
損害防止
UK P&I クラブは安全に全力で取り組んでいます。当クラブの高レベルの
損害防止プログラムは、業界最大規模で、増加傾向にあるクレームを軽減し、 
メンバーの品質を維持することを目指しています。
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ウェブサイト・ナビゲーション

LP サービス

> Ship Inspection（乗船検査）

> PEME（雇用前健診）

> Signum Services（シグナム・サービス）

LP 商品

> 書籍やパンフレット

> チェックリスト

> ビデオ

> ポスター

LP 情報

> LP Bulletins（LP会報）

> Technical Bulletins（技術会報）

> LP Reports（LP報告書）

>  On Board Practical Advice（船上実務アドバイス）

> Cargo Stowage Advice（貨物積載アドバイス）

> Risk Management Advice（リスク管理アドバイス）

> Claims Analysis Advice（クレーム分析アドバイス）

> People Claims（人身クレーム）

> Industry Advice（業界アドバイス）

> Presentations（プレゼンテーション）w
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Ship Visit Programme 
（乗船検査プログラム）

新しいアプローチ

原価で保険を提供するのが相互保険 
です。被保険者が利益を目的とせずに
運営しているため、メンバーが負担する
相互保険のコストは、クレームに直接リ
ンクしています。そのため、クレームを
減らすことは、メンバーの負担（保険料）
に直接影響を与えることになります。

1987 年以来、当クラブは船主責任クレームを取り扱ってきた経
験を元に、何が問題となり得るのか注意喚起を行い、前線の人々
にその情報を伝えることに集中的に力を注いできました。この
ような活動の多くは、最近のクレーム情勢の速報や、ポスター、 
ビデオ、荷役アドバイスなどの形態で提供されてきました。

この活動はもちろん継続していきますが、各フリートに内在するリ
スクのうち、何が優先度の高いリスクかをメンバーが見極められる
ように支援する方法にも力を注ぐ必要があると当クラブは感じてい 
ます。それは、こうすることが、特に現在の経済状況下でメンバー
のコストや保険料を減らしていくことに貢献するからです。

以下は良く知られている定義です。

リスク＝発生頻度×結果

当クラブではハイリスク・エリアを優先し、どのような「脅威」
がクレームを引き起こすのかを特定するために、クラブ内で発生
したクレームの件数および金額を分析しました。その後、コレス
ポンデンツや海事鑑定人（サーベヤー）、クレーム担当者、保険
契約担当者、さらに最も重要な人々である乗組員など、最前線に
いる人々の協力を得て、技術であれ、手順であれ、管理であれ、 

どのような「管理」がそのようなクレームを軽減させたのか、 
あるいはどのような「管理」あればそれらが抑制できたと思われ
るかの特定を試みました。こうしておけば、クラブの査定人の助
けを借りて、あるいはメンバーが自ら乗組員と協力して、評価の
作業において、このような「脅威」と「管理」を重点的に見てい
くことが出来ます。

現在クラブでは、メンバー数社に、各フリート毎の詳しいリスク・
プロファイルを提供し、メンバーのオフィスと船上の両方で、クラブ
の査定人、クレーム担当者、保険契約担当者と共に、関連する脅
威と管理に関する評価活動を行っています。

我々は、P&I クレームを引き起こしたと思われる高リスクの 
「脅威」と、それが引き起こす結果を軽減すると思われる「管理」
に焦点を当てることで、将来それが船上であれ陸上であれ、一つ
の小さな「人為的ミス」が「一本のワラも、限度を超せばラクダ
の背骨を折る（英諺：Straw that breaks the camel’s back）」
という事にならないことを望んでいます。

クレーム担当者の経験と、詳細なクレーム分析をもとに、当ク
ラブではクレームにつながった 76 個の主要「脅威」エリアと、 
それらの脅威が事故を引き起こすリスクを軽減し得る約 450 
個の「管理」を特定しました。

我々は、クレームの防止や管理に対してより科学的なアプローチ
が取れるよう、個々のメンバーと密接に協力して、これらのリ
スクを評価、記録するシステムの試行と開発を進めてきました。
このシステムの使用を拡大していけば、おのずと傾向やベンチ
マークが出来上がるため、メンバーの方々にはそれを自らの安全
システムの中で利用し、リスク管理に役立てて頂きたいと考え
ています。古いことわざに、「測定できないものは管理できない 

（you can’t manage what you can’t measure）」というもの
がありますが、これ以上的確に言い表した言葉はないでしょう。

Ship Ginga Falcon

Group 1116

Reference number 11/043

Port Singapore

Date of   assessment 17 May 2011

Assessor CJ Roberts

UK P&I CLUB

Overall assessment form

Explanation:

The above vessel has been inspected using a risk assessment tool which focuses on the Club’s 5 main risk areas as shown below. This has

given an average probability of an incident occurring on this ship of - Overall Risk Factor. Other sheets attached highlight the Threats,

which if not controlled, could cause such incidents, the Consequences that arise as a result of those incidents and the effectiveness of

the Controls which the Club feels should be in place to contain/minimise those threats/consequences.

IMPORTANT - in this system the minimum risk cannot be lower than 20%, maximum risk can be 100% if all controls are failed.
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Threat scores

Claim type Score

Personal injury risks 41%

Collision risks 40%

Pollution risks 40%

Property risks 40%

Cargo risks 41%

Overall
threat score 40%

Consequence scores

Claim type Score

Personal injury risks 41%

Collision risks 40%

Pollution risks 40%

Property risks 40%

Cargo risks 41%

Overall
consequence score 40%

Overall risk factor 40%

UK P&I CLUB

Ship risk

Ship risk split (Threat and Consequence)

Personal injury risks Collision risks Pollution risks Property risks Cargo risks

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overall ship risk
60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

Threat scores Consequence scores 

Personal injury risks Collision risks Pollution risks Property risks Cargo risks

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

Controls that may need attention
Ship Test case

Group 1234

Reference number

Port London

Date of assessment 30 June 2011

Assessor CJR

Comment score meaning:

Score 3 =. 60% risk of breached control - average control - needs improvement as suggested - moderate risk score

Score 4 =. 80% risk of breached control - poor control - suggested improvements should be made as soon as possible - high risk score

Score 5 =. 100% risk of breached control - very poor control (may be non-existant) - needs urgent attention - very high risk score

NB: Only scores of 3 and greater with comments are shown below:

Threat Control Score Comment
PI Mooring Ops Vessel mooring equipment of appropriate 

standard for operations being undertaken
5 test on new form

PI Mooring Ops Mooring areas basic design factors 5 test on new form
PI Mooring Ops Housekeeping standards maintained in all 

areas
5 test on new form

PI Mooring Ops Trade competency of personnel to perform 
required duties

5 test on new form
PI Mooring Ops Continuous on board training as required 

carried out in all areas (ISM requirement)
5 test on new form

PI Mooring Ops Sufficient personnel for required operation 5 test on new form
PI Mooring Ops Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
5 test on new form

PI Mooring Ops Communications established between all 
parties throughout operations

5 test on new form
PI Mooring Ops Pre mooring planning meeting held between 

bridge staff and mooring officers
5 test on new form

PI Mooring Ops Toolbox talks and work planning meetings 5 test on new form
PI Enclosed Spaces Access control to areas during maintenance 

and operations
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Forced Ventilation prior to and during entry of 
the space continuous

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Enclosed space to be isolated from all other 

spaces
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Atmosphere Checks before and during entry 
period

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Stand-by personnel assigned and SCBA, plus 

rescue equipment deployed
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Trade competency of personnel to perform 
required duties

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Continuous on board training as required 

carried out in all areas (ISM requirement)
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Effective supervision by Officer/supervisor 
during operation

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Communications established between all 

parties throughout operations
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Toolbox talks and work planning meetings 5 test on new form
PI Enclosed Spaces Permit To Work including appropriate check-list 

completion prior to job commencement
5 test on new form

PI Rotating Machinery Appropriate Tools and Equipment properly 
maintained

5 test on new form
PI Rotating Machinery Guards and/or physical separation provided 

around all rotating machinery
5 test on new form

PI Rotating Machinery Access control to areas during maintenance 
and operations

5 test on new form
PI Rotating Machinery Inspection and Planned Maintenance 5 test on new form
PI Rotating Machinery Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Rotating Machinery Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Rotating Machinery Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
4 test on new form

PI Rotating Machinery Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Lighting standards adequate and maintained 

throughout vessel
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Obstructions, Trip and fall hazards on V/L 
clearly marked

4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Non Slip on all walkways, working areas and 

ladders
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Access control to areas during maintenance 
and operations

4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Housekeeping standards maintained in all 

areas
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Heavy weather operating procedures 4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Portable Power Tools Equipment specs - pneumatic power or 

domestic voltage on board limit
4 test on new form

PI Portable Power Tools Inspection and Planned Maintenance 4 test on new form
PI Portable Power Tools Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Portable Power Tools Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Portable Power Tools Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo MSDS sheets located as required 4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Eyewash and first aid equipment located at 

Chemical store
4 test on new form

PI Chemical/Paint/cargo Housekeeping standards maintained in all 
areas

4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Chemical/Paint/cargo Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Work height/Overside Minimum equipment standards established. 3 test on new form
PI Work height/Overside Inspection and Planned Maintenance 3 test on new form
PI Work height/Overside Trade competency of personnel to perform 

required duties
3 test on new form

PI Work height/Overside Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

3 test on new form
PI Work height/Overside Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
3 test on new form

PI Work height/Overside Permit To Work including appropriate checklist 
completion prior to job commencement

3 test on new form

Explanation: PI = Personal Injury, ST = Stowaway, Piracy and Port Security, NAV  = Navigation, POL = Pollution, TPP = Third party 
property, BUL = All dry cargo, CON = All container/roro cargo, TAN  = All liquid cargo.

UK P&I CLUB

Threat assessments

| | | | | | | | |

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Personal injury
Personal injury - general

Mooring and unmooring operations
Enclosed space entry

Rotating machinery
Slips, trips and falls

Working with portable power tools
Working with chemicals/paints/cargo (liquid)

Working overside or at heights
Working with electrical systems

Hot work - general
Galley activities

Steam and hot liquid systems - scalding
Hot and cold surfaces

Lifting/moving/handling heavy equipment
Heavy weather working

Fire on board
Lifeboat launching (drills/training)

Stowaways/Piracy
Security of port

Vessel security plan
Trading areas

Attacks on crew

Collision
Navigation at sea

Navigation under pilotage
Adverse weather
Reduced visibility

Anchor failure
Loss of propulsion

Loss of steering
Communication

Pollution
Bunkering operation

Cargo loading/discharge operation
Bilge and slop operations

Ballast water pollution
Garbage disposal
Sewage disposal
Funnel emissions

Hull/equipment failures
Failure of hose/pipeline

In transit cargo operations
In transit bunker transfers

Third party risks
Loss of propulsion/steering equipment failure

Meteorological conditions - wind, rain, fog, current, tide
Navigation at sea - contact with rigs, wind farms, nav aid etc

Navigation under pilotage
Tug assistance

Crew loss of control
Communication

Moorings
Third party property fit for purpose

Anchor failure

Cargo risks: Bulk/General/Reefer
Wet damage

Cargo securing
Theft/shortage/Quantification error

Carriage temperatures
Contamination/infestation

Ventilation

Cargo risks: Container/Car /Ro ro
Physical damage to cargo

Pre-shipment quality
Trade route experience

Fire damage
Pre-loading/discharge planning

Stability error
Physical damage to cargo

Loss overboard
Collapsed stow

Carriage temperature
Wet damage

Theft/cargo shortage/tally error
Pre-loading/discharge planning
Contamination from ther cargo

Fire and explosion damage
Stability error

Cargo risks:  Tankers -crude/prod.chem/gas
Contamination

Shortage
Pre-shipment quality

Temperature
Equipment/operational failure

Stability error
Fire and explosion damage

Pre-loading/discharge planning

Controls that may need attention
Ship Test case

Group 1234

Reference number

Port London

Date of assessment 30 June 2011

Assessor CJR

Comment score meaning:

Score 3 =. 60% risk of breached control - average control - needs improvement as suggested - moderate risk score

Score 4 =. 80% risk of breached control - poor control - suggested improvements should be made as soon as possible - high risk score

Score 5 =. 100% risk of breached control - very poor control (may be non-existant) - needs urgent attention - very high risk score

NB: Only scores of 3 and greater with comments are shown below:

Threat Control Score Comment
PI Mooring Ops Vessel mooring equipment of appropriate 

standard for operations being undertaken
5 test on new form

PI Mooring Ops Mooring areas basic design factors 5 test on new form
PI Mooring Ops Housekeeping standards maintained in all 

areas
5 test on new form

PI Mooring Ops Trade competency of personnel to perform 
required duties

5 test on new form
PI Mooring Ops Continuous on board training as required 

carried out in all areas (ISM requirement)
5 test on new form

PI Mooring Ops Sufficient personnel for required operation 5 test on new form
PI Mooring Ops Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
5 test on new form

PI Mooring Ops Communications established between all 
parties throughout operations

5 test on new form
PI Mooring Ops Pre mooring planning meeting held between 

bridge staff and mooring officers
5 test on new form

PI Mooring Ops Toolbox talks and work planning meetings 5 test on new form
PI Enclosed Spaces Access control to areas during maintenance 

and operations
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Forced Ventilation prior to and during entry of 
the space continuous

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Enclosed space to be isolated from all other 

spaces
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Atmosphere Checks before and during entry 
period

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Stand-by personnel assigned and SCBA, plus 

rescue equipment deployed
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Trade competency of personnel to perform 
required duties

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Continuous on board training as required 

carried out in all areas (ISM requirement)
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Effective supervision by Officer/supervisor 
during operation

5 test on new form
PI Enclosed Spaces Communications established between all 

parties throughout operations
5 test on new form

PI Enclosed Spaces Toolbox talks and work planning meetings 5 test on new form
PI Enclosed Spaces Permit To Work including appropriate check-list 

completion prior to job commencement
5 test on new form

PI Rotating Machinery Appropriate Tools and Equipment properly 
maintained

5 test on new form
PI Rotating Machinery Guards and/or physical separation provided 

around all rotating machinery
5 test on new form

PI Rotating Machinery Access control to areas during maintenance 
and operations

5 test on new form
PI Rotating Machinery Inspection and Planned Maintenance 5 test on new form
PI Rotating Machinery Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Rotating Machinery Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Rotating Machinery Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
4 test on new form

PI Rotating Machinery Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Lighting standards adequate and maintained 

throughout vessel
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Obstructions, Trip and fall hazards on V/L 
clearly marked

4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Non Slip on all walkways, working areas and 

ladders
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Access control to areas during maintenance 
and operations

4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Housekeeping standards maintained in all 

areas
4 test on new form

PI Slips, Trips, Falls Heavy weather operating procedures 4 test on new form
PI Slips, Trips, Falls Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Portable Power Tools Equipment specs - pneumatic power or 

domestic voltage on board limit
4 test on new form

PI Portable Power Tools Inspection and Planned Maintenance 4 test on new form
PI Portable Power Tools Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Portable Power Tools Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Portable Power Tools Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo MSDS sheets located as required 4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Eyewash and first aid equipment located at 

Chemical store
4 test on new form

PI Chemical/Paint/cargo Housekeeping standards maintained in all 
areas

4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Trade competency of personnel to perform 

required duties
4 test on new form

PI Chemical/Paint/cargo Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

4 test on new form
PI Chemical/Paint/cargo Toolbox talks and work planning meetings 4 test on new form
PI Work height/Overside Minimum equipment standards established. 3 test on new form
PI Work height/Overside Inspection and Planned Maintenance 3 test on new form
PI Work height/Overside Trade competency of personnel to perform 

required duties
3 test on new form

PI Work height/Overside Continuous on board training as required 
carried out in all areas (ISM requirement)

3 test on new form
PI Work height/Overside Effective supervision by Officer/supervisor 

during operation
3 test on new form

PI Work height/Overside Permit To Work including appropriate checklist 
completion prior to job commencement

3 test on new form

Explanation: PI = Personal Injury, ST = Stowaway, Piracy and Port Security, NAV  = Navigation, POL = Pollution, TPP = Third party 
property, BUL = All dry cargo, CON = All container/roro cargo, TAN  = All liquid cargo.
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Threat assessments

| | | | | | | | |

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Personal injury
Personal injury - general

Mooring and unmooring operations
Enclosed space entry

Rotating machinery
Slips, trips and falls

Working with portable power tools
Working with chemicals/paints/cargo (liquid)

Working overside or at heights
Working with electrical systems

Hot work - general
Galley activities

Steam and hot liquid systems - scalding
Hot and cold surfaces

Lifting/moving/handling heavy equipment
Heavy weather working

Fire on board
Lifeboat launching (drills/training)

Stowaways/Piracy
Security of port

Vessel security plan
Trading areas

Attacks on crew

Collision
Navigation at sea

Navigation under pilotage
Adverse weather
Reduced visibility

Anchor failure
Loss of propulsion

Loss of steering
Communication

Pollution
Bunkering operation

Cargo loading/discharge operation
Bilge and slop operations

Ballast water pollution
Garbage disposal
Sewage disposal
Funnel emissions

Hull/equipment failures
Failure of hose/pipeline

In transit cargo operations
In transit bunker transfers

Third party risks
Loss of propulsion/steering equipment failure

Meteorological conditions - wind, rain, fog, current, tide
Navigation at sea - contact with rigs, wind farms, nav aid etc

Navigation under pilotage
Tug assistance

Crew loss of control
Communication

Moorings
Third party property fit for purpose

Anchor failure

Cargo risks: Bulk/General/Reefer
Wet damage

Cargo securing
Theft/shortage/Quantification error

Carriage temperatures
Contamination/infestation

Ventilation

Cargo risks: Container/Car /Ro ro
Physical damage to cargo

Pre-shipment quality
Trade route experience

Fire damage
Pre-loading/discharge planning

Stability error
Physical damage to cargo

Loss overboard
Collapsed stow

Carriage temperature
Wet damage

Theft/cargo shortage/tally error
Pre-loading/discharge planning
Contamination from ther cargo

Fire and explosion damage
Stability error

Cargo risks:  Tankers -crude/prod.chem/gas
Contamination

Shortage
Pre-shipment quality

Temperature
Equipment/operational failure

Stability error
Fire and explosion damage

Pre-loading/discharge planning
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People Claims（人身クレーム）のエリア

「People Claims」のエリアは、クラブ・ウェブサイトの会員限
定エリアに新設されたもので、海上の人員保護の法的な意味合い
やその複雑性についての貴重な情報が掲載されています。当ク
ラブの人身事故チームが管理し、定期更新するこのエリアには、 
例えば、乗組員雇用契約に関する情報やアドバイスなど、チーム
に寄せられた質問への回答が掲載されています。ここではまた、
クルーズ船やフェリーの旅客や第三者の問題、密航者や難民の問
題についても取り扱っています。

クラブから支払われるクレームの 30% は人身傷害に関するもの
であるため、人身クレームはクラブにとって重要な検討事項です。 
クラブのサイトには損失防止データが公表されていますが、そのう
ちの一つが、人身クレームに関するデータとなっています。

UK クラブの「ロス・プリベン
ション」ウェブサイト
当クラブのウェブサイト：www.ukpandi.com/loss-prevention 
のロス・プリベンション・ページには、アドバイスや情報が豊富
に掲載されています。損失防止活動は全てオンラインで紹介され
ており、数多くの文書がこのサイトからダウンロードできます。

コンテンツが充実しているだけではありません。ロス・プリベ
ンションのサイトは、ロス・プリベンション・チームやクラブ、 
コレスポンデンツ、メンバー等から得た最新情報を、他のクラブ・
メンバーにいち早くお届けできるよう、常に更新されています。

大半の情報は、一般の方々に無料でアクセスいただけます。 
会 員 限 定 エ リ ア に つ い て は、 ク ラ ブ の ウ ェ ブ サ イ ト 上 の

Members Area（会員のエリア）で簡単なオンライン登録を
済ませると、スピーディーで広範なアクセスが可能になります。 
登録メンバーには、ウェブサイトの最新更新内容に関する簡潔な
週刊ニュースメールを E メールでお届けします。

Cargo Stowage Photo Library 
（積載貨物フォトライブラリ）

ウェブサイトの「Carefully to Carry」 
エリアの中で極めて人気の高いのが積載
貨物フォトライブラリです。このオンラ 
イン・ライブラリには、多種多様な貨物 

の写真が収録されており、積荷がどのような形状のものか確認した
り例を探したりするのに有効です。このライブラリは、貨物に関わ
る業務に従事しているけれども、船上作業をしない人向けの資料 
として特に有益です。ライブラリは新しい写真を入手次第、定期的
に更新されています。

メンバーからの質問と回答

登録メンバーは、ロス・ 
プリベンション FAQ

（よくある質問）にアク
セスできます。これは、
メンバーやクレーム担当
者から寄せられた質問をまと
めたものです。簡単にアクセスでき
るデータベースにこれらをまとめて保存することで、寄せられた質問
に素早く、効率良くお答えすることができます。
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統計データ

役に立つアイデア

ロス・プリベンションのウェブサイト上で最も人気のあるものの一
つは、船上実務アドバイスのエリアです。ここには、クラブ専任の
リスク査定人の目に留まったアイデアや提案が豊富に掲載されてい 
ます。このエリアでは、一部の船舶の最善実施例を他のメンバーに
伝えることで、クラブ全体でメンバーが前向きな活動を行い、より
メリットを得られるようにすることを狙っています。

News and topical issues 
（ニュースと時事問題）

クラブでは、損失防止問題に関するメンバーへのコミュニケー
ションを、継続して開発、改善させています。いずれの刊行物も、 
メンバーとその船舶や運航関係者のお手元にスピーディに届く
ようにオンライン化されています。これらの刊行物の詳細につい
ては、この冊子でも、またウェブサイトでも入手可能です。

例えば、今までに発行されたロス・プリベンション・ニュースは、 

PDF フォーマットで
ダウンロードできます。 
クレーム、汚染、貨物関
係、海賊、新規制など、
多種多様なテーマの、
時流に適った有益な情
報となっています。既
に明らかにされている
リスクに対する意識を
高 め る こ と で、 メ ン
バーのクレーム軽減に
寄与します。

Loss Prevention Bulletins 
（ロス・プリベンション会報）

毎週発行されるこの有益な会報には、クラブの関心を引いた様々
なクレームに関係する問題と提言をはじめ、おもしろい話題や
重要事項などが掲載されています。例えば、Control of bulk 
cargo residues（バラ積み貨物残渣管理）（863）、Iron ore 
fines（微粉鉄鉱石）（859）、Loading of cargoes – Kakinada 

（袋詰貨物の積込み：カキナダ）（853）などです。

メンバ ー の 注 意 喚 起 にも使 わ れ るこの 会 報 は、 問 題 発 生
時 にも発 行され、 クレ ームの 低 減に役 立ちます。 会 報 へ は 

www.ukpandi.com/loss-prevention からもアクセスできます。

Technical Bulletins（技術会報）

乗船検査プログラム（1 ページ目参照）の一部である技術会報
は、クラブの査定人によって最も頻繁に発見される問題を浮き彫
りにするようデザインされています。このような会報を通じて、
乗船検査で発見される、P&I のクレームに影響しかねない致命
的な技術問題を船主に伝え、メンバーが自ら損失防止活動を行え
るように支援します。

技術会報は、クラブ刊行物に新たに加わった、有益で情報満載の
刊行物です。ロス・プリベンション部門から PDF 形式で入手す
ることも、あるいはクラブのウェブサイトの、ロス・プリベン
ション・セクションから直接入手することも可能です。

Comparisons between observed and pre-calculated drafts will give an early indication of any
possible de-ballasting or ballasting problems or discrepancies in the loading plan

Bulk cargo monitoring

Technical Bulletin
NUMBER 34  SEPTEMBER 2010

UK P&I CLUB

The loading and discharging of bulk cargoes requires
constant vigilance if stress limits are to be kept within
tolerance levels.

The majority of ships have dedicated load and discharge
forms, where the stress levels and pre-calculated drafts
are entered on the form. Most of these forms also have a
column for visual or observed drafts.

It is important that at the end of each pour or run the
observed draft is entered on the load/discharge form
and compared to the calculated draft (below).

If there are any large variations between the observed
draft and the pre-calculated draft, this should give
reason for concern, as stress levels SF & BM might be
higher than those pre-calculated.

✔✔✔✔✔

Some ships are still supplied with belt type harnesses
which can lead to severe damage to internal organs
and also spinal damage or death if the wearer falls
from any height.

Safety harnesses 
- working at height and overside

Technical Bulletin
NUMBER 33  JULY 2010

UK P&I CLUB

Incorrect belt type harness

Other vessels have the correct ‘5 point’ safety
harnesses onboard but they are not fitted with ‘fall
arrest’ devices on the safety lines. This can result in
serious injury should the wearer fall onto the safety line.
Fall arresters act as ‘shock absorbers’ and will slow the
fall gradually over a short distance rather than
instantaneously.

The ISM Code section 1.2.2.2 requires that:

“the Company should....assess all identified risks to its
personnel…and establish appropriate safeguards...”

The Code of Safe Working Practices for Merchant
Seamen states in chapter 4:

“It is the responsibility of the employer to ensure that
workers are provided with suitable personal protective
equipment where it is needed... as a general rule,
personal protective equipment should be supplied at no
cost to the worker.”

Therefore, should a serious injury result from the use of
the wrong type of safety harness, the employer can be
held liable. The Club would strongly advise that the

The Club’s Ship Inspectors often find that incorrect safety harnesses are being used for working
at height and over the ship’s side.

✗✗✗✗✗

Correct 5 point harness with fall arrestor

✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔

Correct 5 point harness with fall arrestor

当クラブは世界の P&I 市場で大きなシェアを有しているため、
世界でどの種類のクレームが最も多いか、統計をまとめること 
が可能です。事故原因の人的要因が誰にあるのかといったテー
マから、汚染事故が最も多い船種は何かといったテーマまで、 
統計データのテーマは多岐にわたります。
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雇用前健診

Signum Services 
（シグナムサービス）

船員や船主による犯罪がメディアの注目を集めるケースが増え
ていることから、そのような同じ立場の人々が、犯罪行為の被害
者になるケースの方が多いという事実がかすんでしまっていま
す。さらに、運送は国際的な性質をもつため、逮捕や刑事告発が
容易ではありません。

シグナムはロンドン警視庁の元刑事など、経験豊富な調査員で構成
される独特のチームで、これらの調査員が世界を股にかけて、クラ
ブのメンバーに影響するあらゆる種類の犯罪活動について調査を行
います。国際的な、あるいは各国の法執行機関と、このチームが持
つ広範囲におよぶ関係が特に貴重です。メンバーの案件については、
実費しか発生しないため、極めてコスト効率のよいソリューションで
す。特定の案件の費用請求はクレーム・ファイルで処理されます。

シグナムはまた、犯罪防止やセキュリティに関するアドバイスも
提供できる立場にいます。彼らの捜査経験から、なぜ、どのよう
に、またどの建物が脆弱なのかが特定でき、セキュリティ手順が
有効かどうかも評価できます。

当クラブの雇用前健診（PEME）プログラムは 1996 年にスター
トしました。開始以来この制度によって、合計 243,604 人が健
診を受けましたが、そのうち 8,100 人を超える船員が、海上で
の勤務には健康上不適切と診断されました。

このプログラムのねらい
は、雇用前から疾患のあ
る船員を雇用することに
よって生じる、船主のク
レーム・リスクを減らすこ
とです。このプログラムは
また、航海に出る前に船員

に健康上の問題がないことを確認する、効率的なスクリーニング
としても機能します。PEME プログラムと、そのメンバーへの
メリットについての詳しい解説は、UK P&I クラブ・ウェブサ
イトの、ロス・プリベンション・セクションをご覧ください。

クレーム数の減少、より安全な船舶、そしてより壮健で健康な船
員など、PEME プログラムの効果は明らかです。

ベンチマーキング

ポスターは主に UK P&I クラブのリスク査定人が目にした、あ
りふれた出来事に注意を喚起するように作られています。「悪い
例」とタイトルが付いている写真で、必ずしも悪くないものもあ
りますが、「良い例」の写真と比べれば、明らかに改善すべき点
があることが分かります。反対に、すぐ止めるべきことが明らか
な、本当に「悪い例」もあります。

このポスターは、リスク査定人の撮った写真とイラストの組み合
わせで、言葉の壁を越え、見てほしい人の注意を引き付けるため
に、よく掲示板や危険発生箇所の近くに掲示されています。

Good/Bad Practice posters 
（良い例・悪い例のポスター）

当クラブは、毎年ボード掲示用に、メンバーの船舶上で見つかっ
た良い例と悪い例を分かりやすく図解した「Good Practice 

（良い例）」のポスターをシリーズで発行しています。

このシステムによって、船主は自らの操業水準がクラブ全体と
比べてどうか評価できます。貨物の堪貨能力、安全基準、船員 
配乗、汚染管理、サービスとメンテナンス、そして運航パフォー
マンスに関する情報が、メンバーの船上で査定人によって収集さ
れます。

このサービスは拡充されているところで、新しいサービスでは、
より幅広い包括的なベンチマーキングサービスを提供してい 
きます。

このシステムは関係者外秘で、関連するメンバーのみが、自分の
結果に唯一アクセスできます。これは、クレームや支出を減らせ
るよう、メンバーが改善できるエリアを浮き彫りにするのに重要
なツールです。
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Risk Focus 
（リスク別）パンフレット

貨物別にまとめたシリーズ同様、当クラブでは、主要なリスク別に
情報をまとめ、パンフレット形式で出版する作業に着手しました。

現時点で完成しているエリアは
以下の通りです：

l 人的要因

l 係留

l 船舶のセキュリティ

l  電子海図情報装置（ECDIS）

l 滑倒、転倒、転落

l 電源喪失

貨物別パンフレット
当クラブでは最近、ケアフリー・トゥ・キャリーの複数の記事を、
専門エリア別のパンフレットにまとめる作業に着手しました。

現時点では、以下のパンフレットがあります：

l バラ積貨物関係

l コンテナのラッシングと積付け

l コンテナ関係

l コンテナ積み危険品

l タンカー関係

l ガス関係

l リーファー貨物関係

l 曳航とはしけ関係

Carefully to Carry 
（ケアフリー・トゥ・キャリー）

1961 年に設立された CtoC 委員会は様々なクレームを引き起
こした貨物について、また船倉洗浄や貨物の固定・換気など貨物
に関するテーマで、数多くの記事を発表してきました。

委員会が発表したいずれの記事、ニュースレターも、メンバーの方
は、クラブのウェブサイトのロス・プリベンション・エリアからダウ
ンロードできます。ここに挙げる一覧で、多種多様な、バラエティ
に富んだ記事があることがお分かりいただけることでしょう。これら
は、ディスクでも、また印刷物としても提供可能です。メンバーの
方々には、委員会から最新報告書を E メールで配信しています。

そのアドバイスの質の高さから、ケア
フリー・トゥ・キャリーは、船主と船舶
管理者のための主要なガイダンス情報
源としての地位を確立しました。さらに
ケアフリー・トゥ・キャリーの記事は、 
保険金支払い交渉や、法廷審理での専
門的根拠としてよく利用されています。

主な記事は以下の通りです：

l バラ積み乾貨物

l バラ積み液体貨物

l コンテナ

l リーファー貨物

l ガス貨物

l その他
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For further information please contact:

Loss Prevention Department, Thomas Miller P&I Ltd

Tel: +44 20 7204 2307. Fax +44 20 7283 6517

Email: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

PAGE 5

Useful sources of information

A ship’s risk profile can be calculated at
www. parismou.org and www.emsa.europa.eu

A company’s performance can be calculated at
www.parismou.org and www.emsa.europa.eu

Information on flag states and recognised organisations
www.parismou.org

For additional guidance please refer to the Maritime and
Coastguard Agency’s website www.mcga.gov.uk

Paris MOU New Inspection
Regime – Aide-memoire
��������������������������������������������
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For further information please contact:

Loss Prevention Department, Thomas Miller P&I Ltd

Tel: +44 20 7204 2307. Fax +44 20 7283 6517

Email: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

Acknowledgements: Paul Davidson, Brookes Bell

The Paris MOU region

The Paris MOU region covers the European coastal States and the
coastal States of the North Atlantic basin from North America to
Europe. The current 27 Member States of the Paris MOU region are,
in alphabetical order: Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, The Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain,
Sweden and the United Kingdom.

PSC aide-memoire

Prior to vessel entry in Paris MOU region

● Determine ship risk profile from online calculator*
(see also 1, opposite)

● Determine company performance from online
calculator* (see also 2 opposite)

● Note when vessel was last inspected in the region

● Establish time window of inspection according to
ship risk profile (see 4 inside)

● Ascertain if vessel is eligible for inspection and, if so,
which type of inspection (see 3 and 4 inside)

● Identify vessel selection scheme (see 4 inside)

● Note type of inspection vessel eligible for (see 3 inside)

● Is there a possibility vessel eligible for additional
inspection (see 3 inside)

● If vessel is eligible for expanded inspection, comply
with reporting obligations and notify Port State at port of
call 72 hours and 24 hours before arrival (see 4 inside)

● Ensure sufficient time in operating schedule for
expanded inspection to be carried out (typically 8
hours for Cape size bulk carrier by two Port State
Control Officers – PSCOs).

Actions in cases of detention

● Master to notify owners and class immediately following
vessel detention

● Master/owner has right of appeal against detention

● Correct all deficiencies and notify PSC when
deficiencies are rectified.

Refusal of access (banning)

● Ensure awareness of the history of the vessel. Has the
ship been subject to any previous banning orders in the
Paris MOU?

*See also back page for useful online information
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For further information please contact:

Loss Prevention Department, Thomas Miller P&I Ltd

Tel: +44 20 7204 2307. Fax +44 20 7283 6517

Email: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

Introduction

Self-heating incidents involving coal cargoes loaded at Indonesian
ports have become increasingly frequent in recent years.  The problem
appears to be primarily related to the nature of the coals, and may be
exacerbated by the way they are handled prior to and during loading.

Recommendations for the safe carriage of coal are contained in
Appendix 1 of the IMSBC Code (the Code), which became mandatory
worldwide on 1 January 2011.  This checklist is intended as an ‘aide
memoire’ for the guidance of shippers, shipowners, charterers,
surveyors, ships’ crews and other parties involved in the loading and
carriage of cargoes of coal.  It is not intended as a substitute for the full
recommendations as presented in the Code and rather considers the
potential hazard of self heating. The Code of Safe Practice for the Safe
Loading and Unloading of Bulk Carriers is included as a supplement in
the IMSBC Code.

Nature of the hazard

The schedule in Appendix 1 of the Code refers to the Bulk Cargo
Shipping Name (BCSN)   “COAL (bituminous and anthracite)”.  As
material hazardous in bulk (MHB) it is placed in Group B (and A).
Group B cargoes possess a chemical hazard; coal may create
flammable atmospheres, may heat spontaneously, may deplete the
oxygen concentration and may corrode metal structures. When the
cargo oxidises (generating heat) it releases the toxic gas carbon
monoxide.  Group A cargoes are defined as those which may liquefy if
shipped at moisture contents in excess of their transportable moisture
limit (TML). Procedures and precautions for safe shipment are
described in the appendix to the schedule in the Code.

Coal shipped from Indonesia is likely to contain a significant proportion
of lower-rank coals in the sub-bituminous and lignite (brown coal)
categories.  In general terms, lower rank coals are more susceptible to
self- heating than the high rank coals.  They are also likely to have high
moisture content, e.g. 30-40%. Brown coals tend to release more
carbon monoxide into the sealed cargo holds than bituminous coals
and anthracite. It should be noted that “lignite” is listed separately in the
cargo schedules under the BCSN “BROWN COAL BRIQUETTES”
which are manufactured by compressing dried brown coal particles
into blocks. Procedures and precautions for safe shipment for brown
coal briquettes are described in the appendix to the schedule in the
Code.

Shippers’ descriptions of the cargo, e.g. “steam non-coking coal in
bulk”, may not reflect the nature and properties of the coal being
presented for shipment. The general provisions of the IMSBC Code
state that where a bulk cargo is specifically listed in Appendix 1 (the
schedules) it should be carried in accordance with the provisions in the
schedule. If the cargo is not specifically listed (by BCSN) in the Code
the master is referred to sections 1.3 and 1.5 of the IMSBC Code
which details the procedures a shipper must follow with the competent
authorities (of the ports of loading, discharge and flag state) to provide
a certificate stating the characteristics of the cargo and the required
conditions for handling.

How to monitor coal
cargoes from Indonesia
A checklist to help reduce the risk of
self-heating in Indonesian coal cargoes

Acknowledgments: Minton, Treharne & Davies Ltd

船舶の大火災は、コンテナ船が
危険物によって引き起こされる
災害に対して脆弱であることを
証明しています。コンテナは、6
回に 1 件の割合で貨物損傷が
発生しています。多くの事故は、
コンテナ内の積付け不良が、原
因か、あるいは状況を悪化させ
ており、1 年で 50 億ドルを超え
る損失を引き起こします。

ケアフリー・トゥ・キャリーのこの刊行物シリーズ「Book it right 
and Pack it tight」 は、貨物の予約からコンテナ内積付け、出荷
まで、海上輸送用に危険物の準備を行うあらゆる段階に従事する人
向けに、基本的な重要安全事項についての指針を提供しています。

当シリーズには、荷主と運送業者、船会社と集荷代理店、混載業者
とコンテナ積込み業者、フォークリフト作業者と荷役作業者、とい
う輸送チェーンの主要作業段階別に4 冊のガイドブックがあります。

国際海上危険物規程（IMDG Code）の手順は包括的ではあ
りますが、往々にして誤解され、それが危険貨物災害を引き起 
こし、船舶と人命をしばしば危険に晒します。これらのガイド
ブックは、危険品貨物の準備作業に携わる人々の主要な責務と要
件を特定、明確化することにより、そのような人々が、国際海上
危険物規程の要件を理解し実施できるようにします。

Dangerous goods guides 
（危険品取扱いの手引き）

Book it right and pack it tight 
（正しく予約し、しっかり積込み）：
コンテナ積み危険品の海上輸送

UK クラブの「How To」チェ 
ックリスト
これは、新シリーズ初の、便利なポケット版備忘録で、特定の手
順や状況において、何をチェックし、何に注意するべきかの指針
を示します。

このシリーズで既に発行されているのは：

l 密航者

l  パリ覚書（MOU）の新しい検査体制

l 微粉鉄鉱石のサンプル抽出と試験

l 危険物の申告

l タンカー貨物不足クレームの防止

l タンカー汚染クレームの防止

l インドネシアからの石炭貨物のモニタリング

l 燃料油クレームと関連費用の軽減

How to make dangerous
goods declarations
Checklists for shippers, packers and
consolidators of containerised dangerous goods

UK P&I CLUB
IS MANAGED
BY THOMAS
MILLER

Shipper’s dangerous goods declaration
checklist
Have you completed the following information?

Tick ✔ as appropriate:

Entered shipper’s name and address

Entered consignee’s name and address

Entered journey details:

Port of loading

Port of destination

Final destination

Name of ship

Entered the following for all consignments:

Number and type of packaging

UN Number

Proper Shipping Name

Class

Net dangerous goods cargo weight

Gross dangerous goods cargo weight

Gross weight including tare weight of container

Entered the following as applicable to your cargo:

Sub-risk

Packing group

Marine pollutant

Flashpoint

Control temperature

Emergency temperature

Net explosive mass

Other

Completed the shipper’s declaration:

Entered the name of your company

Entered your name and job title

Entered the name of the place where you created the
document

Entered the date the document was created

Signed the document

UK P&I CLUB
IS MANAGED
BY THOMAS
MILLER

For further information please contact:

Loss Prevention Department, Thomas Miller P&I Ltd

Tel: +44 20 7204 2307. Fax +44 20 7283 6517

Email: lossprevention.ukclub@thomasmiller.com

continued on back page

Dangerous Goods Guides

These checklists are taken from the UK Club’s Dangerous Goods
guides.

This Carefully to Carry publication series ‘Book it right and pack it
tight: shipping containerised dangerous goods by sea’, provides
basic safety critical guidance for those engaged in all stages of
preparing dangerous goods for carriage by sea; from booking cargo
to packing the shipping container.

There are four guidebooks in the series each focused on a key
operational stage in the transport chain – shippers and forwarders;
shipping lines and freight sales agencies; consolidators and
container packers; fork lift operators and cargo handlers.

How to prevent tanker cargo
contamination claims
The cause of claims and how to avoid them
during pre-loading, loading and unloading

UK P&I CLUB
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How to prevent tanker
cargo shortage claims
The cause of claims and how to avoid them
during pre-loading, loading and unloading

UK P&I CLUB
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BY THOMAS
MILLER

How to reduce bunker claims
and associated costs
The resolution of fuel quantity and quality
disputes will rely on evidence provided
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Sampling and testing iron
ore fines – Aide-mémoire
����������������������������������������������
�������������������������

The series “Book it right and pack it tight: shipping containerised dangerous

goods by sea”  is intended to provide basic safety critical guidance for those

engaged in all the stages of preparing dangerous goods for carriage by sea,

from booking the cargo, to packing the shipping container.

There are four guidebooks in the series:

Guidebook 1: For shippers and forwarders

Guidebook 2: For shipping line and freight sales agencies

Guidebook 3: For consolidators and shipping container packers:

managers and supervisors

Guidebook 4: For fork lift operators and cargo handlers

The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Shipping dangerous goods is not difficult provided the rules in the International

Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and the booking procedures of the

shipping line are understood and followed.  If you understand what information

the ship requires, and why, and communicate well with the shipping line, either

directly or through a freight forwarder, you should not have problems.

However, shippers will need to understand that the IMDG Code rules are there

for very good reasons, and shipping lines cannot accept non-compliance with

the IMDG Code as it puts the lives of their mariners, their vessels and cargo at

risk, and shippers incur the risk of prosecution by enforcement agencies.

There have been a worrying number of incidents involving dangerous goods

that have occurred because the rules were not followed. Any person  who

presents or carries dangerous goods that do not comply with the IMDG Code

puts ships and the lives of mariners at risk, and puts himself at risk of

prosecution by the national maritime authorities and of private prosecution, and

risks heavy fines, loss of cargo, and negative corporate publicity.

Dangerous goods guide
Book it right and pack it tight
BOOK 4 FOR FORK LIFT TRUCK OPERATORS
AND CARGO HANDLERS

A Carefully to Carry publication
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D
angerous goods guide B

ook it right and pack it tight
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Port State Control checklists 
（ポート・ステート・コントロールのチェックリスト）

Lloyd’s Register と UK クラブの専門家が作成したガイドで、 
船上の航海士と船主に対し、ポート・ステート・コントロール（PSC）
検査中に発見された不備に焦点をあて、PSC に関するアドバイス 
を提供します。基準を満たすべきエリアの詳細なチェックリストを提
供し、操船上の不備が頻繁に発見されるエリアを浮き彫りにします。

一連のチェックリストの第 1 巻では、概要を示し、船上でチェッ
クすべき大まかな範囲を示します。このチェックリストは、 
船上の各エリア毎に明確に分けられています。

次の 7 つのチェックリストは、船舶の最も重要な部分であり、 
その結果ポートステート検査官が特に注意を払う部分に関する
ものです。チェックリストがカバーするのは：

l ポート・ステート・コントロールによる出港差止め

l 海洋汚染防止

l ISM & ISPS

l 人命救助器具

l 海上火災安全対策

l  船舶のリフト装置のサーベイおよび点検

l ILO 海上労働条約

各チェックリストは、オペレーション上の不備がよく見られる主
要項目別に分類されています。各チェックリストを活用すれば、
ポート・ステート・コントロールによる不備の指摘や出港差止め
の数を、大幅に削減することができるはずです。

各チェックリストは 15cm x 10.5cm のサイズで、再生可能な
ポリプロピレンに印刷されています。

共同出版物 ILO 海上労働条約（MLC）アプリ

ILO の 2006 年海上労働条約への準 
拠には、ポケット版冊子チェックリス
トに加え、よりインタラクティブに、 
よ り 便 利 に
チ ェ ッ ク リ
ス ト を お 使 

い い た だ け る、iPhone と iPad 
対応の「アプリ」を開発しました。

Nautical Institute 
（海事研究所）／ UK クラブの出版物

安全と商業的利益が切っても切れない関係にあることを強調す
るため、Nautical Institute（海事研究所）は UK P&I クラ 
ブと協力して以下の出版物をまとめました：

Watchkeeping Safety and 
Cargo Management in Port

（見張りによる安全対策と港湾で
の貨物管理）
若手航海士のための実践ガイド。殺虫剤の安 
全な使用からバラスト作業中の応力限界維持
まで、様々な船上関連作業について解説します。

Managing Risk in Shipping 
（海運業におけるリスク管理）

船主と管理職のための初めての包括的な 
書籍。港湾、船上、また保険を通じた、あり
とあらゆるリスク管理について解説します。 
 

Commercial Management 
for Shipmasters 

（船長のための商業管理）
船長と一等航海士が、商業管理における自ら
の役割に関する理解度を深めることを目指
したガイド。現代的な管理実務のいくつかの
側面を紹介します。

Bulk Carrier Practice 
（バラ積み貨物船の実務）

おそらくこれが、バラ積み貨物船のオペレー
ションに関する、業界で最も包括的な刊行物
です。この刊行物は、クラブの DVD「Bulk 
Matters（バルク関係）」とセットで、クラブの
刊行物として、メンバーにも提供されています。
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Cargo Matters（貨物関係）シリーズ
10 件の貨物クレームのうち少なくとも 7 件は、ヒューマン・
エラーによって生じた事故によるものです。「Cargo Matters 

（貨物関係）」シリーズのねらいは、貨物の損傷と滅失に関する

P&I クレームの原因についての意識啓発です。シリーズ第 1 
巻目は一般的な貨物紛失の防止について集中的に説明し、シリー
ズの残りの部分ではそれぞれ、タンカー、コンテナ、バラ積み、
ガスなど、特定の分野別に説明していきます。

実際のクレームを例にとり、船上の物理的なリスク、商業的なリ
スクを説明します。

このビデオはいくつかのモジュールに分かれており、それぞれを
個別に視聴することも可能です。各モジュールでは貨物を安全か
つ利益を上げながら輸送するために、正しく実施しなければなら
ない作業の各段階について説明します。

UK クラブの DVD
どのように、どこで、いつクレームが発生するのかの意識啓発のた
めに、クラブはリスクエリア別に一連のビデオを製作しました。

ビデオは主に加入船舶上でお使いいただくために製作されてい
ます。実際の事故を再現してみせ、何が問題に発展しうるのか、
船主と保険会社にどの程度費用がかかるのか、またこのような状
況はどうしたら防げるのかを浮き彫りにしていきます。

The Mariner’s Role in Collecting Evidence 
（証拠収集における船員の役割）

毎年海運業界は 20 億ドルものクレーム費
用を支払っています。クレームに対して上
手く抗弁できるかは、証拠の品質次第です。
このビデオでは実例を使って、なぜ証拠収
集が重要なのか、またどのようにそれを行
うのかをご覧に入れます。

No Room for Risk –  
UK P&I Club’s risk project

（リスクの余地なし：UK P&I 
クラブのリスク削減プロジェクト）

「No Room for Risk（リスクの余地なし）」 
では、メンバーがリスクの優先度を決めクレーム
を削減していけるよう支援する UK P&Iクラ
ブのリスクプロジェクトについて説明しています。 
船舶所有者と船舶運航者が高額クレームの根本
原因に対処できるよう、戦略的なガイダンスを提
供します（3ページ目の乗船検査プログラム参照）。

The Missing Link –  
Improving the  
mooring process

（失われたリンク： 
係留プロセスの改善）
ロープやワイヤーの故障は重大な人身傷害
を引き起こします。こうした傷害の大半は係

留作業中に発生します。係留事故の結果、船舶や陸上の構造物が破
損し大きなクレームに繋がることもあります。「The Missing Link

（失われたリンク）」では、係留をより安全にするにはどうすべきか、
またどのようにして損害を防ぐのか、順を追って説明しています。

l 係留計画
l 最も弱いリンク
l ウィンチ
l 係船索
l 簡易脱着フックとボラード
l 係船索の取扱い
l 革新

Counting the Cost 
（カウンティング・ザ・コスト）

「Counting the Cost（カウンティング・ 
ザ・コスト）」では、海運業界にとって年間 20
億ドルの負担となっているP&Iクレームにつ
いて、実際にあった事故を再現してお見せし 
ます。何が問題になり得るのか、船主と保険会
社にかかるコスト、そしてそのような状況はどう
すれば防げたのかについて、浮き彫りにします。

NEW
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Any Fool Can Stuff a Container 
（コンテナの詰め込みは誰でもできる）

コンテナの詰め込みは誰でもできる、とお考え
の方がいるとしたら、考えを改めてください！コ
ンテナ・ダメージは 6 回に 1 件の割合で発生し
ます。毎年 50 億ドル以上が、コンテナ貨物の
破損による賠償金支払いに消えているのです。

Taking Care（気をつけて）

人身傷害クレームの費用は連続して上昇してい
ます。「Taking Care（気をつけて）」では人身
傷害について、乗組員の意識啓発を行います。

「Any Fool Can Stuff a Container（コンテナの詰め込みは誰
でもできる）」は、コンテナ積み貨物の荷送人と荷受人に役立つ
ように作られています。ユニットの慎重な詰め込みの重要性につ
いて説明し、以下の優れた実施例の基本原則を示しています。

l コンテナの選択

l コンテナのチェック

l 詰め込み計画立案

l 貨物の梱包

l コンテナの詰め込み

l コンテナのセキュリティ

l コンテナの受け取り

コンテナの詰め込み作業には資格は必要なく、講習が実施されな
い場合もあります。コンテナの詰め込みを行う顧客の多くは、船上
のコンテナが、海上でどのような環境に晒されうるのか全く知識が
なく、そのような状況に備えた適切な貨物の詰め込みをしません。

No Room for Error（エラーの余地なし）

全賠償請求のうち 60% は、ヒューマン・エラ 
ーによって引き起こされます。UK クラブは、
ヒューマン・エラーがなぜ起きるのかについて、
包括的なビデオを製作しました。この DVD 
は主に会社の社員教育用にデザインされており、 

5 つの架空のシナリオで、ヒューマン・エラーの
根本原因を分かりやすく解説します。

l 船舶の衝突

l 貨物の滅失

l 人身傷害

l 汚染

l 物損

「潜在的欠陥」つまり根本原因を特定するために、事故の直接原
因である「直接的過失」を超えて、その先をどう見るかを説明し
ます。船員と陸上スタッフは、いつ、どこで事故が発生するか予
想することによって、事故を避けることができます。

事故調査員が表面上の責任者を特定し、責任を追及するだけで、
根本原因の解明をしないケースがあまりにも多すぎます。根本原
因に取り組まなければ、事故の再発防止策を講じてもその効果は
限定的になってしまいます。

クラブメンバーである Shell 社の協力を得て、調査では事故の直接
原因つまり「直接的過失」と、根本原因つまり「潜在的欠陥」とを
区別しました。直接的過失、すなわち前線で発生したことが一般に
事故の原因とみなされますが、研究者は潜在的な欠陥が大きな脅
威であることを明らかにしました。潜在的欠陥こそが、直接的過失
を引き起こす、あるいは深刻化させる状態を作り出すのです。
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