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危険なビジネス：地政学上の安全を脅かす脅威を知る 

こちらは、英文記事「Risky business: managing geopolitical security threats」（2022 年 1 月 12 日付）の

和訳です。 

 

 
 

Gardは、例年ジュネーブで開催している傭船者とトレーダー向けの第 16回年次セミナーを、

パンデミックの影響によりウェビナー形式で開催しました。船主や傭船者の立場を代弁するパ

ネリストらのロールプレイを通じて、世界中で海上の安全を脅かす脅威をテーマに議論がなさ

れました。最初に、Risk Intelligence社のゲストスピーカーから、船舶輸送における最新の安

全リスクの概況についてご説明いただきました。 

 

はじめに 

 

先日開催された傭船者とトレーダー向けウェビナーでは、Risk Intelligence 社の Henrik Ehlers Kragh 

COO をゲストスピーカーにお招きし、サイバー脅威、戦争危険、そして世界の船舶輸送や貿易に関

連する最新のリスクについて議論しました。Gard のパネリストとしては、モデレーターの Craig 

Johnston のほか、Balvinder Ahluwalia が船主、Helena Biggs が傭船者、Arek Glaas がアンダーライ

ターの立場を代弁し、上述したさまざまな脅威やリスクに関わる商業上のあるいは法律上の問題や保

険ソリューションについて検討を深めました。 

 

イベントの録画はこちらからご覧いただけます。今回のインサイトでは、パネリストに寄せられた質

問にお答えするとともに、重要なポイントをいくつかご紹介しています。 
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https://www.gard.no/web/updates/content/32947069/risky-business-managing-geopolitical-security-threats
https://gard.no/web/content/webinar-risky-business-charters-and-traders-november-2021
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概要 

 

Henrikさん、世界の安全の現状について概説いただけますでしょうか。世界全体の状況をお話しし

ますと、Risk Intelligence 社が 2021年 1月 1日から 11 月 18 日までに記録した犯罪件数は 273 件に

上っており、ほぼ毎日事件が発生していることになります。最も対応が難しいのは下の図の赤色で囲

まれている地域で、ペルシャ湾、西インド洋、紅海、地中海東部、そして主にナイジェリア沖のギニ

ア湾では身代金を目的とした船員の誘拐が多発しています。 

 

 
 

黄色で囲まれているのは、リスクが上昇している地域です。東南アジア一帯では、強盗、盗難、汚職

といった犯罪が多発しています。黒海東部での犯罪は、緊迫するロシアとウクライナ関係が主たる要

因となっています。そして中米では、盗難、武装強盗、麻薬密輸が犯罪の大半を占めています。つま

り、安全上の脅威は地域によって異なるのです。 

 

サイバー脅威 

 

Henrikさん、「サイバー脅威」とは具体的に何を指すのでしょうか。また、黒海の状況は好転する

よりも悪化する日の方が近いと見るべきでしょうか。まず、Risk Intelligence 社で「サイバー脅威」

と言った場合、悪質な攻撃、ジャミング（電波妨害）、スプーフィング（なりすまし攻撃）の 3種類

の可能性を念頭に置いて議論しています。悪質な攻撃とは、犯罪目的で企業の IT システムを狙った

ものです。2017 年に Maersk Line 社が被害を被った NotPetya というランサムウェアもその一例で

す。ジャミングは、「ホワイトノイズ」を使って電子機器を妨害するものです。ジャミングは軍隊の

攻撃や防衛に使用されており、重要資産に装着された GPS デバイスを犯罪者が妨害する際にも使わ

れています。ジャミングの検知は一般的に容易とされ、航行に影響を及ぼすことはありません。 

 

スプーフィングは電子信号を妨害し、偽の位置情報を電子プロットに送るものです。画面上で船舶の

位置が突然陸上に表示されたら、スプーフィング攻撃を受けているということです。攻撃対象となる
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船舶は、攻撃の発信源から一定の範囲内になければならないため、スプーフィングは陸地に近い場所

で起きる可能性が高いと言えます。スプーフィング技術は、ジャミング技術ほど簡単に習得できるも

のではなく、軍隊がシステムの妨害、指揮、制御で使用するような高度な技術を一般的に必要としま

す。 

 

黒海の状況についてですが、これは即答が難しい質問です。おそらくロシアのプーチン大統領以外に

答えられる人はいないでしょう。私の見解では、状況がすぐに好転する可能性は低くむしろ悪化する

と見ています。 

 

地政学的な観点からすると、ロシアが掲げる戦略的な目的の中には侵略が成功すれば達成できるもの

もあるかもしれません。しかし、侵略にはリスクが伴います。仮にロシアが（欧州や米国を中心とし

た）国際社会には制裁に関して限られた選択肢しか残されていないと予測し、国際社会の方もまたロ

シアへの新たな制裁の効果は限定的であると判断したとします。そうなれば、ロシアが現状維持を選

ぶ動機はまさに軍事的失敗のリスクしかありません。 

 

海事の商業的な観点からすると、制裁の変更が貿易パターンにどのような影響を及ぼすか、海運業界

としての備えを進めておく必要があると思います。いずれにせよ、制裁措置が講じられている現状

は、今後制裁が追加される可能性も含めて、当面の間「標準的な状況」として続くと考えられます。 

 

Balvinder、ジャミングやスプーフィングによるタイムロスは誰が賠償するのでしょうか。私たちが

現時点で知る限り、ジャミングやスプーフィング攻撃は悪質な第三者によるサイバー活動の結果とし

て発生しています。非常に短時間であったり見過ごされている場合もあれば、長時間にわたって影響

を及ぼしタイムロスを招いてしまう場合もあります。こうしたタイムロスが発生した場合、その法的

責任に対応する条項を交渉して傭船契約に組み込んでいなかったと仮定すると、傭船者はその舶船を

オフハイヤーにしようとするかもしれません。しかし、標準形式の傭船契約のオフハイヤー条項で

は、ほとんどがジャミングやスプーフィングの結果生じたタイムロスに対応していないため、こうし

たオフハイヤーのクレームは失敗に終わる可能性が高いでしょう。 

 

いずれにせよ、こうしたタイムロスクレームに対して船主側は、傭船者が特定の港へ向かうよう指示

したことが原因で船舶はサイバー攻撃の標的となったに過ぎないと弁明するかもしれません。この場

合船主は、傭船者の本船使用指示を遵守したことに起因する黙示的または明示的な免責条項を根拠と

することができるでしょう。一例として、NYPE 1946（定期傭船契約書）の第 8 条をご参照くださ

い。 

 

航海傭船契約においては、レイタイムの中断やデマレージの除外といった観点でも同様の配慮が適用

される場合があります。繰り返しになりますが、ジャミングやスプーフィング攻撃によるタイムロス

をレイタイムの算出から除外したり、タイムロスの間はレイタイムを中断させたりすることを求める

ような航海傭船契約は、これまでのところ見受けられません。なお、レイタイムの開始前にこうした

攻撃によるタイムロスが生じた場合には、当然船主の責任になります。 
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Arek、全てのサイバーリスクが担保されないとなった場合、何らかのコンピューターシステムを使

って標的を狙うものであれば誘導ミサイルやドローンによって生じた損害であってもてん補対象外と

なるのでしょうか。それは非常に当を得た質問です。ミサイルやドローンといった現代的な兵器のほ

とんどには、何らかのソフトウェアやコンピュータープログラムが組み込まれている可能性が非常に

高くなっているからです。 

 

2021 年 2月 20日またはそれ以降に更新された当社の傭船者メンバー向けの保険には、サイバーリス

クをてん補対象外とする Marine Cyber Endorsement (LMA 5403)が含まれています。保険市場の慣行

や主要な再保険契約と当社の条件を擦り合わせた結果、このようなてん補対象外とする約款を設ける

必要が生じたものです。現在のところ Marine Cyber Endorsement は、サイバー攻撃をてん補対象外

とする約款として保険市場で最も一般的に使われています。免責対象は「任意のコンピューター

（any computer）」や「任意の電子システム（any electronic system）」によるものという比較的広

範囲に言及されていますが、コンピュータープログラムあるいはシステムが危害を加える目的で使用

されたという状況に限定されます。 

 

この約款でてん補対象外とされるものには一つ例外があります。戦争保険や、当社の傭船者が加入し

ているような戦争危険を含む保険で認められている場合、今回のてん補対象外とする約款には戦争兵

器によって生じたクレームをてん補対象外とする機能はありません。つまり、兵器の発射や誘導シス

テムあるいは発火メカニズムにおいて使用されるコンピューターや電子システムについては例外で

す。 

 

戦争兵器に直接起因する損害については、発射、誘導あるいは発火メカニズムに電子機器が使用され

ていたとしても保険で補償されます。一方、悪質なコードまたはソフトウェアが危害を加える手段と

して使用されたことで直接的な損害を被った場合は、てん補対象外とする約款が効力を有します。 

 

戦争危険 

 

Henrikさん、ギニア湾では海軍のプレゼンスが高まっていますが、民間警備員は今なお必要とされ

ているのでしょうか。ギニア湾において武装警備員を配置するかどうかは複雑な問題であり、沿岸諸

国はさまざまな法律でこれを規制しています。 

 

当然のことながら、ギニア湾で貿易に従事する全ての船舶は、Best Management Practices West 

Africa（西アフリカにおけるベストマネジメントプラクティス）に記載されている推奨事項を認識し

適用する必要があります。 

 

部隊と護衛艦を配備することにはリスクが伴います。配備の是非を判断する際は、具体的な航海リス

ク評価の結果を基に、脅威の度合、護衛対象の船舶の脆弱性、航路、さらに例えば海軍がどの程度軍

事資産を集約しているかなど外的支援の可否についても考慮する必要があります。 

 

https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1048/bmp-wa-lo-res.pdf
https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1048/bmp-wa-lo-res.pdf
https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1048/bmp-wa-lo-res.pdf
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Balvinder、英国法の下では、過去に吸着機雷攻撃が発生したことをもって、港が安全ではないとさ

れるのでしょうか。これはまさに、過去に一度事件が発生したことにより港は契約上安全ではないと

いう理由で、船主が航海指示を拒否することができるかどうかという問題です。 

 

「安全ではない」という特定の状況は、船舶が寄港を指示された港自体に認められなければならず、

単にその港周辺を大まかに指すものではないというのが司法当局の考え方です。英国最高裁判所が

2017 年に下した Ocean Victory 号の判決（The Ocean Victory [2017] 1 LLR 521）では、異常事態に

相当するための要件が明確に示されており、船主への指示が出された時点で傭船者側にどの程度の知

識があったのかが本質的な争点となります。過去に一度発生した攻撃が異常事態に相当すると見なさ

れるためには、傭船者が船主に指示を出した時点で、最近は攻撃が発生していないことや同様の攻撃

に対する適切な防衛策が講じられていることを証明できなければなりません。傭船者のこうした対応

によって、再び攻撃が起きる事象は異常事態であるという見方ができます。 

 

過去の吸着機雷攻撃のケースでは、港の安全性が担保されているかどうかという問題はおそらく複雑

化するでしょう。どのような防衛策が求められるのかについての議論がまだ進展中で、結論に至って

いないためです。したがって傭船者には専門家の助言を求めることが推奨されますし、そうしない限

り、過去に一度だけ発生した吸着機雷攻撃をもって、港が安全ではないとされてしまいかねません。 

 

Helena、当初向かうはずの港の安全性に懸念が生じたことを理由に、荷積み後の船が別の荷揚げ港

に寄港することになった場合、目的地に貨物を運ぶ追加費用は誰が負担するのでしょうか。船主が船

荷証券で指定されている港以外で荷揚げできるかどうかは、船荷証券に記載されている条件次第で

す。安全に到着できる最も近い荷揚げ港で荷揚げすることを船主に認める権利条項が記載されていれ

ば、船主には代替港や代替地で荷揚げを行う権利があります。貨物を最終目的地に輸送する際に追加

必要が生じた場合、どの当事者がその費用を支払うかどうかの判断は、その港が実際に危険だったの

かどうかによります。港が危険であったと判断されれば、傭船者が輸送費用を負担しなければなりま

せん。こうしたアプローチは、最近では保険業界の戦争危険条項の一部で体系化されつつあり、

BIMCO 条項はその一例です。 

 

Arek、戦争危険によって生じた船の損害を補償する保険には必要な条件があるとのことですが、傭

船者が必ずしもその条件に合意できない場合はどうなるのでしょうか。当社の傭船者が加入している

標準的な保険では、戦争危険によって生じた傭船の損害や損失を補償しています。ただしこの補償

は、適用される傭船契約に含まれる以下の規定を満たしていることが条件となります。 

 

1. 船主が、戦争危険を理由に危険な場所に船を仕向けるのを拒否できること。 

2. 船主が、戦争危険から船体と他の利益を守る権利を有していること。 

3. 船が戦争危険のある場所に向かうよう指示された結果、戦争危険保険料が生じた場合、この

保険料は傭船者が船主に払い戻すこと。 



 

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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こうした条件を設ける背景には、当事者間で責任を分担し合うよりも保険ソリューションで解決する

方が選ばれているという論理的根拠があります。したがって、傭船者側が追加の戦争危険保険料を支

払い、適切な予防策を提供している限り、傭船者は戦争危険のアンダーライターから代位求償を受け

ることはないという見方が強まるのです。英国裁判所がこうしたケースにどのような判決を下すのか

については不透明であるものの、傭船者に対するクレームが実際に認められた場合、傭船者の賠償責

任保険による保護を適用することができます。 

 

傭船者が、上記の 3 つの条件、あるいは同程度に有利な条件に船主を合意させることができない場

合、事前にお知らせいただければ個々の状況を確認してん補範囲を調整することも可能です。ただ

し、こうした買い戻しについては通常、追加保険料を当社から傭船者に請求させていただいていま

す。また、被保険者の傭船活動の一部あるいは全部に対してこの条件をオープンベースでバイバック

するための拡張てん補をご提供することも可能です。傭船者メンバーがこうした追加費用の支払を避

けたいという場合には、船主と調整のうえ、上述したポイントを傭船契約に組み込むことをご提案し

ています。 

 

今回のウェビナーと追加の質疑応答セッションにご参加いただいたゲストスピーカーの Henrik 

Ehlers Kragh 氏と Risk Intelligence社に心より感謝申し上げます。 

 

船上でのサイバーセキュリティに関する情報については、Cyber Awareness（サイバー攻撃を認識す

る）のトレーニングビデオをご覧ください。ギニア湾での海賊行為に関する議論は、前回のウェビナ

ー動画 Maritime Security – unsafe seas, insecure crew（海上の安全－危険海域で安全を脅かされる

船員）でもご覧いただけます。 

https://www.riskintelligence.eu/
https://www.riskintelligence.eu/
https://vimeo.com/271626838
https://vimeo.com/271626838
https://vimeo.com/271626838
https://www.gard.no/web/updates/content/32140999/-maritime-security-unsafe-seas-insecure-crew-japanese-html
https://www.gard.no/web/updates/content/32140999/-maritime-security-unsafe-seas-insecure-crew-japanese-html
https://www.gard.no/web/updates/content/32140999/-maritime-security-unsafe-seas-insecure-crew-japanese-html

