附則 III – 海事サイバー特約およびコロナウイルス免責条項（第 40条第 3項） 

 

2022 保険年度の市場の再保険条件に合わせるため、附則 III – 海事サイバー特約およびコロナ

ウイルス免責条項（第 40 条第 3 項）を以下の通り変更します（削除／下線部は修正部分）。 

 

「3 海事サイバー特約および感染症免責条項コロナウィルス免責条項（第 40条第 3項） 

 

… 

 

感染症免責条項 

 

1. 世界保健機関（WHO）が感染症の発生が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（以下

「宣言対象感染症」という）であると判断した場合、宣言対象感染症の感染または感染の

疑いから直接生じる損失、損害、責任または費用については、本（再）保険のもとでは、

いかなる補償も提供されない。 

 

2. 宣言対象感染症の感染と特定された事例から責任が直接生じたが、感染と特定された事例

の発生が WHO による宣言対象感染症であるとの判断日より前であることを（再）被保険

者が証明した場合には、この特約第 1 項の免責は、本来であればこの（再）保険での対象

である被（再）保険者の責任には適用されない。 

 

3. ただし、この特約第 2 項の要件が満たされた場合であっても、以下の事項については、本

（再）保険のもとではいかなる補償も提供されない。 

 

A. 宣言対象感染症の特定、浄化、無毒化、除去、監視または試験に係る責任または費

用。その措置が予防的なものか、是正的なものかを問わない。 

 

B. 名目のいかんを問わず、宣言対象感染症の結果としての逸失収益、不稼働損失、事業

の中断、市場の喪失、遅延または間接的な金銭的損失についての責任、またはこれら

に起因する損失もしくは費用。 

 

C. 宣言対象感染症のおそれまたは脅威により生じる損失、損害、責任または費用。 
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4. この特約において、「感染症」とは、何らかの物質または因子によってある有機体から別

の有機体に感染することができる既知または未知の疾病をいい、以下の定めの通りとす

る。 

 

A. その物質または因子には、ウィルス、バクテリア、寄生その他の有機体またはこれら

の多様体もしくは変異（生存しているとみなされるか否かを問わない）を含むが、こ

れらに限定されない。 

 

B. 感染の方法（直接か間接かを問わない）には、人との接触、空気感染、体液感染、固

形物もしくは固体表面もしくは液体もしくは気体間の感染もしくはこれらを介した感

染を含むが、これらに限定されない。 

 

C. 疾病、物質または因子は、その単独で、もしくは他の併存疾患、状態、遺伝的感受性

もしくはヒトの免疫系と相まって、死、疾患もしくは身体的被害を引き起こすか、ま

たは一時的もしくは永続的にヒトの身体的もしくは精神的健康を損なうか、またはあ

らゆる種類の財産の価値もしくは安全な使用に悪影響を及ぼすことがある。 

 

5. この特約は、この特約が付帯していなければこの（再）保険のもとでは担保されなかった

責任を担保するために、この（再）保険を拡張することはない。 

 

この（再）保険の他のすべての条件および制限には変更はない 

 

JL2021-014 

2021 年 3 月 8 日 

 

コロナウイルス免責条項 

 

これらの条項は最重要であり、本保険契約に含まれるあらゆる矛盾するものに優先する。 

 

この保険は、以下の事項については補償しない。 

 

 下記 a)ないし c)に掲げるものの伝播もしくは伝播の疑い、またはこれらのものに

対する不安もしくは脅威から直接生じる損失、損害、責任、費用または経費。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）  

 

 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV-2） 



 
 
 

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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 SARS-CoV-2 の変異または多様性 

 

 前項 a)ないし c)に掲げるものを特定し、浄化し、解毒し、除去し、監視し、また

は試験するための責任、費用または経費。 

 

 前項 a)ないし c)に掲げるものまたはこれらのものに対する不安もしくは脅威によ

り生じた逸失収益、不稼働損失、事業中断、市場喪失、遅延、または間接的な金銭

的損失（表現のいかんを問わない）に対する責任またはこれらに起因する損失、費

用もしくは経費。 

 

保険の他のすべての条件および限度額には、変更はない。 

 

LMA5395 

2020 年 4 月 9 日 

 

*** 

 

最新版のクラブルール（船舶）およびクラブルール（MOU）は、更改日である 2022 年 2 月 20

日までに www.gard.no 上で公表されます。 

 

 

 

ご質問がありましたら、ガードジャパン株式会社までお問い合わせください。 

 

 

敬具 

GARD AS 

 
Rolf Thore Roppestad 

CEO（最高経営責任者） 
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