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ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・
アシュアランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッド

保 険 約 款
（グリニッジ標準時２０１０年２月２０日正午発効）

ＵＫＰ＆Ｉクラブは以下の二法人、ユナイテッド・キングドム・ミューチュア

ル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシェーション（バミューダ）リ

ミテッド及びユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シッ

プ・アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドにより運営さ

れる船主責任相互保険組合である。

ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュア

ランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッドにおいては、本約款は１９

９３年ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシ

ュアランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッド統合及び改正法並びに

組合の決議による約款の変更、廃止又は追加を定めた定款により授与された権限

に従い採用されたものである。

ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュア

ランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドにおいては、本約款はユナ

イテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアラン

ス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドの組合条項により与えられた権

限に従う。またこれはユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティー

ム・シップ・アシュアランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッド統合

及び改正法並びに組合の決議による約款の変更、廃止又は追加を定めた定款によ

り授与された権限に従い採用されたものである。

本約款はユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・

アシュアランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッド及びユナイテッ

ド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソ

シェーション（ヨーロッパ）リミテッドのそれぞれの約款とする。ただし後者に

おいては次の事柄に従う。
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１．組合（the Association）はユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティー

ム・シップ・アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドを意味

するが、第４４条に定義した理事（Directors）及び組合員（Member）はユナイテ

ッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソ

シェーション（バミューダ）リミテッドのそれをさす。

２．法（the Act）はユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シッ

プ・アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドの覚書（the

Memorandum）を意味する。

３．定款（Bye-Laws）はユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シ

ップ・アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドの組合条項

（the Articles）を意味する。

４．但し、本約款第１４条については、何人もユナイテッド・キングドム・ミューチ

ュアル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）

リミテッドとの保険及び再保険契約を一切締結することはできない。何人もユ

ナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュアラン

ス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドの組合員となりえない。

約款の備考は、手引きのためのみのもので、本約款の一部を構成するものではない。

第１条　前　文

１ 組合が加入船舶の船主に対して提供する標準的担保は第２条に定める。

２ 第２条に列挙された危険は常に第５条並びに本約款の残余の条項に定められ

た条件、免責、制限及びその他の規定に従う。

３ 本約款に定められた担保は船主と管理者が書面により合意した特別約款によ

り免責、制限、修正又はその他の変更をすることができる。

４ 第３条及び第４条に基づき、船主は管理者とそのための特別約款を書面によ

り合意したときは第２条に定められた危険以外の危険についても担保される。

他に明確な合意のないかぎりこれら特別な保険は第５条並びに本約款の残余の

規定に定められた条件、免責、制限及びその他の規定に従う。
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５ 船主は、下記について生じた自己の滅失、損傷、責任又は費用のみを付保さ

れる。

i 船舶の組合加入期間中に生じた出来事。

ii 加入船舶について有する船主の利益に関すること。

iii 船主又はその代理人による船舶の運航に関連すること。

６ 上記の危険を付保するために船舶を組合に加入させた船主は、下記第７項に

定める場合を除き第８条及び第１９条乃至第２３条（保険料加入）の規定に従

い組合に保険料を支払う義務を負う。

７ 第９条に基づき、船主は組合に固定保険料の支払い（固定保険料加入）を義

務づける特別条項によって保険を付すことができる。ただし、かかる特別条項

が船主と管理者の間で明確に書面で合意されていることを条件とする。

８ 組合により本約款に定められた担保は、本条第９項の規定を除き、第１０条、

第１１条、第１３条及び第１５条で許す限りにおいて、船主及び共同船主、グル

ープ関連会社、他組合あるいは保険者、あるいは特定承継人にのみ与えられる

ものとする。第三者の権利を定めた英国の１９９９年契約法あるいは類似の法律

を行使することにより、本条第９項の規定を除き、第三者が権利を取得するこ

とを意図するものではない。

９ 本約款第５条Ａ項の規定にかかわらず、組合員が船員の疾病、傷害、死亡に

関する損害賠償もしくは補償義務を遂行できない場合には、組合が船主に代わ

り直接これらのクレームを船員あるいはその扶養者に支払うものとする。

ただし、

（i） 船員あるいはその扶養者が、他のいかなる者からの回収権もなく、かつ別

の方法では補償されないであろうと思われる場合、

（ii）本項下記（iii）を条件として組合より回収できる金額は、いかなる場合にお

いても、船主が本約款及び船主の加入条件の下で組合より回収ができたであ

ろう金額を上回ることはない

（iii）本約款第３１条Ｂ項（ii）（a）及び（d）に従い、船主の組合に対する支払金の未

払いによる契約解除が生じたという理由により、組合が船主に対し責任を負

わない場合でも、それが契約解除より以前に発生した出来事から生じたクレ

ームである限りにおいて、組合はそのクレームを支払うものとする。しかし

これは船主の代理として支払うものであり、船主はそのクレーム金額の全額

を組合に支払う義務を負うものとする。

１０ 組合はできる限り、また本定款の許す限り、あるいは理事会がその裁量で判

第２条
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断する限りにおいて、単一の組合として運営される。

第２条　担保される危険

船主と管理者の間で別段の合意がある場合を除き、組合によって担保される危

険は、下記第１項乃至第２６項に列挙されたとおりである。ただし、

i 理事会が別段の決定をした場合を除き、船主は各項所掲の責任を免れるた

めに支払ったか、又は各項所掲の損害もしくは費用を支払わなければならな

い額を限度として付保される。

ii 一出来事について船主が回収できる最高額は、第５条Ｂ項に定められた限

度額又は関連保険年度開始前に行われた理事会の決議に従い制限される。

iii 船主と管理者の間で別段の合意がある場合を除き、船主の組合からの回収

は本条付則Ｂに定められた免責金額を控除する。

第１項　船員以外の人に関する責任

Ａ あらゆる人（本項Ｂ号及びＣ号、第２項並びに第３項に明記された人以外の）

の傷害、疾病、死亡に関する損害賠償もしくは補償及びこれら傷害、疾病、死

亡に関連して生じた入院費用、治療費用もしくは葬儀費用の支払い責任。

Ｂ 加入船舶で荷役作業を行なうあらゆる人の傷害、疾病、死亡に関する損害賠

償もしくは補償の支払い責任。

ただし、

ａ　本項Ａ号及びＢ号に基づく担保は、加入船舶上の、もしくは加入船舶に関

する又は貨物を船積港において荷送人もしくは先運送人から受領して荷揚港

で荷受人もしくは継続運送人に引渡すまでの間の貨物の取扱いについての過

失もしくは不作為に起因する責任に限る。

ｂ　責任が契約又は補償の条件に基づいて発生し、かつ、それ等の条件以外で

は生じ得ないものであるときは本項によらず本条第１４項によって担保され

る。

ｃ　責任が加入船舶との衝突から生じた相手船上の人に関するものであるとき

は本項によらず本条第１０項Ｂ号に従って回収される。

Ｃ 損害賠償又は補償の支払い責任

i 船客の傷害、疾病、死亡及びこれら傷害、疾病、死亡に関連して支出した

入院費用、治療費用又は葬儀費用。

ii 加入船舶に乗船中の船客で海難の結果、船客を目的地まで移送し又は乗船
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港まで帰還させる費用及び船客の陸上における滞在費を含む。

iii 船客の所持品の滅失、損傷。

ただし、

ａ　船客乗船券又は船客と船主との間のその他の契約の条項が管理者の書面に

よる承認を得ており、かつ、本Ｃ号に規定する責任に対する担保が船主と管

理者との間で管理者の要求する条件に従って合意されていること。

ｂ　航空輸送により船客の被った傷害、死亡、又は財物の滅失、損傷、又は遅

延その他一切の間接損害に関する責任については、下記の場合を除き本項の

もとでは、組合はてん補しない。

i 傷害もしくは疾病の船客もしくは加入船舶の海難に伴う船客の航空機に

よる送還中に起きるもの、又は

ii 本Ｃ号のただし書ｃを常に条件として加入船舶からの遊覧旅行中のもの

を除き、

ｃ　加入船舶から離れて遊覧中の船客の死亡、傷害に関する船主の契約責任は、

下記のいずれの場合も本項Ｃ号の下では組合より回収されない。

i その遊覧について船客が船主とは係わりなく別個の契約を締結している

とき、又は

ii 船主がその遊覧に関して下請業者もしくは他の第三者に対する求償権の

一部もしくは全部を放棄しているとき

ｄ　船主が管理者との合意で適切な特別約款により付保をしないかぎり現金、

流通証券、貴金属、宝石、貴重品又は希少性もしくは貴重性を有する物件に

関するクレームは組合より回収されない。

ｅ　このＣ項の下での「海難」とは（i）衝突、座礁、爆発、火災、あるいはそ

の他の原因で、船舶の物理的状態に影響を与え、目的地への安全な航行を不

可能にする事故、または（ii）船客全員の生命、健康あるいは安全に対する脅

威のいずれかを指す。

第２項　船員の傷害及び死亡

船員の傷害、死亡に対する損害賠償又は補償の支払い責任及びこれら傷害、

死亡に関連して必然的に生じた入院、治療、葬儀その他の諸費用、本人の送還

及び代人派遣の費用を含む。

ただし、

責任、費用が船員労働協約その他の労務提供契約又は雇用契約の条件に基づ
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いて発生し、かつ、その条件以外では生じ得ないものであるときはそれ等の契

約条件が管理者によって事前に書面で承認されていないかぎり担保されない。

第３項　船員の疾病及び死亡

船員の疾病、疾病の結果から生じる死亡に関する損害賠償又は補償の支払い

責任及びこれら疾病、死亡に関連して必然的に生じた入院、治療、葬儀、その

他の諸費用、本人の送還及び代人派遣の費用を含む。

ただし、

責任、費用が、船員労働協約その他の労務提供契約もしくは雇用契約の条件

に基づいて発生し、かつ、その条件以外では生じ得ないものであるときは、そ

れ等の契約条件が管理者によって事前に書面で承認されていないかぎり担保さ

れない。

第４項　送還及び代人派遣費用

本条第２項及び第３項の下で回収できない陸上に残留した加入船舶船員の代

人の海外派遣費用、又は法律で義務づけられた加入船舶船員の送還費用。

ただし、

（i）船員労働協約その他の労務提供もしくは雇用契約の条件によるか、又は当

事者間の合意による加入船舶上の船員の乗務期間の満了、（ii）労務提供もしく

は雇用についての協約もしくは契約に対する船主の違反、（iii）売船、又は（iv）

加入船舶に関する船主のその他の行為に起因するか、もしくはその結果として

生じた費用は担保されない。

第５項　船員その他の者の所持品の滅失及び損傷

下記の者の所持品の滅失、損傷に関する損害賠償又は補償責任。

Ａ 船員

Ｂ 加入船舶上の船員以外のすべての者（第１項Ｃ号に特定する者は除く）

ただし、

ａ　船主が管理者の同意を得て適切な特別約款により付保しないかぎり、現金、

流通証券、貴金属、宝石、貴重品又は希少性もしくは貴重性を有する物件に

関するクレームは組合より回収することができない。

ｂ　契約条件に基づいて発生しその条件以外では生じ得ない責任は当該契約条

件が管理者によって事前に書面で承認されていないかぎり担保されない。
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第６項　難破失業補償

賃金及び補償金が制定法その他の法律上の義務により、又は管理者が事前に

承認した船員労働協約その他の労務提供契約もしくは雇用契約の条件により支

払われることになっている場合の船舶の現実全損もしくは推定全損の結果生じ

た失業に対する船員への補償金の支払い責任。

第７項　離路費用

加入船舶の離路費用で、（i）燃料費、保険料、賃金、消耗品代、食料費及び

港費のうち、船主の純損失となるもの（離路しなくとも当然支出したであろう

費用を超えるもの）であり、かつ、（ii）傷病者の治療、傷病者の代人待ち、密

航者もしくは難民の上陸、又は海上における人命救助を、唯一の目的として支

出したもの。

第８項　密航者及び難民

密航者もしくは難民に対する義務を履行するため、又は必要な処置をとるた

めに船主が支出した費用で、本条第７項により担保されないもの。ただし、船

主がこれらの費用に対して法律上の責任を負うか又は管理者の承諾を得て支出

した場合に限る。

第９項　人命救助

加入船舶上の又は加入船舶からの人命を救助しもしくは救助を試みたという

理由で第三者に対して法律上支払うべき金額。ただし、その支払いが加入船舶

の船舶保険証券又は荷主もしくは貨物海上保険者から回収できない場合に限る。

第１０項　他船との衝突

加入船舶と他船との衝突の結果他人に費用及び損害賠償金を支払う責任で下

記Ａ号、Ｂ号及びＣ号の各号に定めるもの。ただし、これらの責任が加入船舶の

船舶保険証券上の衝突損害賠償金てん補条項の下でてん補されない場合に限る。

Ａ 本項Ｂ号所掲の責任を除く衝突責任の四分の一、又は管理者が書面で同意し

た他の割合。

Ｂ 衝突の結果生じた下記に関連する責任の四分の四。

i 障害物、船骸、貨物その他すべての物件の撤去又は処分。

ii 他船又は他船上の財物を除く不動産、動産、もしくはすべての物件。
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iii 加入船舶上の貨物、その他の財物、貨物もしくは財物の所有者によって支

払われた共同海損分担額、特別費用又は海難救助料。

iv 人命喪失、傷害、疾病、送還又は代人派遣費用。

v 油又はその他汚染物質の流排出（加入船舶からの場合を除き）もしくはそ

のおそれ、ただし加入船舶が衝突した他船及び他船上の財物を除く。

vi 加入船舶が衝突した他船の救助に関して、P&I特別補償条項（SCOPIC）及

びその改定条項に従い、支払われた報酬。

Ｃ 本項Ａ号及びＢ号所掲の責任を除く衝突から生じた船主の責任部分で、衝突

から生じた責任の額が船舶保険証券上の船舶の評価額を超過するという理由の

みによって加入船舶の船舶保険証券の下で回収し得ない超過部分。

ただし、

ａ　理事会がその裁量により別段の決定をしないかぎり、本項Ｃ号の下で組

合より回収される額は船舶が第５条Ｄ項に従って適正な価額で付保されて

いたならば加入船舶の船舶保険証券の下で回収できたであろう金額を超え

る額（もしあれば）に限られる。

ｂ　加入時又はその後の保険年度更改時に管理者と別途合意した場合を除き、

船主は加入船舶の船舶保険証券に基づき自己の負担する免責歩合又は免責金

額を組合から回収することができない。

ｃ　本項に基づくクレームが全部又は一部同一船主の所有に属する二隻の船

舶の衝突にかかわるときは、あたかも両船が別個の船主に属した場合と同

様に船主は組合から回収する権利を有し、かつ、組合も同様の権利を有す

る。

ｄ　船主と管理者の間に船舶の組合加入の条件として別段の合意のある場合

を除き、両船に過失があり、しかも衝突した一方又は双方の船舶が法律に

より責任を制限するときは、本条に基づくクレームは単一責任の原則に従っ

て精算されるが、それ以外の本条に基づくクレームは、すべて交叉責任の

原則に従って精算される、すなわち、衝突の結果加入船舶の船主が自己の

支払う又は受領する差額もしくは金額を確かめるに当って相手の損害のう

ち妥当と認められる割合を相手船主に支払うことを余儀なくされたものと

して精算する。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。
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第１１項　財物の滅失又は損傷

陸上にあると海上にあるとを問わず、また固定物であると可動物であるとを

問わず、あらゆる財物の滅失もしくは損傷（権利の侵害を含む）に対する損害

賠償又は補償を支払う責任。

ただし、

ａ　船主は下記については本条に基づく回収を受けることができない。

i 契約又は補償の条件に基づいて発生し、かつ、それ等の条件以外では生

じなかった責任。

ii 本条の下記の各項の範囲に属するか、又はこれらの各項に適用されるあ

らゆる但書、限度額、免責規定又は免責金額の範囲に属する責任。

第１項Ｃ号　船員以外の人に関する責任

第５項　船員及びその他の人の所持品

第１０項　他船との衝突

第１２項　汚染危険

第１３項　加入船舶の又は加入船舶による曳航より生じる責任

第１５項　船骸撤去責任

第１７項　貨物に関する責任

第１８項　加入船舶上の財物

iii 加入船舶の船舶保険証券に基づき船主の負担する免責歩合又は免責金

額。

ｂ　加入船舶が全部もしくは一部同船の船主の所有に属する財物を滅失、損傷

し又は権利を侵害したときは、当該船主はかかる財物又は権利があたかも別

の船主の所有に全部属した場合と同様の回収する権利を有する。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。

第１２項　汚染危険

加入船舶からの油その他の汚濁物質の流排出、又はそのおそれのために生じ

たかもしくは支出した下記Ａ号乃至Ｅ号に定める責任、損害及び費用。

ただし、

ａ　加入船舶に以前積載されたいかなる物質の、いかなる陸上用ゴミ収集車、

収納庫あるいは廃棄施設の中に存在したことから生ずる、あるいはそれから

の流出、排出又はそのおそれから生ずる責任、損失、損害又は費用について
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は、それが貨物、燃料、船用品あるいは廃棄物であるかにかかわらず、回収

することはできない。ただし理事会がその裁量により、また決議理由を開示

することなく別段の定めをしたときは、この限りでない。

ｂ　特別約款による担保が管理者により書面で合意された場合を除き、加入船

舶の貨物が１９９４年ヨーク・アントワープ規則の条項と同程度船主に有利な

条件で運送されていたならば共同海損として回収されていたであろう責任、

損害又は費用については、組合はてん補しない。

ｃ　管理者の書類による別段の合意がある場合を除き、２００６年小型タンカー

油濁損害賠償補償協定（STOPIA ２００６）の下で「関係船舶」と定義された

加入船舶の船主は、同協定が有効である限り当該船舶の組合加入期間は

STOPIA ２００６に参加するものとする。また理事の裁量による別段の決定が

ある場合を除き、STOPIA ２００６に参加していない期間に発生した当該船舶

に関わるいかなる事故、出来事又は事態に関し、船主は本項の下で回収する

事はできない。

ｄ　管理者の書類による別段の合意がある場合を除き、タンカー油濁損害賠償

補償協定（TOPIA）の下で「関係船舶」と定義された加入船舶の船主は、同

協定が有効である限り当該船舶の組合加入期間はTOPIAに参加するものとす

る。また理事の裁量による別段の決定がある場合を除き、TOPIA に参加して

いない期間に発生した当該船舶に関わるいかなる事故、出来事又は事態に関

し、船主は本項の下で回収する事はできない。

Ａ 滅失、損傷、汚染に対する責任。

Ｂ 理事会が承認した何れかの協定の当事者として、船主が支出し又は責任を負

った滅失、損傷、費用。

かかる協定に基づき船主が自己の義務を履行するのに要した費用を含む。

Ｃ 汚染を防止軽減するため合理的にとられた措置に要した費用又はその結果と

して生じた滅失もしくは損傷。かかる措置によって生じた財物の滅失又は損傷

に関する責任を含む。

Ｄ 汚染を生じるおそれのある加入船舶からの油、その他の汚濁物質の切迫した

流排出の危険を防止するために合理的にとられた措置に要した費用。

Ｅ 汚染又は汚染の危険を防止軽減する目的で、政府機関の命令又は指示を遵守

したために生じた費用又は責任。ただし、

ａ　かかる遵守は加入船舶の通常の運航、救助又は修繕のための要件ではなく、

ｂ　常にかかる費用又は責任が加入船舶の船舶保険証券の下で回収できない
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ことを条件とする。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。

第１３項　加入船舶の又は加入船舶による曳航により生じる責任

Ａ 加入船舶の慣習上の曳航

加入船舶の慣習上の曳航契約の条件に基づく責任、ただし契約履行の費用は

除く。すなわち､

i 入出港もしくは港内での通常の運航中の操船を目的とする曳航、又は、

ii 港から港もしくはある場所から他の場所への通常の運航において慣習的に

行われる加入船舶の曳航で、船主が加入船舶の船舶保険証券の下で担保され

ない責任。

Ｂ 加入船舶の慣習的曳航以外の曳航

本項Ａ号の下で担保される慣習上の曳航以外の加入船舶の曳航契約に基づく

責任。ただし、かかる責任の担保は管理者が要求する契約条件につき同意ある

場合及びその範囲に限る。

Ｃ 加入船舶による曳航

加入船舶による他船又は他物の曳航から生じる責任。ただし、

i かかる責任の担保は、管理者が要求する契約条件につき同意ある場合か、

又は､

ii 理事会がその裁量に従いあらゆる事情を考慮しクレームが組合の担保範囲

に該当し船主が補償されるべきであると決定した場合に限る。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。

第１４項　補償契約及び契約に基づく責任

加入船舶に対し提供され、もしくは提供されるべき又は加入船舶に関する施設

もしくはサービスについて船主自身又は代理人が提出もしくは作成した補償契約

又は契約条件の下で生じる人命喪失、傷病、財物の滅失、損傷に関する責任。

ただし、

i 補償契約又は契約の条件が管理者により事前に承認されており、かつ、責

任の担保が管理者の要求する条件に基づき船主と管理者の間で合意されてい

るか、又は、
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ii 理事会がその裁量により船主が補償されるべきであると決定した場合に限る。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。

第１５項　船骸撤去責任

Ａ 加入船舶の船骸の引揚げ、撤去、破壊、照明・標識の設置が、法律により強

制されるか又はそのための費用が法律により船主から回収される場合のそれら

の費用。

Ｂ 加入船舶により運送中又は運送された財物であって、本条第１２項の範囲に

属する油その他の汚濁物質でないものの引揚げ、撤去又は破壊に関連する費用

で、かかる引揚げ、撤去もしくは破壊が法律により強制されるか、又はそのた

めの費用が法律により船主から回収される場合、ただし、

i かかる財物が加入船舶の一部を構成するものでなく、また船主もしくは船

主の関連する会社によって所有又は賃借されているものでもなく、かつ、

ii 船主がかかる費用をかかる財物の所有者､保険者又はその他のいかなる者

からも回収し得ない場合のみに限られる。

Ｃ 本項Ａ号及びＢ号記載の、加入船舶の船骸その他の財物のかかる引揚げ、撤

去、破壊又はこれらの措置を試みた結果船主が負う責任。

Ｄ 加入船舶の船骸が存在し、もしくは自然に移動する結果又は船骸の撤去、破

壊、照明・標識の設置を怠ったことにより船主が負う責任。これらの責任には、

船骸からの油又は他の汚濁物質の流排出により生じるものを含む。

ただし、

ａ　加入船舶が、組合加入期間中に発生した災厄又は海難事故の結果船骸とな

ったとき、組合は本約款第２９条Ｃ項に従いその他の責任が終了していても

船骸に関するクレームに対しては引続き責任を負う。

ｂ　本項Ａ号に基づくクレームは、船骸のみならず救助されたすべての船用品

及び資材の価額を最初に上記の費用から差し引き、差額がある場合にのみ、

組合より回収することができる。

ｃ　船骸の引き揚げ、撤去、破壊、照明・標識の設置に先立ち、又は本条記載

の責任及び費用を生じる事故に先立ち、船主が管理者より書面による承諾を

得ることなく、委付以外の方法によって、船骸について有する自己の利益を

他人に譲渡した場合は本条に基づく組合からの回収を一切受けることができ

ない。
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ｄ　補償契約又は契約の条件の下で責任が発生し、これらの条件がなければ発

生しなかったであろう場合に、かかる費用は本条の下では次の場合にかぎり

回収することができる。すなわち、（i）補償契約もしくは契約の条件が管理

者によって事前に承認されており、担保が管理者の要求する条件によって船

主と管理者の間で合意されている場合にのみ、かつ、その範囲で、又は（ii）

理事会がその裁量によって、船主は補償をうけるべきであると決定した場合。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とす

る。

第１６項　防疫費用

船舶上で発生した伝染病の発生を直接の原因として加入船舶の船主が支出し

た余分の費用。これらの費用は、防疫費、消毒費及び船主の純損失、すなわち

（伝染病が発生しなくても当然生じた費用を超える）燃料費、保険料、賃金、船

用品、食料及び港費を含む。

第１７項　貨物に関する責任

加入船舶により運送予定、運送中又は運送済みの貨物にかかわる責任及び費

用であって、下記Ａ号乃至Ｄ号に定めるもの。

Ａ 滅失、不足、損傷その他に関する責任

船主自身又は船主が使用者責任を負う者の作為、不作為もしくは懈怠に起因

する貨物の船積、取扱、積付、運送、保管、荷揚及び引渡しに関する注意義務

違反、又は加入船舶の不堪航、不適性から生じる滅失、不足、損傷に関する責

任もしくはその他の責任。

Ｂ 損品貨物又は損害船舶からの正品貨物の処分

損品貨物又は加入船舶損傷後の正品貨物の荷揚又は処分のため船主が支出し

た余分の費用（貨物又は加入船舶が損傷を受けなかった場合においても船主が

負担したであろう額を超えるもの）。ただし、船主が第三者からかかる費用を回

収するための求償方法をもたない場合に限る。

Ｃ 荷受人の貨物引取の不履行

荷受人が荷揚港又は引渡地において貨物の回収又は引取りを怠ったことを唯

一の事由として船主が被った債務又は余分に支出した費用（貨物が引取られた

場合に船主が通常負担する出費を超えるもの）。

ただし、かかる債務又は費用が貨物の売却価額を超過し、かつ、船主が第三者
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からこれらの債務又は費用を回収するための求償方法をもたない場合に限る。

Ｄ 通し又は積替え船荷証券

加入船舶以外の輸送手段により運送された貨物の滅失、不足、損傷に関する

責任もしくはその他の責任で、加入船舶が運送の一部を分担する通し又は積替

え船荷証券、又はその他管理者により承認された契約書式の下で発生するもの。

備考：１９８１年１月２２日の決議により、理事会は、パラグアイ、パラナ両河港からの

通し船荷証券の下で運送され、加入船舶に船積み前に発生した滅失、損傷に対して

は、船主があらかじめ管理者に通知し、管理者が妥当と考える特約の条件に同意し

ていないかぎり、組合はてん補しない旨決定した。

備考：本項の下では、ICC規則あるいはCMR1956、CIM1980、ワルシャワ条約1929及び1955

等の国際的に認められた条約を盛り込んだ契約であれば、組合は承認したものとする。

ただし、

ａ　標準運送契約約款

理事会の裁量による別段の決定、又は管理者の書面による別段の同意がある

場合を除き、貨物（甲板積み貨物を含む）が組合の推奨する標準運送約款、す

なわちへ一グ・ヴィスビー・ルールもしくは理事会が随時定めるその他同様の

規則又は条約と同等の条件をとり入れた契約の下で運送したならば、船主が負

担することがなかったであろう債務又は支払うことがなかったであろう金額に

ついては組合はてん補しない。

備考：２０１０保険年度においては標準運送約款はへ一グ・ヴィスビー・ルール、すなわち、

１９２４年８月２５日にブリュッセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のた

めの国際条約を改正する１９６８年２月２３日ブリュッセルで署名された議定書とする。

ｂ　離路

理事会の裁量による別段の決定もしくは離路に先立ち管理者の書面による担

保確認の同意がある場合を除き、契約上合意された航海又は航海事業からの逸

脱を意味する離路により、上記ただし書ａにいう標準運送約款の下で許容され

る船主責任の軽減もしくは放棄のための抗弁又は責任制限の規定を援用する権

利が奪われることから生じもしくはこれにともなって生じる責任及び費用につ

いては、組合はてん補しない。

ｃ　理事会の裁量によってのみ支払われるクレーム

理事会の裁量による別段の決定がある場合を除き、下記の事由により生じる

責任、費用については、組合はてん補しない。
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i 運送契約に規定された港又は場所以外での貨物の荷揚。

ii 非流通船荷証券、貨物運送状（ウェイビル）又は類似の書類に基づき運送

された貨物の引取人による、これら証券の提示なくして行われた引渡。

ただし、これら書類上あるいは法規上明白な条項により、これら書類ある

いは運送契約に引渡しの証拠として、これら書類が求められている場合に限

る。また、

船主が、これら書類なしに運送人が貨物を引き渡すこと、あるいは当該貨

物の権利または管理を放棄することを、何らかの法規により求められている

場合を除く。

iii 流通船荷証券又は類似の権利証券に基づいて運送された貨物の引取人によ

るこれら証券の提示なくして行なわれた引渡。ただし加入船舶の船主は、加

入船舶以外の輸送手段によって運送の一部を目的としてその船主以外の関係

者又はその代理人によって発行された流通船荷証券その他類似の権利証券上

責任があるにもかかわらず、貨物が非流通船荷証券、貨物運送状（ウェイビ

ル）又はその他の非流通証券に基づき運送され、そのいずれかの証券の契約

条件により適切に引き渡された場合は除く。

iv 運送契約を組入れもしくは証明する船荷証券、貨物運送状（ウェイビル）

その他の証券を先日付又は後日付で発行すること、すなわち、貨物が実際に

積載又は船積のために受領された日付より前もしくはより後の日付によって

積載又は受領されたものとして記録されているこれら証券類の発行。

v 加入船舶の船主又は船長が、貨物の記述（種類、数量等）もしくは状態の

不実なることを知りながら発行した運送契約を組入れ、又は証明する船荷証

券、貨物運送状（ウェイビル）その他の証券。

vi すでに発行した船荷証券のもとで生じる責任、損失及び費用以外の加入船舶

の船積港への配船不能もしくは到着遅延又は特定貨物の加入船舶への船積不能。

ｄ　従価船荷証券

管理者の書面による特別約款による付保の同意がある場合を除き、一単位、

一個、一梱包当りの価額が米貨２,５００ドル以上と表示された運送契約を組入れ、

又は証明する従価船荷証券、貨物運送状（ウエイビル）その他の証券により運

送される船積貨物については、一単位、一個又は一梱包当り米貨２,５００ドル又

は標準運送約款中に明記された一単位、一個又は、一梱包当りの限度額のいず

れか高い方を超える金額の貨物に関する損害賠償請求権者への支払いに対し、

組合は責任を負わない。
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ｅ　希少及び高価貨物

管理者の書面による特別約款による付保の同意がある場合を除き、正貨、金銀

塊、貴金属、宝石、希少性もしくは貴重性のある板金又は他の物品、銀行券その他

の通貨、債券又は流通証券類に関するクレームについては、組合はてん補しない。

ｆ　船主の財物

加入船舶上で滅失又は損傷を受けた貨物が同船主の財物である場合は、当 該

船主はその貨物が第三者の所有に属し組合の推奨する標準運送約款に基づいて

船主と運送契約を締結していた場合に当該第三者が船主より回収可能となる額

と同額を組合から回収することができる。

第１８項　加入船舶上の財物

加入船舶上にあるコンテナー、備品、燃料その他の財物の滅失又は損傷に対

する船主の責任。

ただし、

ａ　かかる財物が、本条第１項Ｃ号もしくは第５項（船客、船員その他の者の

所持品）又は本条第１７項（貨物に関する責任）の範ちゅう又はこれらの条項

に適用されるただし書、免責、制限もしくは免責金額の範囲に入らないこと、

ｂ　かかる財物が、加入船舶の一部を構成せず、かつ、船主又は船主の関連会

社により所有もしくは賃借されていないこと、かつ、

ｃ　組合は船主が締結した契約又は補償契約に基づいて生じ、かかる契約又は

補償契約が無かったならば生じなかったであろう責任については、船主が管

理者の同意を得て適切な特別約款を付保した場合を除き、てん補しない。

第１９項　回収不能の共同海損分担額

貨物又は航海事業のその他の関係者に対し船主が請求権を有する共同海損、

特別費用又は救助費で運送契約違反の理由のみによって法律上回収不能となる

分担額。

ただし、本条第１７項ただし書ａ（標準運送条件）、ｂ（離路）及びｃ（理事会

の裁量によって支払われるクレーム）は本項のクレームに適用される。

第２０項　共同海損の船舶分担額

共同海損、特別費用、救助費の分担額決定のために評価された加入船舶の価

額が船舶保険証券上の協定保険価額を超過したことにより船舶保険証券によっ
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て回収不能となった共同海損、特別費用又は救助費の分担額。

ただし、

理事会の裁量による別段の決定がある場合を除き、本項の下で組合のてん補

する額は当該船舶が本約款第５条Ｄ項に基づき適正価額により付保されていた

場合に船舶保険証券上回収されなかった船舶分担額に（もしあれば）限る。

第２１項　救助者への特別補償金

船主の加入船舶の救助者への特別補償金の支払い責任、ただし、そのような

責任が

i １９８９年救助に関する国際条約第１４条に従い船主に課せられるか、又は

組合の理事会が承認した救助契約書標準様式の条項に基づき船主が負うもの

であり、かつ、

ii 救助された財物の利害関係者によって支払われない範囲に限る。

備考：本項の下での油濁クレームは、第5条B項及びその備考に定める金額を限度とする。

備考：２０１０年２月２０日理事会は次の事を承認した。

ａ）１９９０年、９５年、２０００年ロイズ救助契約書標準様式（LOF９０、LOF９５、LOF

２０００）及び１９８９年救助国際条約の条項を組入れた他の標準救助契約書、ただ

し条約第１４条あるいはP&I特別補償条項（SCOPIC）及びその改訂条項（SCOPIC

２０００）に基づく船主の特別補償金支払責任を限度とする。

ｂ）１９８０年ロイズ救助契約書標準様式、ただし、契約書第１条ａに定められた「不

成功・無報酬」の原則に対する例外規定に基づいて、タンカー船主が「合理的に支

出した費用」（裁定された増加分と共に）を救助者に補償する責任を限度とする。

本項の下での油濁クレームは第５条Ｂ項及びその備考に定める金額を限度とする。

第２２項　過怠金

Ａ 下記Ｂ号乃至Ｅ号に定める過怠金が加入船舶に関し裁判所又は官憲によって

課せられ、かつ、下記の者に課せられたとき､

i 船主。

ii 船主が法律上（契約もしくは損害補償契約の条項によることなしに）補償

義務を負うかもしくは管理者の承認を得て合理的に補償を行う者、又は

iii 船主が契約もしくは損害補償契約の条項により法律上補償義務を負う者、

ただしかかる条項は管理者が事前に書面により承認した場合に限る。

Ｂ 貨物の不足、過剰陸揚げ、もしくは過剰渡し、貨物の申告もしくは加入船舶
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又は積載貨物関係の書類に関する規則の遵守違反による過怠金。

Ｃ 密輸または加入船舶の建造、改修、改造もしくは艤装に関する関税法令違反

による過怠金。

Ｄ 出入国に関する法令違反による過怠金。

Ｅ 油その他の物質の偶発的流排出又はそのおそれによる過怠金。

ただし、

次に掲げる事由から生じる過怠金については組合はてん補しない。

ａ　加入船舶の過剰貨物積載、又は、

ｂ　１９７３年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する１９７８年議

定書又はその後の改定議定書、又は同条約を国内法化するいずれかの国家の

法律中の船舶の建造、改修及び艤装に関する規定の違背、違反又は不遵守。

Ｆ すべての過怠金、ただし船主が(i)理事会にその過怠金を生ずる出来事を回避

するために合理的とみなされる措置をとった事を納得させた場合及び(ii)理事会

がその裁量で、その判断の理由を述べることなしに、船主が回収すべきである

と決定した場合に限る。

Ｇ 約款第５条Ｇ項ｉ号の規定に拘わらず、法律上の権限のあるあらゆる裁判所

又は官憲が何らかの関税に関する法令違反を理由として船舶を没収した場合、

理事会はその裁量により、これに伴う加入船舶の喪失に対する船主のクレーム

について、全部又は一部の支払を承認することができる。

ただし、

ａ　組合からてん補される額は、いかなるときも没収された日における船舶の

自由市場価額を超えることなく、

ｂ　没収の原因となる関税に関する法令違反を防止するため船主が理事会から

見て相当の措置をとったものと認められる場合、

ｃ　本第２２項Ｇ号に基づくクレームの額は理事会がその裁量により何等の理

由を開示することなく決定する金額にかぎりてん補される。

備考：本項の下での油濁クレームは、第５条Ｂ項及びこれに該当する備考に定める金額

を限度とする。

第２３項　調査査問費用

加入船舶の滅失又は事故について行われる正式の査問において、自己の弁護

又は利益擁護のために船主が支出した費用。ただし、理事会の裁量により決定

した限度及び条件においてのみとする。
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第２４項　船舶運航に付随する費用

船舶の所有、運航又は管理の業務に伴って生じた責任及び費用で理事会の意

見により組合の担保の範ちゅうに入るとされるもの。

ただし、

ａ　本ただし書iiの場合は別として、本約款の他の規定により明確に免責され

た責任及び費用については、本条の下では回収されない。

ｂ　本約款第５条Ｇ項により免責されるクレームについて当該クレームを検討

するに際して出席した理事の四分の三の多数決をもって理事会はその支払い

を認めることができる。

ｃ　本項に基づく請求額は、理事会がその決定の理由を開示することなく自由

裁量によって決定した額を限度として回収される。

第２５項　損害防止及び訴訟費用

Ａ 組合に対する請求を惹起する事故、事件、事態の発生時又は発生後に、合理

的に支出されかつ、船主が組合によって全額又は免責金額の適用によって一部

のみてん補される責任又は費用を防止軽減することを唯一の目的として支出さ

れた異常な費用（ただし本項Ｂ号に定めたもの以外）。ただし、これらの費用が

管理者の同意を得て支払われたか又は船主がこれらの諸費用を組合より回収す

べきものと理事会がその裁量によって決定した場合に限る。

Ｂ 船主が組合によって全額又は免責金額の適用によって一部のみてん補される

責任又は費用に係わる訴訟関係諸費用。 ただし､これらの費用が管理者の同意

を得て支払われたか、又は船主がこれらの諸費用を組合より回収すべきものと

理事会がその裁量によって決定した場合に限る。

第２６項　組合の指示に従って支出した費用

指示を与えることが組合の利益になると理事会が判断した場合において、（i）

理事会の特別指示の故に船主が支出するか又は、（ii）かかる特別指示のないと

きは、理事会がその裁量によりそのような行為が組合の利益になり、かつ、船

主が組合から回収すべきであると判断した場合に船主がとっていた又はとるこ

とを控えていた行為の結果として船主が支出する費用及び損失。

第２条　付則Ａ　組合の油濁クレームに対する責任

Ａ 油の流排出に関しての又はそれに関連するクレームに対する組合の責任は、
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（油の滅失又は損傷を除き）第１２項もしくは第２条の他の規定との組み合わせ

如何に拘わらず、原因の如何を問わず、第５条Ｂ項 iii 号の規定に従い理事会

が決定する額に制限され、かつ、理事会が隋時決定する条件に従うものとする。

Ｂ 付則Ａの一般原則の効力を害することなく理事会は保険年度の開始前にそれ

が条約、法律、協定その他いかなる事情の下で生じようとも、かつ、地理的区

域又は航路その他において生じるとを問わず、油濁に関する担保は、割増保険

料がその担保に関して支払われるという条件でのみ、免責され、制限され又は、

付与されるということを決定することが出来る。その場合、かかる割増保険料

は理事会が決定するか又は船主と管理者との間で決定される額及び条件で支払

われるものとする。

備考：２０１０保険年度については理事会は合衆国排他的経済水域内の港へ又は港から持

続性の油を貨物として運送する船舶の所有者は油濁危険に関して割増保険料を支払

わなければならないことを決定した。合衆国の油濁危険の担保に適用される条項及

び条件はクラブの合衆国油濁条項２０/２/２０１０に記載されている。

第２条　付則Ｂ　免責金額

船舶の組合加入条件の一部として船主と管理者の間で別段の合意がある場合

を除き、船主の組合からの責任、損害及び費用に関する保険金の回収は理事が

各保険年度前に決定する免責金額の適用を受ける。

第３条　特別約款

Ａ 法律に別段の規定がある場合を除き、管理者は本約款第２条に掲げない特別

の又は追加の危険に対する担保を船主に提供する条件で船舶の加入を承諾する

ことができる。この場合の危険の種類及び範囲並びに担保の条件は船主と管理

者の間で書面により合意されるものとする。

Ｂ 本約款第１条第５項の規定に拘わらず、船主は担保危険が加入船舶以外に関

して又は加入船舶の運航以外に関して生じるような危険を特別の条件で付保す

ことができる。ただし、この条件は常に船主と管理者の間で書面により明示の

合意がなされていることを要する。

Ｃ 本約款第１３条Ｃ項の一般原則の効力を害することなく、管理者は本約款第

３条及び第４条の下で担保するリスクの全部又は一部につき再保険契約を結ぶ

ことができる。船主は、組合の保有するリスクがある場合にはその部分ととも

に、同再保険契約の下で実際に回収できる正味再保険金のみを回収することが
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できる。

第４条　用船者、特殊船運航者及び客船のための特別約款

本約款第３条の一般原則の効力を害することなく、船主は加入船舶に関する

自己の利益に対し、又は船主としての自己の運航に対し下記に列挙した危険の

うち適切と思われる危険を付保することができる。ただし、この付保は管理者

との書面による特別合意及び管理者の要求する条件によってのみ成立する。

第１項　用船者

組合への船舶加入が用船者の名義又は用船者のためになされるときは、管理

者の書面によって合意される条件により、下記の責任、損害及び費用を付保す

ることができる。

Ａ 用船者が加入船舶の船主又は用船船主に対し本約款第２条列挙の危険に関し

補償する責任及びこれに付随する費用。

Ｂ 約款第５条Ｇ項ｉ号、ii号及び iii号の規定に拘わらず、加入船舶の滅失・損

傷に関する用船者の責任及びこれに付随する費用。

Ｃ 約款第５条Ｇ項ii号の規定に拘わらず、加入船舶上の用船者の燃料その他の

財物の滅失・損傷の結果として用船者の被る損害。

第２項　特殊船運航

船主は本約款第５条Ｈ項又はその他の規定の下で免責又は制限されている担

保につき、本運航に起因する又はその期間中に発生するすべての責任、過怠金、

損害及び費用を、船主と管理者の書面により明示の合意による条件により付保

することができる。

備考：本項にいう危険につき管理者が通常合意を必要とする条件は管理者が別途

用意する「第４条第２項に基づく標準付保条件」と称する書類に記載されて

いる。

第３項　客船

客船の船主は管理者の書面により合意される条件によって下記の危険を付保

することができる。

Ａ 船客の所持品の滅失・損傷又は船客の傷害、疾病、死亡及び入院・医薬品並

びに葬祭の費用に対する責任であって、かかる責任の範囲は本約款第２条第１
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項Ｃ号の下で担保されない責任及び費用とする。

Ｂ 本約款第５条Ｇ項vi号の規定に拘わらず、加入船舶によって運送する予定の

船客に支払う、本船の事故の結果生じる損害賠償金又は補償金に対する支払責

任であり、旅行・滞在の費用を含む。

Ｃ 加入船舶の本船上の施設提供の不履行につき又は航海に関連した契約もしく

は担保の違反に対し船主が法律上の義務に従い船客に支払う損害賠償金又は補

償金。

第５条　条件、免責及び制限

Ａ 船主による先支払い

理事会がその裁量により別段の決定をした場合を除き、船主が組合の基金か

ら回収する権利は、ローンその他の方法によるのでなく、船主自身の資金によ

る債務の履行又は費用の支払いをすることを停止条件とする。

Ｂ 組合の責任制限

i 一般原則

本条及び船舶が加入する特別の条件に従い、組合は責任制限に関するもの

を含み法律により定められた加入船舶に関する船主責任を引受ける。組合は

いかなる場合においても法律上の責任を超えた金額に対しては責に任じな

い。もし組合への加入船舶の屯数が全屯数未満の場合は、船主は、別途定め

た特別の条項で認められた場合を除き、加入屯数の全屯数に対する比例割合

でのみ回収することが出来る。もし船主のクレームがこれらルールの下で、

いづれかの責任制限にかかわるものである場合は、この比例割合は、責任制

限をした後に割り当てられる。

ii 油濁

本項及びそのただし書においては、かつ、本約款に含まれるいかなる規定

の効力をも害することなく、油濁に関するクレームはそれがどの様に発生し

ようとも、油の流排出及びそのおそれ又は流排出の結果に関しもしくは関連

して生じる責任、損失、費用を意味するが、ただし油の滅失又は損傷に関す

る責任は除く。

油濁に関する全てのクレームに対する組合の責任は理事会が随時定める金額

に制限されるものとする。ただし別段の金額を定めた場合はこの限りではない。

かかる限度は、理事会が別段の決定をしないかぎり、一事故当り一加入船
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舶に関して適用され、かつ、本第２条の一規定又は二以上の規定によるもの

であるか否かを問わず、船主又は共同船主により提出される油の流出又はそ

のおそれに関する全てのクレームに適用される。もしかかるクレームの総額

がその限度を超える場合には、個々のクレームに対する組合の責任はかかる

クレーム総額に対する割合に応じて制限されるものとする。

ただし、

ａ　加入船舶が海難に遭遇した他船に救助又は救援を提供する場合、救助、救

援又は海難の結果生じた油濁に関する加入船舶の船主によるクレームは、同

一の海難に関連して同様に従事した他船による油濁に関して発生した責任又

は費用との総計とする。ただし他船はプール協定に参加している組合もしく

は他の保険者により油濁の危険が付保されている場合とする。かかる事情の

下では組合の責任制限は船主のクレームが総計の中で占める割合に応じ第５

条Ｂ項のiii号に従って理事会により決定される限度の割合によるものとする。

ｂ　油濁に関するクレームのために賃借人もしくは裸用船者以外の用船者を除

く一切の人又はその代理人により組合に加入した船舶が、組合又はプール協

定の当事者である他の保険者により別途付保されている場合は、一事故当り

生じる全てのクレームに関しての総計の回収は、本約款第５条Ｂ項iii号に従

って理事会により決定される限度を超えないものとし、組合に付保している

他の人に対する組合の責任は、その人が組合より別途回収することができる

クレームの最高額の組合及び他の保険者より回収する全てのクレームの総計

に対する割合と同じ割合に制限されるものとする。

ｃ　油濁に関するクレームに関連して船主が本約款第５条Ｂ項に従って理事会

が決定する限度を単独では超えない又は組合と書面による事前合意の割当て

の申し合わせがない保険を手配している場合には、（１）かかる限度額は、そ

のクレームに適用するとき、他の保険に表示されている限度額に減額され、

そして（２）組合は他の保険に表示されている限度額を超えないかぎりその

クレームを支払わない。

備考：２０１０保険年度については、理事会は油濁に関する一切のクレームに対して組合

が責任を負う金額を以下の通りと決定した。

賃借人もしくは裸用船者以外の用船者でない船主もしくはその代理人により加入

した船舶に関しては一出来事あたり米貨１０億ドルとする。
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iii 船客及び船員

本約款に含まれるいかなる規定の効力を害することなく、本条項及びただ

し書における「船客」とは、乗船契約の下で船舶に乗船した人、あるいは運

送契約の下で貨物として運ばれる車あるいは生動物に伴い運送人の承諾を得

て乗船する人を指し、「船員」は船客以外の乗船者を意味する。

一事故から生じる全てのクレームに対する組合の責任限度額は、賃借人も

しくは裸用船者以外の用船者を除く船主もしくはその代理人により加入した

船舶の（１）船客については総額２０億米ドルまで、（２）船客及び船員に対

する責任については総額３０億米ドルまでとする。ただし、別段これより少

ない金額を定めた場合はこの限りではない。

ただし、

（賃借人もしくは裸用船者以外の用船者を除く）いかなる人もしくはその代

理人により加入した船舶が、本組合あるいはプール協定に加盟の他保険者に

より、同名あるいはその代理人の名において別途付保されている場合には、

ａ　本組合あるいは他保険者から回収可能な船客クレームは、いかなる場合

でも一出来事につき総額で20億米ドルを超えないものとし、てん補限度額

がなければ組合及びその他すべての保険者より回収できたであろうクレー

ム総額の中に占める、それら当事者が本組合より回収可能なクレームの割

合と同じ割合に、本組合のメンバーに対する責任は制限されるものとする。

ｂ　船客及び船員に係る責任につき、本組合あるいは他保険者から回収でき

るクレームは一出来事あたり総額で３０億米ドルを越えないものとし、組

合の責任は以下のように制限される。

（i） 船客に対する責任に係るクレームがただし書（a）に従い２０億米ドル

と制限された場合は、残余の１０億米ドルのうち、船員に係る責任に

ついててん補限度額がなければ組合及びその他すべての保険者より回

収できたであろうクレーム総額の中に占める、それら当事者が組合か

ら回収可能なクレームの割合と同じ割合までとする。

（ii）その他すべての場合において、総額３０億米ドルのうち、船客及び船

員に係る責任について、てん補限度額がなければ組合及びその他すべ

ての保険者より回収できたであろうクレーム総額の中に占める、それ

ら当事者が組合より回収可能なクレームの割合と同じ割合までとする。

Ｃ 相殺

本約款中のいかなる規定の効力をも害することなく、組合は船主から取立てる
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べき金額があるときは、組合から当該船主に支払うべき金額と相殺することが

できる。

Ｄ 船舶保険証券の保険金額の免責

理事会の裁量による別段の決定又は管理者の書面による加入条件の合意があ

る場合を除き、責任、費用を生じる事故の発生時において、船舶が協会期間約

款・船舶１／１０／８３付ロイズ海上保険MAR書式１／１／８２と同等の条件

による船舶保険証券の下で適正価額に対して全額付保されていたならばてん補

されたであろう責任及び費用については、組合は加入船舶の船主に補償しない。

本項において「適正価額」とは、上記事故発生時の船舶の市場価額を意味する。

備考：本約款第２条第１０項及び第２０項に基づくクレームの場合の、船舶の付保され

るべき又は付保されていると見なされる適正価額を考慮するに当っては、理事会が

満足するよう組合員の船舶保険又は超過責任保険の責任担保総額が市況に見合うよ

う定期的に検討され、これら保険証券に含まれている責任担保の全額が当該船舶の

用船条件等を考慮に入れない市場価額に近い水準で維持されていることを要する。

組合員は上記に照らして衝突、共同海損又は救助料債務に対する保険のための適

正な額を定期的に査定するために自己のブローカーや船価鑑定人に意見を求めるこ

とが望ましい。これらの意見に従って必要な保険を付しているかぎり、仮にある裁

判所又は法廷によって共同海損又は救助料のために査定された価額より、付保され

ている船価又は金額が低いことが判明したとしても、理事会はクレームに対して充

分な配慮をする。

Ｅ 戦争危険の免責

組合は滅失、損傷、傷害、疾病、死亡その他の事故に関して発生し、生じた

責任又は支出した費用が下記に掲げる事由に起因した場合は、（船主又は船主の

使用人もしくは代理人側の何等かの過失が寄与したか否かを問わず）責任、費

用につき船主に補償しない。

i 戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争又は交

戦国によりもしくは交戦国に対して行われた敵対行為もしくはいかなるテロ

リスト行為。

ii 捕獲、だ捕、拘束、抑止又は抑留（船員の悪行及び海賊行為を除く）及び

これらの結果又はこれらに対する企図の結果。

iii 機雷、魚雷、爆弾、ロケット弾、炸裂弾、爆発物又はその他類似の兵器

（加入船舶上であると否とに拘わらず、かかる兵器類が運送されたという理

由だけで生じる責任又は費用を除く）。ただし、本免責は、次のような場合
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の兵器類の使用には適用されない。すなわち、かかる兵器類を、政府の命令

の結果として使用した場合、又は、使用の理由が、組合の担保対象となる責

任又は費用を軽減することにあるという場合に理事会又は管理者が書面によ

って使用の同意を与えた場合。

ただし、

ａ ある行為がテロリズムによる行為か否かについて議論となった場合には、

理事会決議を最終決定とする。

ｂ 理事会はこれらの責任又は費用が本項Ｅ項で別途除外されているにも拘わ

らず、第２条に列挙するいずれかの危険又はすべての危険に対し船主に特別

約款による担保を提供することを決議し得る。かかる特別約款による担保は、

理事会が随時定める限度額と条件に従うものとする。

Ｆ 原子力危険免責

組合は、船主に責任又は費用が発生した損失、傷病あるいは死亡又はその他

事故が、直接であると間接であるとを問わず、下記の事由によって発生した場

合には、（事故を引き起こした原因が当該船主及びその使用人あるいは代理人

側の不注意によって発生したかどうかにかかわらず）そのような責任、損失、

又は費用を船主にてん補するものではない。

i いかなる核燃料、核廃棄物又は核燃料の燃焼による放射能から生じたイオ

ン化放射能あるいは放射能汚染

ii いかなる原子力施設、原子炉、その他の原子力機器又はそれらの構成部品

の放射性、有毒性、爆発性もしくはその他有害なもしくは汚染された特性

iii 原子核の分裂、融合もしくはこれらと同種の反応又は放射能もしくは放射

性物質を利用したいかなる兵器

iv いかなる放射性物質の放射性、有毒性、爆発性もしくはその他有害なもし

くは汚染された特性」

ただし、

ａ この免責は、加入船舶上の貨物としての“除外物質”の運送から生じる

責任、損害又は費用には適用しない。ここで言う「除外物質」とは産業、

商業、農業、医療又は科学目的のために使用されたある種の放射性アイソ

トープ及び１９６５年英国原子力施設法及び同法に基づく規則に定める「除

外物質」の定義に該当すると理事会が認める除外物質をいう。

ｂ 理事会はこれらの責任、損害もしくは費用が本条Ｆ項で別途免責されて

いるにも拘わらず、第２条に列挙する危険の一つ又はすべてに対し船主に
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特別約款による担保を提供することを決議することができる。かかる特別

約款による担保は、理事会が定める限度額及び条件に従うものとする。

Ｇ 加入船舶の損害、用船料の喪失等の除外

本約款第２条第２２項Ｇ号及び第２４項に従い、本項に定める例外を除き、

組合は下記の項目の支払いをしない。

i 加入船舶の分損を含む滅失・損傷。

ii 船主もしくは船主との提携又は管理を同じくする会社によって所有もしく

は賃借されている場合の加入船舶上の属具及びコンテナー、固縛器材、船用

品又は燃料の滅失もしくは損傷。

iii 加入船舶の修繕費及びこれに付随する諸費用。

iv 運賃又は用船料の喪失に係わる船主のクレーム又は船主に対するクレーム

で一部喪失を含む。これら運賃、用船料の喪失が、貨物に関する債務として船

主から回収されるべきクレームの一部を構成する場合、又は管理者の承認を得

て支払われる貨物に関するクレームに含まれている場合はこのかぎりでない。

v 救助又は救助の性格をもつ役務及びこれらに関連する費用。

vi 加入船舶の用船契約その他の使用契約の解除から生じる損害。

vii 回収不能の債権、又は代理人の支払い不能を含むすべての者の支払い不能

から生じる損害。

viii 加入船舶の滞船料、抑留、遅延に係わる船主のクレーム又は船主に対する

クレーム。ただし、これら滞船料、抑留又は遅延が、本約款の範囲内に属す

る貨物に関する責任として船主から回収されるべきクレームの一部を構成す

る場合、又は管理者の承認を得て決済されるクレームに含まれている場合は

このかぎりでない。

ただし、

上記の除外例は、本約款第２条の下記の各項に基づく請求には適用されない。

第９項　人命救助

第１９項　回収不能の共同海損分担額

第２０項　共同海損の船舶分担額

第２１項　救助者への特別補償金

第２５項　損害の防止及び訴訟費用

第２６項　組合の指示に従って支出した費用

Ｈ 救助船、掘削船、浚渫船その他の船舶の責任及び費用の免責

本約款第３条及び第４条の規定に従って船主と管理者の間に特別の付保が合
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意されていないかぎり、船主が被った責任及び費用に係わる下記のクレームに

対し、組合は責任を負わない。

i 救助用曳き船、消防船その他救助活動もしくは消火活動に使用されるか使

用予定の加入船舶につき、救助活動もしくは消火活動又はこれらの行為の企

図からクレームが生じる場合。

ii 掘削作業、石油もしくはガスの生産作業に携わるか又はこれらに関連する

加入船舶につき、これらの作業から又は作業中にクレームが生じる場合。

iii 加入船舶が浚渫作業、発破作業、パイル打込み、鉱井調査、ケーブルもし

くはパイプ敷設、維持、撤去、地層試掘、土砂堆積、業者による油濁清掃、

あるいは同訓練及び（加入船舶上以外の）タンク清掃又はその他の特殊作業

のために使用され、クレームがこれらの作業から生じる場合。

iv 廃棄物の処分又は焼却作業に加入船舶が使用され、これらの作業からクレ

ームが生じる場合。

v 海面下の船舶・機器の作業に携わるかもしくは関連する加入船舶、又は専

門的もしくは商業的潜水作業に加入船舶が使用されるかもしくは係わるかし

て、これらの作業からクレームが生じる場合。

vi 加入船舶に付き（一時的な場合を除き）、係留されてホテル、レストラン、

バー、その他の宴会の場として公共の用に供され、ホテルやレストランの客、

又は他の訪問客もしくはその船舶のケータリングクルーに関して生じたクレ

ーム。

vii 加入船舶が宿泊用として使用され、クレームが船主以外の乗船中の人（船

員は除く）に関して生じたとき、ただし船主と管理者により承認された人の

雇用主との間で危険の契約上の分担がない場合とする。

viii 半潜水型重量物運搬船またはもっぱら重量物を運搬するために設計された

加入船舶につき、貨物の滅失もしくは損傷または難破物撤去に関するクレー

ムが生じる場合。ただし貨物がHEAVYCON契約または管理者により書面で

承認された他の条件で運送された場合は除く。

Ｉ 重複保険

組合は、理事会がその裁量により別段の決定をした場合を除き、下記の場合

において、他保険から回収可能な、又は回収し得たはずの債務もしくは費用に

対しては責任を負わない。

i かかる他保険の下で、重複保険を理由として免責又は責任を制限する条項

がなくても、かつ、
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ii もし加入船舶が本約款に掲げる危険を組合に付保していなかった場合。

Ｊ 禁制品、封鎖侵破、不法貿易、無分別又は危険な運航

i 加入船舶が禁制品の運送、封鎖侵破、不法貿易に従事することにより生じ

た場合又は理事会があらゆる状況に鑑み、その運送、貿易もしくは航海が慎

重、安全性を欠き、著しく危険、かつ、不穏当であるとみなした場合、いか

なるクレームも組合から回収できない。

ii 理事会の意見として、組合に重大な影響を及ぼすかもしれない、管轄当局

あるいは政府による制裁、禁止、制限措置あるいはその他敵対行為の対象と

なる重大なリスクを、船主が組合にもたらした、あるいはもたらす場合、本

ルールのその他の条項に拘らず、またそれらの効力を害することなく、理事

会はかかる船主によって加入する一切の船舶につき、保険を終了することが

できる。

Ｋ 船級及び法定要件

船主と管理者の間に書面による別途合意のある場合を除き、下記の条件はす

べて加入船舶の保険条件となる。

i 船舶は全加入期間を通じ管理者の承認する船級協会の船級を取得、維持し

なければならない。

ii 船級協会が修繕その他船主がとるべき行為につき勧告を与えるような事故

又は状況は、遅滞なく船級協会に報告されなければならない。

iii 船主は、加入船舶に係わる船級協会の規則、勧告、要求に、指定する期日

内に満たさなければならない。

iv 船主は、管理者に加入船舶の船級維持に関し当該船舶が現在及び過去に船

級を維持していた船級協会の持つ情報を管理者が点検する権限を与え、必要

ならば管理者の要求があり次第、目的が何であれ管理者の必要とする情報を

管理者に開示し、利用に供する権限をこれら船級協会に与えるものとする。

v 船主は、加入期間中何時でも、加入船舶の船級協会の変更があった場合直

ちに管理者にその旨を通知し、かかる変更があった日の加入船舶にかかる船

級協会指定の全ての勧告、要求又は制約を報告しなければならない。

vi 船主は、加入船舶の建造、改造、状態、備品、艤装及び配乗に関する旗国

法のすべての要求を満たさなければならず、またこれらの要件及び国際安全

管理（ISM）コード及び国際船舶港湾施設保安（ISPS）コードに関し旗国に

より又は旗国に代わって発行される法定の証明書の有効性を保持しなければ

ならない。
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理事会が別段の取決めをした場合を除き、船主がこれらの条件を満たさな

いか又は満たさなかったときは、船主はその期間中に生じるクレームにつき、

組合から回収する権利を有しない。

ただし、

船舶の加入が貸借人又は裸用船者以外の用船者もしくはその代理人の名義

だけの場合は、かかる用船者の回収する権利は本条Ｋ項 ii 号、iii号、iv号、

v 号又は vi 号の条件の履行を必要としない。

Ｌ 海上保険法に準拠

本約款及び組合によるいかなる契約も１９０６年英国海上保険法及びその改正

法とその付則の規定に従い、かつ、それらを包含するものとする。ただし、同

法及びその付則が本規則又は契約条項により適用を除外された場合を除く。

Ｍ 損害防止義務

船主の組合に対するクレームとなるかもしれない事故、出来事、事態が発生

したときは、船主が組合によって担保される費用又は責任を防止又は軽減する

ためあらゆる適切な手段をとり、かつ、これを継続することが、船主及びその代

理人の義務である。船主がこの義務に違反した場合は、理事会はその裁量によ

り、これらの事故、出来事、事態から生じる船主の組合に対するクレームを拒否

し、又は理事会が決定する金額まで組合からの支払額を減額することができる。

Ｎ クレームに関する義務

i 船主は、組合に対する責任又は費用に関するクレームとなるべきことのあ

るすべての事故、出来事又は自己に対するクレームにつき速やかに管理者に

通知しなければならない。

ii 船主は、上記 i に所掲の事項に係わる検査又はその機会につき、速やかに

管理者に通知しなければならない。

iii 船主は、常に上記 i に所掲の事故、出来事又は事態に関し自己又は代理人

が所有し、支配しもしくは知るところのあらゆる情報、書類又は報告書につ

き、管理者に即時通知しなければならない。更に、管理者より要求があれば、

自己又は代理人が所有し、もしくは支配するあらゆる種類の関係書類を組合

に提出し、又は組合もしくはその代理人にこれらを点検し、コピーし、写真

を撮ることを許可し、かつ、組合もしくはその代理人が、当該時点もしくは

その後において船主に雇用されていた使用人、代理人その他の者、もしくは

組合が当該事態につき直接・間接に知識を持つと考える者、又はこれらにつ

きいつでも船主に報告する義務があったと思われる者に、面接することを許
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可するものとする。

iv 船主は、管理者より事前に書面による承諾を得ることなく組合によって担

保されるべきクレームを支払い、又は責任を容認してはならない。

船主が上記 i 号乃至 iv 号に所掲の義務に違反したときは、理事会はその裁

量により、事故、出来事もしくは事態から生じる船主の組合に対するクレー

ムを拒否し又は理事会が決定する金額まで組合からの支払額を減額すること

ができる。

Ｏ 時効

i 船主が、本条Ｎ項 i 号に所掲の事故、出来事もしくはクレームにつき、こ

れを知った時から一年以内に管理者に通知することを怠ったとき、又は、

ii 船主が債務、費用を履行又は弁済後一年以内に管理者に償還請求すること

を怠ったときは、

船主の組合に対するクレームは免責され、組合は理事会がその裁量により

別段の決定をした場合を除き、これらに対し責任を負わない。

Ｐ 回収

管理者の書面による別途同意がある場合を除き、組合が船主に対しクレーム

支払い又は船主に代って支払いをしたときは、第三者からそのクレームに関し

何等かの回収があれば、そのすべてを、組合が支払った金額に相当する額まで、

かつ、回収額中に組合の支払額に対する利息部分が含まれている場合はこれを

含めて組合の貸方に記入し、支払うものとする。ただし、船主の加入条件で免

責金額の故に船主がクレームの決済を分担した場合には、それぞれの支払い額

及び支払日を勘案して、船主と組合の間で利息部分の配分を行う。

Ｑ 船舶の検査

管理者はその裁量により随時検査人又は適切と考える者を任命し、組合のた

め加入船舶を点検させることができる。船主は、（i）かかる点検に必要な便宜を

供与し、かつ、（ii）かかる点検の結果による管理者の勧告に従わなければなら

ない。

理事会がその裁量により別途同意した場合を除き、船主は上記（i）号及び

（ii）号に所掲の義務に違反したときは、義務違反中に生じるいかなる事件、出

来事又は事態に関してかかる違反後に生じるクレームにつき、組合からの回収

する権利を有しないものとする。

また上記の規定にかかわらず、これら検査及び上記（i）から（ii）に関わる義

務違反に照らし、理事会はその船主の加入を直ちに停止する事ができ、その加
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入船舶についての保険契約の効力は停止する。

Ｒ 休航後の船舶の検査

i 加入船舶が、６ケ月以上の期間休航したときは、当該船舶が休航の全期間

加入していたか一部期間加入していたかを問わず、また、約款第２７条によ

って休航戻しの請求又は支払いがなされていたか否かを問わず、船主は船舶

が休航地を離れるに先立ち７日以内に同船舶が再就航することを管理者に通

知しなければならない。

ii 管理者はかかる通知を受けたときは、その裁量によって検査人又は適切と

考える者を任命し組合のため当該船舶を検査させることができる。船主はか

かる検査に必要な便宜を供与しなければならない。

iii 船主はかかる検査の結果による管理者の勧告に従わなければならない。

理事会がその裁量により別途同意した場合を除き、船主は上記 i 号乃至 iii号

所掲の義務に違反したときは、義務違反中に生じるいかなる事件、出来事又は

事態に関連してかかる違反後に生じるクレームにつき、上記 ii 号及び iii号の義

務を履行するまで、組合から回収する権利を有しない。上記 i 号の義務違反は

船主が上記 ii 号所掲の義務を履行した時点で終了するものとする。

また上記の規定にかかわらず、これら検査及び上記（i）から（ii）に関わる義

務違反に照らし、理事会はその船主の加入を直ちに停止する事ができ、その加

入船舶についての保険契約の効力は停止する。

Ｓ 電子通信

組合が送受信した、いかなる電子通信の記録は、明白な間違いがないときは、

その交信の発信あるいは受信の確たる証拠となるものである。

Ｔ 利息

組合により支払われるべき金額について、いかなる場合においても利息は支

払われないものとする。

Ｕ 証書及び引受書

本約款第５条Ｅ項及びＦ項の除外規定にかかわらず、組合は以下の事柄の下

で生じる責任、出費及び費用を船主にかわり弁済するものとする。

ａ 米国連邦制定法（US Public Law）８９－７７７ 第２セクションにより組合

が連邦海事委員会（FMC）に提出する保証書、又はその他引受書、あるいは

ｂ １９６９年あるいは１９９２年の「油による汚染損害についての民事責任に

関する国際条約」第７条及びその改訂により組合が発行する証書、あるいは

ｃ 小型タンカー油濁損害賠償補償協定（STOPIA）に関し１９９２年国際油濁

32

第５条



補償基金に対して組合が行う保障

ｄ ２００１年の「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約

（バンカー条約）」第７条により組合が発行する証書

ただし、

i 船主は上記責任、費用あるいは出費を解放するために、かかる保証書、引

受書あるいは証書の下で支払われた金額が、標準船舶戦争保険約款（a standard

P&I war risk policy）の条件を満たし、船主が全額あるいは一部を回収される

限りにおいて、組合に補償するものとする。

ii 船主は以下の項目に合意するものとする。

（ａ）かかる保証書や引受書、あるいは証書の下で、それら責任、出費、費

用から解放するために組合が行った支払いは、他のいかなる保険証券あ

るいは組合が提供する追加の担保により回収される限りにおいて、その

支払いは貸与と見なされる。

（ｂ）他のいかなる保険および第三者に対する被保険者としての船主の全て

の権利は、譲渡可能である限り、組合がその裁量で決定する条件により

譲渡されるものとする。

本約款第５条Ｕ項においては、標準船舶戦争保険約款の構成内容について理

事会はすべての裁量権を持つ。

第６条　船主及びその承継人は保険約款に拘束される

Ａ 組合が引き受けるすべての保険契約は、本条と抵触する別途条件のある場合

を除き、本約款の全規定を組入れているものとみなされ、かつ、組入れること

を要する。

Ｂ 組合と保険契約又は再保険契約を締結するため自己又は代理人によって申し

込みをする船主その他の者（約款第１３条により再保険を申し込む保険者を含

む）は、自己のためのみならず、自己の承継人及び双方のため、両者がすべて

の点につき本約款の規定及び組合との保険契約に従い、かつ、これらによって

拘束されることに同意しているものとみなされる。

第７条　保険契約の申込み

Ａ 組合に自己の船舶の加入を希望する申込人としての船主は、管理者が随時要

求する書式により申込むものとする。

Ｂ 申込船主から組合の管理者に、申込書式中に示された項目は、加入の申込み
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又は条件変更交渉の過程で提供された他の細目もしくは情報とともに、当該船舶

の加入が承諾されれば、船主と組合との間の保険契約の基礎を形成するものとみ

なされ、かかる細目及び情報は船主の知るかぎり又は相当の注意をもってすれば

確認し得たものと考えられるかぎり真正であることが保険の停止条件となる。

Ｃ 管理者はその裁量により、かつ、その理由を開示することなく、申込人とし

ての船主が組合員であるか否かを問わず、組合に加入を申込む船舶の加入申込

みを拒否する権利を有する。

第８条　保険料率

（約款第１条６項に記載のとおり）組合に対し船主が保険料（予定保険料、予

定外保険料あるいはオーバースピル保険料を含む）を支払うべきことを条件とす

る（予定保険料加入）船舶の加入申込みを承諾するに先立ち、申込人として船主

と管理者は当該船舶の保険料率を合意しなければならない。船舶の保険料率決定

に当っては、管理者は申し込まれた保険が予測される危険度の評価を含め（上記

の一般原則を害することなく）、関係ありと思われるすべての事項を勘案するこ

とができる。

第９条　固定保険料

Ａ （約款第１条７項に記載のとおり）組合に対し船主が固定保険料支払いの義務

を負う（固定保険料加入）船舶の加入の申込みを承諾するに先立ち、申込人とし

ての船主と管理者は保険料の額とその支払い期日を合意しなければならない。

Ｂ 固定保険料加入として自己又は代理人により船舶の加入の申込みをする船主

はすべて、申込みが承諾されれば、管理者と合意した金額を管理者の指定した

期日に組合に支払う義務を負い、かつ、支払うものとする。

第１０条　共同加入

Ａ 船舶が複数人（以下「共同船主」という）の名義により又は複数人のために加

入する場合は、共同船主の各員が組合から損害を回収し得る条件及び組合が共

同船主から保険料又は固定保険料を徴収し得る条件は、共同船主と管理者の間

で書面により合意されるところによる。

Ｂ 管理者の書面による別段の合意のないかぎり、共同船主全員は共同加入につ

いて組合に支払うべきすべての分担金その他の金額を連帯して支払う責任を負

い、共同加入について組合が支払うべき金額をかかる複数人中の誰か一員が受
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領したときは、組合の支払い義務は完全に履行されたものとする。

Ｃ 共同船主の一員が、その了知する重要な情報の告知を怠ったときは、共同船

主全員の不履行とみなされる。

Ｄ 組合が補償を拒否し得るような共同船主の一員の行為は共同船主全員の行為

とみなされる。

Ｅ 管理者の書面による別段の合意のある場合を除き、組合から又は組合の代理

人による共同船主の一員に対してなされた通知の内容は共同船主全員によって

了知されたものとみなされ、共同船主の一員からの組合、管理者及びその代理

人に対する通知は共同船主全員の承認と授権によってなされたものとみなされ

る。

第１１条　グループ会員の担保

Ａ 管理者は、本条Ｂ項及びＣ項記載の限度及び条件によって組合が船主にその

船舶について提供する保険の利益を、その船主と関連のある個人又は会社に拡

張することを内容とする船舶の加入を承諾することができる。組合とかかる個

人又は会社（本約款上、以下グループ会員という）の間の権利義務は、本条Ｂ

項及びＣ項に従うが、船主と管理者の間で合意されるところによる。

Ｂ 本条Ａ項によってグループ会員に拡張された保険給付は、会員が負担した債

務又は費用についてのクレームの弁済に限られ、船主が（i）もし同一のクレー

ムが自己に対して請求されていたならば同一の債務又は費用を負担したものと

考えられ、かつ、（ii）これらを負担した上で当該船舶の組合加入条件に従って

組合から弁済を受けることができたと考えられる範囲とする。

Ｃ 組合の船主及び本約款に従って船主の保険給付が拡張されているグループ会

員に対する一事故についての責任の総額は、当該事故について船主が組合から

回収し得たと考えられる金額を超えることはなく、船主もしくはグループ会員

中の一員が当該金額を受領したとき、又は組合が合計額において上記金額とな

るよう個々に支払いを行なったときは、組合の責任は完全に履行されたものと

する。

第１２条　加入証明書及び更改承諾書

Ａ 船舶の組合への加入申込みが承諾された後遅滞なく、または契約更新の保険

年度の開始時に管理者は当該船舶の船主に対し管理者が随時作定した書式によ

り保険期間あるいは時により保険年度の開始日、引き受け条件を記載した加入
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証明書を発行する。

Ｂ 管理者と加入船舶の船主が随時当該船舶の条件変更に合意すれば、管理者は

遅滞なく当該船主に対し変更条件と変更の効力関始の日を記載した更改承諾書

を発行する。

Ｃ 上記のとおり発行された加入証明書及び更改承諾書はすべて、保険期間の開

始、船舶の加入条件、変更条件及び変更の効力の開始日についての決定的証拠

となり、すべての面で拘束するものとする。ただし、もし加入証明書又は更改

承諾書が管理者の見解により何等かの誤記脱漏ありとされれば、管理者はその

裁量によって新規の加入証明書又は更改承諾書を発行することができ、その場

合これらは決定的証拠となり当事者を拘束する。

第１３条　再保険

Ａ 法律に別段の規定がある場合及び本約款に明示の禁止規定のある場合を除

き、管理者は、組合に代り再保険契約を締結することができる。これにより組

合は他の組合もしくは保険者が引受けている船舶につき生じる危険の再保険の

引受けに同意し、又は他の組合もしくは保険者の保険業務の全部又は一部の再

保険の引受けに同意するものとする。組合に支払われる報酬及び組合の再保険

引き受け条件は、管理者と他の組合又は保険者との間で協定されたところによ

る。別途書面による合意のある場合を除き、他の組合又は保険者は、本約款の

規定に従い、これに拘束されると共に、組合との契約の効果はすべての面にお

いて組合に加入している船舶の船主がその船舶について危険が生じたか又は生

じることのある場合と同等とする。

Ｂ 組合はプール協定又は同様の性格もしくは目的を持つ他の協定に引き続き参

加することが出来る。

Ｃ 管理者はその裁量により、管理者が適切と考える再保険者及び再保険条件に

より、組合の担保する危険（本条Ａ項もしくはＢ項所掲の再保険又はプール協

定の故に組合の負担となる危険を含む）を組合のため再保険に出再し又は転嫁

する権利を有する。

第１４条　組合員資格

Ａ 組合が保険料を支払うことを条件に船舶を加入させている（保険料加入）既

組合員でない船主からの加入申込みを承諾したときは、加入承諾の日から当該

船主は組合員となり、その名義は組合員名簿に記入される。
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Ｂ 組合が固定保険料を支払うことを条件とする船舶の加入（固定保険料加入）

の船主からの申込みを承諾すれば、管理者はその裁量によって当該船主を組合

員とするか否かを決定し、これらのいずれに基づいても申込みを承諾すること

ができる。

Ｃ 約款第１３条Ａ項に従って組合が危険の再保険引受けに同意する場合は常に

管理者はその裁量によって組合に再保険を付する保険者又はその保険者に元受

保険を付している船主を組合員とするか両者のいずれをも組合員としないかを

決定し、これらのいずれに基づいても申込みを承諾することができる。

Ｄ 船主は理由の如何を問わず自己の名義で組合に加入させている全船舶の保険

期間が終了したときは、組合員としての資格を失う。再保険の期間が終了した

ときは、組合に再保険を付している保険者及びその保険者に元受保険を付して

いる船主は、それまで組合員であれば、その時をもって組合員資格を失う。

Ｅ 組合員である、あるいは組合員となろうとする船主は、組合（あるいはその

相続人及び権利継承者）のその時々に有効な覚書または条項を常に条件とし、

The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association（Isle of Man）

Limited（IOM会社）（あるいはその相続人及び権利継承者）の組合員となり、

その資格を持つ。前述の適用が組合員資格及び組合員資格の申請を承認する条

件となる。

Ｆ 組合員の損失、損傷あるいは傷病に対する組合の引受及び財産及び利益の保

護及び安全のために、理事会がその裁量により決定した場合には、組合は本約

款第１４条Ｅ項の下でその船主が組合員であるＩＯＭ会社にその資金及び事業

を移行し、その後当該船主に発行したその時点で有効ないかなる加入証明書も

ＩＯＭ会社に移行され、譲渡される。ＩＯＭ会社は即座に組合より発行されたそ

の時点で有効な加入証明書と同様の条件で適宜発行する加入証明書の下で可能

なてん補を提供する。ＩＯＭ会社への船舶の加入は、組合への加入と同様の条

件とする。

第１５条　譲渡

Ａ 組合が供与する保険及び約款又は組合と船主間の契約に基づく利益は、管理

者の書面による承諾なしに譲渡することができない。管理者はその裁量により、

何らの理由を開示することなく承諾を与えもしくは拒否する権利を有し、又は

適切と考える条件の下で承諾を与える権利を有する。かかる承諾を得ることな

く、又は管理者が設定した条件を満たすことなしになされた譲渡は管理者の裁
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量による別段の決定のないかぎり、無効であり、何らの効果も持たない。

Ｂ 管理者が譲渡を認める条件を明示すると否とを問わず、組合は譲受人の提出

するクレームの決済にあたり、譲渡人の組合に対する債務が譲渡の時点で存在

すると、その後生じ又は生じる見込みがあるとを問わず、すべての債務を弁済す

るに足るものと管理者が見積った金額を控除するか又は留保する権利を有する。

第１６条　保険期間

Ａ 本約款中別段の定めのある場合は別として、固定期間加入以外の船舶の組合

による保険は、加入証明書記載の日時に開始しその後これに続く２月２０日の

正午まで継続し、本約款によって終了しないかぎりその後の保険年度から保険

年度へと継続するものとする。

Ｂ 固定期間保険加入の各船舶の組合による保険は、本約款中別段の定めのある

場合を除き、固定期間の満了をもって終了する。

第１７条　契約の変更

Ａ 理事会は、保険年度の中途において、翌保険年度のための組合加入船舶の料

率を一律に引上げることを決定することができる。いずれの年度にせよ、１２

月２０日より前に管理者がかかる指示を船主に通知したときは、保険期間は加

入船舶の保険料率が理事会によって設定された割合での条件変更をもって翌年

度へ継続し、加入船舶の加入条件は下記の場合を除きすべてそのように変更さ

れたものとみなされる。

i 本条Ｃ項に従って、更に変更の通知がなされるか、又は、

ii 約款第１８条に従って、終了の通知がなされるか、又は、

iii その他の理由によって保険期間がそれ以前に終了している場合。

理事会の決定についての通知は、本約款第１２条上の更改承諾書の一部を

構成するものである。

Ｂ 保険年度の終了に先立ち、船主と組合との間の保険契約の条件に何等かの影

響を及ぼす約款の変更が行われると、その変更は船主を拘束し、すべての面で

翌年度の開始時から効力を生じる。

Ｃ 当該保険年度の１月２０日正午より前に管理者が、翌年度のためのある船舶

の保険料率を変更する必要があるという通知（本条Ａ項によるものを除く）又

は加入条件中のその他の変更をする必要があるという通知をしたときは、当該

船舶の翌年度の保険は、２月２０日正午より前にかかる通知をうけて直ちに船
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主と管理者の間で合意される保険料率又は条件に従って継続され、もしかかる

合意がそれまでに成立しなければ、保険期間はこれにより終了する。

第１８条　終了の通知

Ａ 組合加入船舶の保険期間は（固定期間加入を除き）、下記の方式によって終了

し得る。

i 理事会がその裁量により、何等の理由を開示することなく、どの年度にお

いても１月２０日正午より前に、書面により船主に終了通知をなす。

ii 船主がその裁量により、何等の理由を開示することなく、どの年度におい

ても１月２０日正午より前に、書面により組合に終了通知をなす。

Ｂ 本条Ａ項に従って通知がなされたときは、保険期間はその通知直後の２月２０

日正午をもって終了する。管理者の同意のある場合を除き、これ以外の時点での

組合からの船舶の脱退又は終了通知をなすことはできない。

第１９条　保険料

Ａ 固定保険料の支払い以外の条件によって、ある保険年度（約款第２５条によ

る勘定閉鎖済保険年度ではない）について組合に自己の船舶を加入させている

船主は、理事会の見解として下記の目的のために必要とするすべての基金を保

険料として拠出するものとする。

i 理事会が随時かかる年度について計上することが組合の保険業務上適切で

あると考える（両方あるいはいずれかの）組合の一般経費に充てるため。

ii かかる年度について（両方あるいはいずれかの）組合の保険業務上の（支

出済みか、発生済みか、見込み額かを問わず）クレーム、費用及び経費に充

てるため。（ただし、前記の一般原則を害することなく、固定保険料加入の船

舶についてのクレームその他の支出が、その保険年度に対し理事会が課する

組合への支払い保険料を超える部分、及び組合以外の保険者のクレーム、費

用及び経費で（両方あるいはいずれかの）組合とかかる他保険者との間で締

結された再保険又はプール協定により組合の負担となったかもしくは、なる

と思われる分担額を含む）。

iii 理事会が適切と考える（両方あるいはいずれかの）組合の偶発事故勘定

（Contingency Account）、巨大災害準備金（Catastrophe Reserve）、その他の準備

金（約款第２４条参照）への振替のため及びこれら諸準備金の目的へのその後

の引当のため。
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iv （両方あるいはいずれかの）組合の勘定閉鎖済の単一年度又は複数年度に発

生し又は発生が予測される不足額に充てるため、理事会が適切と考える勘定

振替のため。

Ｂ これらの保険料は、約款第２０条乃至第２２条の規定に従い予定保険料

（Mutual Premium）、予定外保険料（Supplementary Premium）及びオーバースピル

保険料（Overspill Call）として徴収される。

第２０条　予定保険料（Mutual Premium）

Ａ 各保険年度の開始前に、その年度について支払われるべき予定保険料を確定

するため理事会はその年度加入の（固定保険料加入以外の）全船舶の保険料率

に適用する割合を決定する。この決定は約款第１７条Ａ項による加入船舶の保

険料率の引上げ決定と同時に行うこともある。

Ｂ いずれかの保険年度に加入している船舶の船主（固定保険料加入以外の）は、

その年度について本条Ａ項に基づいて理事会が決定した割合を当該船舶の保険

料率（船主と管理者の間で合意されたか又は約款第１７条Ａ項により引上げら

れたか、いずれかの料率）に乗じ、かつ、当該船舶の組合加入トン数を乗じて

得られた金額を予定保険料として支払う義務を負う。

Ｃ 一保険年度に関する予定保険料の最終分割払いの前においていつでもその保

険料の全額（その保険年度への振替のための、またはその保険年度に関する準

備金からの振替を含む）が第１９条に記載されている目的の為に不必要と理事

会が認めた場合には

i 理事会は予定保険料のパーセンテージ表示かあるいは分割払いのいずれか

により予定保険料の割引を宣言することによりその保険年度に関する予定保

険料の金額を減額することを決定することができる。

ii 本条（Ｂ）項の下における船主の予定保険料支払の責任はその限度におい

て減少するものとする。

第２１条　予定外保険料（Supplementary Premium）

Ａ 各保険年度の期間中又は終了後いつでも（ただし勘定締切り後の年度ではな

く）理事会は加入船舶の船主に（固定保険料加入を除き）その年度につき一回又

は二回以上の予定外保険料を課すことを決定できる。かかる保険料の徴収は（i）

正味予定保険料額に対する割合、又は（ii）その年度の加入全船舶の保険料率に

対する割合を理事会が決定することによる。

40

第２０条



Ｂ いずれかの保険年度に加入している船舶の船主（固定保険料加入以外の）は、

（i）の場合はその年度について支払い済み又は支払うべき正味予定保険料に理

事会の決定した割合を乗じることにより、また（ii）の場合は、理事会が決定し

た割合を加入船舶の保険料率に乗じ、当該船舶の組合加入トン数を乗じること

により、得られた金額を予定外保険料として支払う義務を負う。

Ｃ 理事会、管理者又はその使用人もしくは代理人はいつでも、適切な割合の予

定外保険料の見積りが望まれるかを示すことによって、当該保険年度の財政状

態を船主が認識するよう求めることができる。かかる見積りが船主に表示され

ても、理事会が本約款に従って当該保険年度のための予定外保険料及びオーバ

ースピル保険料を、表示された割合より増減して課徴する権利は損なわれるこ

とはない。

第２２条　オーバースピル･クレーム、オーバースピル保険料及び保証

第１項　前　文

Ａ 船舶の加入に従って組合又はプール協定加盟の他の組合の負担となる、船骸

の撤去もしくは放置の場合に係わる責任を含む、一出来事から生ずるすべての

クレーム（油濁に係わるクレームを除く）は、本約款中、「オーバースピル･クレ

ーム」及び「グループ再保険限度額」の定義においては一つのクレームとみなす。

Ｂ 組合又はプール協定加盟の他の組合の負担となるクレームは、関連する費用

をも含むものとする。

Ｃ 組合又はプール協定加盟の他の組合の負担となるクレーム（油濁に係わるク

レームを除く）で船舶の加入条件上グループ再保険限度額を超過し、又は超過

すると考えられる部分（がある場合）をここでは「オーバースピル･クレーム」

と称する。

第２項　オーバースピル・クレームにつき回収可能な金額

Ａ 他の適用されるいかなる限度の効力を害することなく、組合の負担する一切

のオーバースピル・クレームも下記の金額の合計額を超えて組合よりてん補さ

れることはない。

i プール協定に基づいてプールとして認められるオーバースピル･クレーム

であって、プール協定の条件に従って組合が負担する部分、及び

ii プール協定に基づいてプールとして認められるオーバースピル･クレーム

の分担金として、プール協定加盟の他の組合より回収可能な最大限の金額。
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Ｂ 本項Ａ号の合計額は、組合が下記の証明をすることによりその範囲で減額さ

れる。

i 下記の徴収、もしくは徴収をするにあたり組合が正当に費用を支出したこと

ａ　本項Ａ号ｉに定めるオーバースピル･クレームの一部の支払のために課

せられたオーバースピル保険料、もしくは、

ｂ　本項Ａ号 ii に定める金額、又は、

ii 本項Ａ号ｉに定めるオーバースピル･クレームの一部に相当する金額を徴

収不可能なこと。それはオーバースピル･クレームが課せられていることに

より、その全額もしくはその一部を支払う意思をもちながら経済的な理由に

より回収不可能なもの。ただし状況が変わり、その後にその額を経済的に回

収可能となったときは、本項Ａ号に定める合計額はその範囲で回復されるも

のとする。

Ｃ 本項Ｂ号 ii に定める事項の証明の際に、組合は下記を立証しなければならな

い。

i 本項Ａ号に定めるオーバースピル･クレームに関し、オーバースピル･クレ

ーム発生日に組合に加入していたすべての船主に約款第２２条５項により、

かつ、同項の下で認められた最高限度額でオーバースピル保険料を課したこ

と、及び

ii 速やかにオーバースピル保険料を課し、船主にこの保険料支払義務の放棄

又は放棄をすることなしに、保険料回収のためあらゆる合理的な手段をとっ

たこと。

第３項　オーバースピル･クレームの支払い

Ａ 組合が負担するオーバースピル･クレームの支払いに要する基金は、以下に

より提供されるものとする。

i 組合がプール協定加盟の他の組合からオーバースピル･クレームの分担金

として回収できる基金、及び、

ii オーバースピル･クレーム支払いの危険に対し、組合を防護するため、組

合の裁量で別途付保することができる特別保険のてん補金、及び

iii （両方あるいはいずれかの）組合の巨大災害準備金勘定の貸方に表示の金額

の中、理事会がその裁量によって決定する部分、及び、

iv 組合が本項 ii号に定める金額の全部もしくは一部の回収につとめたか又は

回収したかにかかわらず、本条第５項によってオーバースピル保険料の一度
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又は二度以上の課徴。ただし、組合は最初に本項 iii号に従って決定をなすも

のとする。及び、

v 上記に提供された基金より組合に生ずる利息。

Ｂ プール協定加盟の他の組合の負担となるオーバースピル･クレームのうち、

組合がプール協定に従って分担する責めを負う割合を支払うのに要する基金は

本項Ａ号 ii 乃至ｖに定める方法により提供される。

Ｃ 組合がオーバースピル･クレームの支払い基金を本項Ａ号 ivに定められた方

法によって準備する意思があるかぎり、組合がその基金を受領した時点におい

てのみオーバースピル･クレーム支払いを要求される。ただし、その基金の回

収に際し第２２条第２項Ｃ号に定められた措置をとったことを証明しなければ

ならない。

第４項　オーバースピル･クレーム　－　専門家による解決

Ａ 本条第２項Ｂ号、Ｃ号又は第３項Ｃ号のオーバースピル･クレーム（以下「オ

ーバースピル･クレーム」という）への適用において、

i オーバースピル･クレームを支払うための基金を回収、もしくは回収する

際に支出した費用は適切なものかどうか、又は

ii オーバースピル保険料もしくはその一部は経済的に回収可能かどうか、又は

iii 第３項Ｃ号に定める基金の回収に際し、組合は同号に定める措置をとった

かどうかに関して、

組合と船主が合意できない争点は、第４０条による解決の前に、プール協

定に従って設置される委員会（以下、「委員会」という）に付託されるものと

する。委員会は仲裁機関ではなく専門機関としての機能を持ちその問題を解

決する。

Ｂ 船主がその問題の付託を望む時に委員会が設置されていない場合は、船主の

要求に基づき、組合はプール協定の定めるところにより、委員会の設置の指示

をするものとする。

Ｃ 組合は、プール協定によって設置された委員会に争点を調査し遅滞なく結論

を求めるべく指図することが出来る。（船主の要請のある時は指図しなければな

らない）

Ｄ 委員会は、自己の判断において、その争点を解決するにあたりいかなる情報、

書類、証拠及びその提出を要求し、又いかに入手するかの決定をしなければな

らない。組合及び船主は委員会に十分協力しなければならない。

43

第２２条



Ｅ 本第４項により付託された争点を解決するにあたり、委員会はプール協定に

基づき付託された当該オーバースピル･クレームを解決する際にとられる手続

と同様な手続きをとるべく努力しなければならない。

Ｆ 争点を解決する際に、委員会の委員は、

i 自己の持つ知識と専門的意見に依拠することとし、かつ、

ii 組合又は船主から委員会に提出された情報、書類、証拠又は提出物のうち

委員会が適切と判断したものに依拠されるものとする。

Ｇ 委員会の３名の委員の合意に至らない事柄については、多数意見が優先する。

Ｈ 委員会はいかなる決定についてもその理由を付すことを要しない。

Ｉ 委員会の決定は最終的なものであり、組合及び船主を拘束するものとし（下

記のＪ号の場合を除いて）、その決定について上訴の権利を有するものではない。

Ｊ 本第４項Ａ号 ii 又はiiiに定める争点について委員会が決定を下した場合、組

合又は船主は、委員会が決定を下した後の情況に著しい変化が生じた時は、上

記Ｉ号に拘わらず、その争点を委員会に差し戻すことが出来る。

Ｋ 委員会の費用は組合が支払う。

Ｌ オーバースピル･クレームに関して組合が委員会へ支払うべき費用、補償、

及びその他の金額は、第２２条第４項又はプール協定に基づいて委員会に付託

されたかを否かを問わず、本条第２項Ｂ号ｉにおいては、オーバースピル･ク

レームに関して組合が正当に支出した費用とみなされる。

第５項　オーバースピル保険料の課徴

Ａ 下記の場合、すなわち、

i オーバースピル･クレーム（組合、又はプール協定加盟の他の組合に生じた

か否かを問わず）の一部の支払いを必要とし、又は将来必要とするために基

金が必要であるときはいつでも理事会が決定し、かつ、

ii オーバースピル･クレームに関して、オーバースピル保険料を課徴するた

めに保険年度の勘定を未閉鎖とすることを理事会が第２５条Ｃ項 i 号又は同

iii 号に基づき宣言する場合は、

理事会は、その宣言後いかなる時においてもその裁量により下記Ｂ号に従

いオーバースピル･クレームについて、一度又は数度にわたり課徴すること

ができる。

Ｂ 理事会はかかるオーバースピル保険料を下記に従い、

i オーバースピル･クレーム発生日が本約款第２５条Ｃ項 iii 号に基づいて理
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事会が宣言した保険年度の場合は、当該事故発生日時に船舶が組合に加入し

ていない事実があったか否かに拘わらず、オーバースピル･クレームの発生

日に加入している船舶に関して、その発生時において組合に加入しているす

べての船主に対し、かつ、

ii 理事会の裁量により決定する各船舶の条約上の責任限度額の割合で課徴し

なければならない。

Ｃ オーバースピル保険料は、オーバースピル･クレームの発生日に組合に加入

している船舶に関して、グループ再保険限度額と同額又はそれ以下を担保限度

額としている船舶には課徴してはならない。

Ｄ 理事会は、いかなるオーバースピル･クレームに関しても、一加入船舶当り

一度又は数度にわたるオーバースピル保険料を総額でその船舶の条約上の責任

限度額の２.５％を超えて船主に課徴しない。

第６項　保険の終了又は消滅の際のオーバースピル保険料の担保

Ａ 下記の場合、すなわち、

i 理事会が、約款第２５条Ｃ項ｉ号又はＣ項 iii 号に従ってある保険年度がオ

ーバースピル保険料を徴収する目的で未閉鎖とすることを宣言し、かつ、

ii 本条第５項に従って理事会により徴収されるオーバースピル保険料を支払

う義務のある船主の組合による付保がいかなる理由にせよ終了するかもしく

は終了していたとき、又はかかる船主の保険を終了することを組合が決定し

たときは、

管理者はその船主に対し、かかるオーバースピル保険料について将来船主

が負うべき責任の推定額に対する保証状もしくはその他の担保を組合に差し

入れることを要求できる。かかる保証状又はその他の担保は、管理者が自ら

の裁量によってその事情の下で適切とみなす形式、金額（以下「保証金額」と

いう）、期日（以下「差入期日」という）及び条件によって提供されるものと

する。

Ｂ 管理者の要求するかかる保証状又はその他の担保を、船主が組合に差し入れ

ないかぎり、船主は、いかなる保険年度においても自己又は代理人により組合

に付保されたすべての船舶につき発生するクレームを、その種類、発生の時期

を問わず組合から回収することができない。

Ｃ かかる保証状又はその他の担保を船主が差入れ期日までに組合に差入れない

場合は、船主は保証金額と同等の金額を差入期日に組合に支払うこととし、管
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理者が自らの裁量によってその事情の下で適切と見なす条件でその金額を保証

金として保有するものとする。

Ｄ 管理者が要求する保証状又はその他の担保の差入れは（上記Ｃ号に基づく支

払いを含めて）本条第５項に従い理事会が課徴するオーバースピル保険料の船

主の支払責任を何ら制限し又は限度をもたらすものではない。

第２３条　保険料の支払い

Ａ 予定、予定外又はオーバースピル保険料のすべては、理事会が指定する料率

と分割払いにより指定された期日に支払われなければならない。

Ｂ 予定、予定外及びオーバースピル保険料の料率が指定されれば、管理者は遅

滞なく下記の項目を関係各船主に通知するものとする。

i 料率。

ii その保険料支払い期日。分割払いの場合は割賦金額及び各支払い期日。

iii 各船舶についての船主の支払い額。

iv 船主の支払いが米貨以外による場合は、その事実。

Ｃ 管理者は、その指定する単一通貨又は複数通貨によって保険料の全部又は一

部を支払うことを要求できる。

Ｄ 船主の組合に対するクレームはその種類の如何にを問わず、保険料、固定保

険料その他の如何に拘わらず組合に支払うべき金額との相殺を許されるもので

はなく、又は船主にかかる金額の支払いを差し止め又は遅らせる権利を与える

ものではない。

Ｅ 本約款、特に第２９条乃至第３３条に基づく組合の権利及び救済方法を損な

うことなく、保険料、その割賦払金の全部又はその一部、その他何によらず船

主から徴収する何らかの金額（上記の一般原則を損なうことなく、いかなる固

定保険料、約款第３０条もしくは第３３条により支払うべき金額及びその一部

を含む）が、支払いを指定された期日までにかかる船主によって支払われない

ときは、その船主は未払金額に対し、指定期日以降支払いの日まで理事会が随

時決定する割合により金利を支払うものとする。ただし、理事会はかかる金利

の全部又は一部の支払いを放棄することができる。

Ｆ いかなる性格のものであろうとも船主が組合に対して支払義務のある金額に

ついては、その船主の、或いはその加入船舶の保険担保が効力を停止、終了或

いは解除されたとしても、組合はその船主の加入船舶に対し先取特権及びその

他いかなる権利も行使する事ができる。
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Ｇ 保険料その他船主より組合に支払われるべき金額が支払われず、理事会が取

立ての見込みなしと判断したときは、その結果生じる組合の基金の不足又は欠

損は組合の経費とみなされ、これに対し理事会の定めるところにより、第２０

条（もし不足又は欠損が本約款第２２条第５項のオーバースピル保険料につい

てのものである場合は、同条の追加オーバースピル保険料）に従って保険料が

課徴され又は本約款第２４条及び第２５条に従って諸準備金が引当てられる。

Ｈ 船主は組合の要求あるいはその命令に従い、船主に支払い責任があると思わ

れる保険料税あるいは組合が船主に提供している保険あるいは再保険に課され

る税額を支払うものとする。

また、その保険料税あるいはその他同様の税につき、組合が負担したいかな

る損失、責任又は費用も組合に対して払戻し、精算するものとする。

第２４条　準備金

Ａ 理事会は、準備金及び偶発事故勘定又は理事会が適切と考える目的のための

勘定を開設し維持することができる。

Ｂ 本条Ａ項の一般原則の効力を害することなく、理事会は下記の一以上の特定

目的のための準備金その他の勘定を開設し維持することができる。

i 同一保険年度又は他のいかなる年度に発生するかに関係なく、組合のオー

バースピル･クレームに対処すべく引当てられる原資を供給する準備金（以下

「巨大災害準備金」という）。

ii 組合のいかなる目的にせよ普遍的に引当ててよい原資を供給する準備金

（以下「偶発事故勘定」という）であり、以下のものが含まれる。予定保険料

または予定外保険料の水準を安定させ、過去、現在、未来のいずれの保険年

度にせよかかる保険料課徴の必要性を消滅又は軽減させるためのもの。勘定

閉鎖済保険年度につき生じ又は生じるおそれのある欠損を消滅又は軽減させ

るためのもの。為替上又は投資に係わる顕在もしくは潜在の損失で実現もし

くは実現していないものに対し組合を防衛するためのもの。

Ｃ 理事会は、いずれの準備金にせよ貸方にある金額を、たとえ基金の創設され

た年度とは異なる年度に関して支払われるにせよ準備金を積み立てられた諸目

的のうちいずれの目的にも引当てることができる。理事会は、組合員又は組合

の利益に適すると判断すればいつでも、いずれの準備金にせよ貸方にある金額

を、その他の、異なった目的に引当てることもできる。理事会はまた、いつで

も一定額を、当二組合間を含みある準備金口座から他の準備金口座へ振替える
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ことができる。

Ｄ かかる準備金又は勘定は下記の方法の一方又は双方により設定される。

i 理事会は、いずれの保険年度にせよ予定保険料あるいは予定外保険料の料

率を定めるときは、かかる保険料のうち、特定の金額又は割合をかかる準備

金又は勘定に振替え、これらの目的に引当てることを決議できる。

ii 理事会は、いずれかの保険年度の勘定閉鎖以降いつでも当該年度の基金の

貸方残高から、特定の金額もしくは比率をかかる準備金もしくは勘定に振替

え、これらの目的に引当てることを決議できる。

Ｅ 理事会が本条Ｄ項ｉ号記載のとおり決議した場合は、管理者は支払いが請求

される日時以前に、かかる保険年度の加入船主に通知する。

第２５条　保険年度の勘定閉鎖

Ａ 理事会は、各保険年度終了後の適切と考える日時を以って当該保険年度の勘定

を閉鎖する旨、又は本条Ｃ項に定める一度もしくは二度以上のオーバースピル保

険料の課徴の意図がある場合を除き勘定を閉鎖する旨、宣言するものとする。

Ｂ いずれの保険年度も勘定閉鎖後は、本条Ｃ項及び第２２条に規定にされる場

合を除き、当該年度については予定外保険料又はオーバースピル保険料を更に

追徴されることはない。

Ｃ i ある保険年度（以下「当該保険年度」という）の開始から３６カ月の期間の

満了の前いかなる時においても、プール協定に加盟する組合が、当該年度に

発生した出来事が、その時点もしくは将来の時点においてオーバースピル･

クレームとなり、又はなることをプール協定に従って通知（以下「オーバー

スピル通知」という）した場合、理事会は遅滞なく、当該保険年度がこのク

レームにつきオーバースピル保険料を課徴するため、勘定を未閉鎖とするこ

とを宣言し、かつ、当該保険年度は理事会がそのクレームに関してオーバー

スピル保険料の徴収を決定する日まで閉鎖されないものとする。

ii 本条Ｃ項ｉ号に定めた３６カ月の期間の満了時に、同号規定のオーバースピ

ル通知がなされていないときは、その勘定閉鎖が当該保険年度開始から３６カ

月を経て、他の目的についての勘定閉鎖の有無に拘わらず、オーバースピル･

クレームの課徴の目的に関するかぎり自動的に閉鎖されたものとする。

iii 上記 i 号又は ii 号の規定に従い、ある保険年度が閉鎖された時以降、かか

る勘定閉鎖年度中に発生した出来事が、その時点又は将来の時点においてオ

ーバースピル･クレームになることが明らかであると理事会が判断すれば、
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理事会は遅滞なくその後の最も近い勘定未閉鎖の保険年度（本条Ｃ項 i 号又

はＣ項 iii 号に従って理事がすでに宣言をした保険年度ではない）をそのクレ

ームについてオーバースピル保険料を課徴するために閉鎖しないままにして

おくことを宣言するものとする。また、この勘定未閉鎖の保険年度は理事会

がそのクレームに関してオーバースピル保険料の課徴を決定する日まで閉鎖

されないものとする。

iv 本条Ｃ項 i 号又はＣ項 iii 号に定める宣言を理事会がなした場合は、管理者

はその宣言がなされた保険年度の加入船舶の船主に通知するものとする。

v オーバースピル･クレームをいずれかの保険年度の加入船舶の船主に課徴

した後、課徴したオーバースピル保険料が当該オーバースピル･クレームに

充てるのに全額を必要としないと理事会が判断した場合には、その意見によ

って不必要とされる超過分を、下記の二方法中の一方又は双方により処分す

ることを理事会は決定することができる。

ａ　超過分もしくはその一部を、本約款第２４条に従い巨大災害準備金へ振

り替えること。又は、

ｂ　超過分もしくはその一部を、オーバースピル保険料を拠出した船主に対

しその拠出額応じて返還すること。

vi 本条Ｃ項に従う場合の他は、オーバースピル保険料の課徴に関しては保険

年度を閉鎖してはならない。

Ｄ 本条Ｃ項に規定されている場合を除き、理事会は未発生でその確認、程度、

金額が未だに確定されていない保険年度に関して現在存在するか、将来生じる

ことのあるクレーム、費用が存在するか予測されるかに拘わらずいかなる保険

年度をも未閉鎖とすることを宣言することができる。

Ｅ いずれかの保険年度の勘定閉鎖後、その年度についての保険料その他の収入

（及びその年度の貸方に計上されたか又はその年度について積み立てられた準

備金もしくは引当金からの振替のすべて）がその年度について生じるクレーム、

費用及び支出金に充当するには、全額を必要としないと理事会が判断した場合

には（第１９条Ａ項 i 号及び ii 号記載のように）、理事会はその意見により不必

要とされる超過分を、下記の二方法中の一方又は双方により処分することを決

定する。

i 超過分又はその一部を、第２４条に従い組合の準備金へ振替えること。

ii 超過分又はその一部を、本条（H）項に従い関係保険年度の加入船主に返還

すること。
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Ｆ ある保険年度の勘定閉鎖後、その年度につき生じるクレーム、費用及び支出

金（第１９条Ａ項 i 号及び ii 号記載のように）がその年度の保険料その他の収入

総額（及びその年度の貸方に計上されたか又はその年度について積み立てられ

た準備金又は引当金からの振替のすべて）を超過するか或いは超過の見込みで

あると理事会が判断した場合には、理事会はかかる不足分を、下記の二方法中

の一方又は双方によって準備することを決定することができる。

i 組合の準備金から基金を振替えること。

ii 当二組合間の基金を振替えること。

iii いずれかの他の勘定閉鎖年度の貸方に計上されている基金を振替えること。

iv かかる不足分に一部を充当する意図のもとに（第１９条Ａ項 iv 号により許

されている通り）勘定未閉鎖のある保険年度について、予定保険料又は予定

外保険料を課徴すること。

理事会が上記 iv 号記載の決議をしたときは、管理者は支払いが請求される日

時以前に、かかる保険年度の加入船主に通知する。

Ｇ いずれかの保険年度の勘定閉鎖後、理事会は二以上の勘定閉鎖済年度の勘定

を併合し、貸方残高を共同基金化することを決議することができる。理事会が

かかる決議をしたときは、当該二以上の勘定閉鎖済年度は全てにわたってあた

かも単一勘定閉鎖済年度を構成するかのごとく取扱われる。

Ｈ 理事会が本条Ｅ項 ii 号に従って船主に返還することを決めた金額は、かかる

保険年度の加入船主に、当該年度につき同船主が支払った保険料の額（船主の

加入条件又は本約款の他の規定に基づく返戻金又はリベートを勘案の上）に応

じて返還される。

ただし、

ａ　本約款第３０条又は第３３条の規定に従って保険料に対する債務が課せら

れている船主に返還はなされない。また、

ｂ　本約款第３１条の規定に従って船主の保険が解除された場合、理由の如何

を問わず（保険料であるとその他であるとを問わず、又返還が決まった対象

保険年度であるとその他の保険年度に係わるものであるとを問わず）船主が

組合に支払うべき金額を返戻金から差し引き、残額（もしあれば）のみを船

主に返還する。

第２６条　投資

Ａ 管理者は（理事会の全般的監督の下に）自ら適切と考えるところに従い、株
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式、持分、債券、社債、その他の有価証券の購入、又は通貨、商品その他不動

産もしくは動産の購入、又は預金口座への預貯金の方法によって、組合の基金

を投資することができる。また理事会が承認すれば、その他の方法により組合

の基金を投資することもできる。

Ｂ 理事会が別段の決定をした場合を除き、貸方に計上されている基金は、いず

れの保険年度であるかを問わず、またいかなる準備金又は勘定であるかを問わ

ず、すべて単一の基金として共同基金化し投資することができる。

Ｃ 上記Ｂ項の規定により基金を一本化した場合、共同基金から生じる投資収入

（資本売買損益を計算の上）は、投資された基金の源泉となった各保険年度、諸

準備金及び諸勘定の間で、かかる収入が生じた期間中のそれぞれの年度、準備

金、勘定の貸方残高が、同期間中の共同基金全体に対する割合で出来得るかぎ

り対応するような方法により分配し振込まれる。

Ｄ 本条Ｃ項の規定の効力を損うことなく、理事会は、いずれかの保険年度の勘

定閉鎖後、その年度に同項による分配金を振込むことなく、代りに組合が維持

する準備金又は勘定に振込むことを指示することができる。

第２７条　休航戻し

契約条件に従い、加入船舶が最終係留後連続３０日以上（到着日から発航日

までの日数から、一日を控除して期間を計算する）貨物を積載せずに同一安全

港又は場所において休航したときは、船主は、かかる船舶の休航期間につき、

支払い保険料額から再保険、組合管理費その他管理者が随時決定する支出金に

対する引当て分を差し引いた残額に一定の割合で計算した保険料の割戻しが認

められる。ただし、オーバースピル保険料については休航戻しはない。

本条の目的上、

ａ　管理者は、休航する港あるいは場所が安全な港あるいは場所であるかどう

かを本約款の主旨に照らし、その裁量で判断するものとする。

ｂ　保険年度終了後６ケ月以内に組合に書面による通知をしないかぎり、組合

はその年度に係わる休航戻しの請求に応じない。

第２８条　保険契約の終了とその効果

Ａ 第１７条及び第１８条（それが船主によると組合によるとに拘わらず）に従い

なされた通知により、かつ、

第３１条に基づく保険契約の解除の効力を害することなく、船主の船舶に関
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する保険契約が終了した場合は、

i 保険料加入の場合、船主の責任が第３０条（保険の停止による解除保険料）

の下で別途合意又は算定された場合を除き、船主及びその承継人はかかる通

知がなされた全保険年度及び過保険年度に関する全ての分担金、保険料及び

他の金額の支払いに対して引き続き責任を負うものとする。

ii 本約款の他の条項及び加入条件に従い、組合はその加入船舶に関してかか

る通知がなされた直後から２月２０日正午より前に起きた全ての出来事から

生じる本約款の下での全てのクレームにつき責任を負うが、その日時以降に

生じるものに対しては、いかなる理由によるも責任を負うものではない。

Ｂ 加入船舶に関し、第５条Ｑ項及びＲ項により、あるいは第１７条、１８条、２９

条Ａ項、Ｂ項、もしくはＣ項又は第３１条Ａ項以外の理由で船主の組合による保

険が終了した場合は、

i 保険料加入の場合、船主の責任が第３０条（保険の停止に伴う解除保険料）

の下で合意又は算定された場合を除き、船主及びその承継人は、オーバース

ピル保険料につき第２２条に従い支払われるべき全ての金額を、そしてその

他の分担金、保険料及び他の金額の支払いに対し、

ａ　かかる終了が生じた保険年度に関しては、按分割合、即ちその保険の開

始日（又は船舶が保険年度の中途で加入した場合は、その加入日より）に始

まりその終了日の正午で終わる期間に適用される按分金額、及び

ｂ　過年度に関してはその全期間分につき引続き責任を負うものとする。

ii 本約款の他の条項及び加入条件に従い、組合はその加入船舶に関して、終

了の日の正午より前に生じたすべての出来事から生じる本約款に基づくすべ

てのクレームに対して引き続き責任を負うものとする。しかしその日時以降

に生じたものに対しては、いかなる理由によるも責任を負うものではない。

ただし、本条Ｂ項のいかなる規定も第１７条、１８条又は３１条Ａ項に従い別

途与えられる加入船舶の終了のための通知の効力に影響を与えるものと解釈

してはならない。

第２９条　保険契約の効力の停止とその効果

Ａ 下記の事態のいずれかが発生すれば、自己又は代理人によって加入した全船

舶につき船主の組合による保険は直ちに停止する。

i 船主が個人の場合

ａ　本人の死亡
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ｂ　本人に対する財産管理命令

ｃ　本人の破産

ｄ　債権者との債務免除又は和議の一般的成立

ｅ 精神疾患により自己の財産及び業務の管理又は運営が出来なくなった場合

ii 船主が法人である場合

ａ　任意解散の決議（会社又はグループ再編成を目的とする任意解散を除く）

ｂ　強制解散命令

ｃ　法人の解散

ｄ　事業の全部又は一部につき収益管理人又は管財人の任命

ｅ　債権者からの保護又は業務再編のため、破産法又は支払不能に関する法

に基づく手続の開始

Ｂ 管理者の書面による別段の合意のある場合を除き、関係船舶に下記の事態の

いずれかが発生すれば、自己又は代理人によって加入した当該船舶につき船主

の組合による保険は直ちに停止する。

i 船舶売買契約書又は他の正式書類もしくは契約書又はその他いかなる方法

によるかを問わず、当該船舶に対する船主の利益の全部もしくは一部の放棄

又は譲渡

ii 当該船舶に対する船主の利益の全部もしくは一部につき譲渡抵当権又は抵

当権の設定

iii 新管理人任命による船舶管理人の変更

iv 動産担保権者又はその代理人による明白な占有権の侵害

v いかなる保険年度においても２月２０日正午時点で、船主の当該船舶に係

る組合に対する未払金

vi いかなる保険年度においても２月２０日正午時点で、船主の当該船舶に係

る本約款第５条Ｋ項、Ｑ項あるいはＲ項の義務違反あるいは義務の不履行

Ｃ 管理者の書面による別段の同意がある場合を除き、関係船舶に下記の事態の

いずれかが最初に発生した場合は、自己又は代理人によって加入した当該船舶

につき船主の組合による保険は直ちに停止する。

i 当該船舶が最後の消息があった時より１０日間行方不明のとき

ii 当該船舶がロイズに行方不明として掲示されたとき

iii 当該船舶が現実全損となったとき

iv 船舶保険者（海上危険か戦争危険のいずれであるかを問わず）が船舶の推

定全損を承認したとき
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v 船舶保険者（海上危険か戦争危険のいずれであるかを問わず）が、クレー

ムを生じる事故の発生直前の船舶の自由市場における市場価額を超える未修

繕損害の支払いを船主に同意したとき

vi 船舶が現実全損又は推定全損とみなされる基準で船舶保険者（海上危険か

戦争危険のいずれであるかを問わず）と和解又は精算したとき

vii 管理者が、当該船舶を現実全損、推定全損又は商業上滅失したものとみな

す決定を行ったとき

ただし、

ａ　本約款第２９条Ｃ項に基づく保険の停止に拘わらず、組合は、本約款及

び船舶の加入条件に従い、船舶の現実全損又は推定全損を生じた事故の直

接の結果である責任については引続き責任を負う。

ｂ　管理者が本条Ｂ項及びＣ項に列挙する事故の発生後も当該船舶の保険の

継続を認める場合は、管理者はその裁量によって保険継続のため適切と考

える条件を課すことができる。

Ｄ 加入船舶に関して本条のＡ項乃至Ｃ項に特定された事故のいずれかが発生し

た場合、船主はかかる事故をその日付より１ヶ月以内に書面で管理者に通知を

しなければならない。

Ｅ 本条Ａ項の理由で船主の保険が停止し、かつ、本条Ｂ項又はＣ項の理由で船

主の加入船舶にかかる保険が停止した場合には、第３１条Ａ項に従い保険の解

除の効果を害することなく、

i 保険料加入の場合は、船主の責任が第３０条により（停止に伴う解除保険

料）合意又は査定された場合を除き、その船主及び承継人はすべてのオーバ

ースピル保険料につき、第２２条に従い支払われるべき全ての金額及び他の

すべての分担金、保険料その他の金額に対し、

ａ かかる停止が発生した保険年度に関しては、按分割合、即ちその保険年

度の開始日（又は加入船舶が年度途中の加入の場合はその日付）に始まりそ

の停止日の正午で終わる期間に適用される按分金額を支払う責任を負う。

ただし、もし船主が本条Ｄ項に従いその事故発生の通知を怠ったときは、

その期間は管理者がその裁量により決定する後日の正午で停止するものと

し、かつ、

ｂ　過年度に関しては、その全期間に引続き責任を負うものとし、かつ、

ii 本約款の他の規定及び加入条件に従い、組合はかかる船主の加入している

一切の船舶又は（場合により）かかる加入船舶につき、本条の下で、その停

54

第２９条



止の日より前に発生したすべてのクレームに対し責任を負うものとする。た

だし、いかなる理由にせよその日以降に生ずるものについてはいかなる責任

をも負わない。

第３０条　保険契約の効力の停止に伴う解除保険料

何らかの理由で組合加入船舶の保険が停止すれば、かかる保険の停止を引き

起こした事態が、本約款第１７条及び第１８条又は第２９条Ａ項、Ｂ項、Ｃ項に

列挙する事由のうちのいずれであるかを問わず、管理者は下記の手段をとるこ

とができる。

Ａ 船主を、当該船舶に係わる予定外保険料の支払義務を全部もしくは一部、又

は管理者がその裁量によって状況に照らして適切と考える条件の下で、免除す

ること。

Ｂ 本条Ａ項を適用するため交渉が持たれていたか否かに拘わらず、管理者がそ

の裁量によって当該船舶に拘わる予定外保険料及び保険停止日以降に支払義務

のある予定保険料に対する保険停止日における船主の責任の推定額を査定し割

当てること。

管理者が本条Ａ項又はＢ項に基づく権限を行使すれば、

i 管理者が課したすべての条件又は管理者と船主との間で本条Ａ項に従って

合意された条件は、管理者が指定した時点で履行されなければならない。

ii 本条Ｂ項に基づいて査定された金額は、請求あり次第、割引なしに船主に

よって支払われるものとする。

iii 船主は、本条Ａ項に基づく免除の日以降、又は本条Ｂ項の下でなされた査

定の日以降、理事会が決定する予定外保険料、あるいはその日以降に支払義

務のある予定保険料の課徴に対する責任を負うことはなく、また船主には、

理事会が約款第２０条あるいは第２５条Ｅ項に従って宣言あるいは決定する

分担金その他の収入の返還、あるいは予定保険料割引の分配にあずかる権利

がない。

第３１条　保険契約の解除とその効果

Ａ 船主が組合に支払うべき何らかの金額の全部又は一部の支払いを怠った場

合、管理者は７日以上の余裕を以て特定期日までにかかる金額の支払をもとめ

る書面通知をなすものとする。船主が特定期日以前にかかる金額の全額を支払

わないときは、自己又は代理人によって加入された全船舶につき、船主の保険
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は当該保険がかかる期日において有効であるか、本条Ａ項、Ｂ項もしくはＣ項

又は本約款の他の規定に基づいて既に停止しているかを問わず）更に通知又は

手続を要することなく直ちに解除される。

Ｂ 船主の保険が、本条Ａ項によって解除された場合、（本第３１条の下では以下

一括して「解除日」という）には、

i 保険料加入の場合、船主の責任が第３３条（解除に伴う解除保険料）により

別途算定された場合を除き、かかる船主又はその承継人は、オーバースピル

保険料に対し第２２条により支払われるすべての金額、すべての分担金、保

険料その他の金額に対し、

ａ　解除日が該当する保険年度に関しては、按分計算、即ちその保険年度の

開始から（又はその保険年度の中途で加入した船舶の場合は、その加入日か

ら）数えてその解除日までの期間に乗ずるか又は管理者がその裁量で決定し

書面で同意する早期の期日までの期間に乗じた按分金額を、そして

ｂ　過保険年度に関してはその全期間に対し、引続き支払う責任を負うもの

とする。

ii 保険が解除されたすべての船舶について本約款に基づくあらゆるクレーム

に対する組合の責任は下記により解除日をもって終了するものとする。

ａ　過年度の保険期間を含め、解除日以前に発生した事故の故にクレームが

起きたか又は起きる可能性があるか否かに関係なく、

ｂ　かかるクレームが、解除日以後に発生する事故の故に起きるか否かに関

係なく、

ｃ　組合がかかるクレームに対し責任を認めていたか弁護士、検査鑑定人そ

の他クレームを取扱う者を任命していたか否かに関係なく、

ｄ　組合が解除日以前にかかるクレームの起きる可能性につき知っていたか

否かに関係なく、解除日に遡及して組合のかかるクレームに対する責任は

終了し、組合はかかる船主に対しいかなる点においても責任を負うことは

ない。

ただし、

理事会はその裁量により、分担金、保険料その他の金額の支払い条件に限

らずこれらを含め適切と考える条件によって、組合が本条Ａ項又はＢ項の故

に免責となっている船主の加入船舶に係わるクレームの全額又は一部を、か

かるクレームが保険の終了日又は解除日以前に起こっていたものか以後に起

こるものかを問わず、認めることができ、また組合に支払われるべき分担金、
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保険料その他の金額の支払いを全部又は一部免除することができる。

第３２条　解除の際に約款適用のため組合に支払うべき金額

Ａ 本約款第３１条Ａ項又は本約款の他の規定上何等かの金額が支払われるべき

か否か（もし支払われるべきならば、いくらか）を決めるに当っては、組合は

いかなる根拠に基づくとも、組合から船主に支払われるべき又は支払われるべ

きものと船主が主張する金額を勘案することはなく、いかなる種類の相殺（船

主の破産又は清算以外の理由で起こったかも知れぬ相殺を含む）も（分担金に

対する相殺が過去において認められたことがあるか否かに拘わらず）かかる金

額に対しては認められない。ただし、管理者が支払いを請求した金額であって、

第２９条のＤ項に基づいてなされた通知の中で支払いを求めた金額が（管理者

の裁量によって）それ自体既に船主に相殺を認め、又は貸方に計上していると

きは、このかぎりでない。

Ｂ 本約款第３９条の原則の効力を害することなく、組合又はその代理人による

あらゆる種類の作為、不作為、交渉過程、請求の自制、延期、支払猶予も、時

間の付与も、又は組合が（明示によると黙示によるとを問わず）クレームの発生

が前記の停止日もしくは解除日以前か以後かを問わず、クレームに対する責任

を引き受け又は承認することも本約款第２８条乃至第３３条の効力を害するもの

ではなく、又は組合の同条に基づく権利のいずれをも放棄するものではない。

第３３条　解除に伴う解除保険料

Ａ 第３１条Ａ項により船主の保険が解除された場合は、かかる解除以前に保険

の停止があったとき、その停止以前において管理者が、第３０条Ａ項及びＢ項

に記載の権限を行使しなかったか又はしないことに同意をしたか否かに拘わら

ず、管理者は保険の解除日においてその裁量においてその船舶に関して予定外

保険料として見込まれる債務に相当する金額を査定することが出来る。

Ｂ 管理者が本条Ａ項に基づく権限を行使したときは、

i 本条Ａ項に基づいて査定された金額は、請求あり次第割引なしに船主によ

って支払われるものとし、かつ、

ii 船主は、本条Ａ項の下で与えられた査定の日以降、理事会が決定する予定

外保険料、あるいはその日以降に支払義務のある予定保険料の課徴に対する

責任を負うことはなく、船主は、理事会が第２０条あるいは第２５条Ｅ項に

従って宣言あるいは決定する分担金その他の収入の変換、あるいは予定保険
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料割引の分配にあずかる権利がない。

第３４条　理事会による規制と勧告

Ａ 理事会は随時、一般的、もしくは特定の航路において、又は特定の港もしく

は場所において使用するための運送契約の条件もしくは書式を定める規則を作

成する権限を有する。かかる規則は、承認された場合は、その作成日時の次の

保険年度の開始の時から有効となるよう本約款に組入れられるものとし、すべ

ての船主は自己もしくは代理人によって組合に加入した船舶にこれらの規則が

適用されるかぎり、又は船主が従事する航路運航に適用されるかぎり、これに

従うものとする。もし船主が規則に違反すれば、理事会は当該船主のクレーム

を拒否するか又は規則を遵守していれば生じなかったであろう部分を減額し、

かつ、当該船主の船舶を継続して組合への加入を認める条件として適切と考え

る特定条件を課することができる。

Ｂ 理事会は随時、特定の航路において特定書式の運送契約を使用するよう勧告

することができる。自己の船舶がかかる航路運航に従事しているときは、船主

はかかる船舶の契約もしくは航路従事の環境の許すかぎり、適切な運送契約書

式の使用に努めるものとする。

Ｃ 本条に従って作成されたすべての規則（及び発効する保険年度の始期）と勧

告の明細はすべての船主に直ちに通知され、その写しはかかる規則又は勧告の

実施後組合の発行する保険約款内に印刷されるか添付される。

第３５条　管理者の報酬

管理者は理事会の承認する基準によって組合から報酬を受けるものとする。

第３６条　クレーム

Ａ 本約款の他の規定の効力を害することなく、また本条に基づく組合のいかな

る権利も放棄することなく、管理者はいかなる時においても船主に代り適切と

考える条件によって、弁護士、検査人その他の者を、船主から組合へのクレー

ム提起の可能性のある事項を取扱うために任命し、かつ、雇用することができ

る。この取扱いには、主要事実の調査、助言及びこれに関連する訴訟その他の

手続をとり、又は抗弁することが含まれる。管理者はまた適切と考えるときに

はいつでもかかる雇用を停止することができる。

Ｂ 船主に代って管理者が任命し、又は管理者の事前承認を得て船主が任命した
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すべての弁護士、検査人その他の者は、常に船主によって下記のような条件の

下で任命、雇用されるか又はされたものとみなされる。すなわち、すべてこれ

らの者があたかも組合のために行動すべく任命され、また常に組合のために行

動していたかのように当該事項について船主に事前に照会することなく、常に

（行動中も、その件から退いた後も）直接助言をし報告すること、また、船主

に事前に照会することなく、これらの者が占有し又は支配するいかなる関連書

類もしくは情報をも組合に提出するよう指示されていること。

第３７条　クレームの取扱い及び決済に関する管理者の権限

Ａ 管理者は自己の意思により、船主が全部もしくは一部を付保し又は付保して

いると思われる責任、滅失、損傷に関するクレーム又は法律上もしくはその他

の訴訟等の取扱を監督、指揮し、管理者が適切と判断する方法及び条件によっ

て、かかるクレーム又は訴訟を解決し、和解し、処理することを船主に求める

権利を有する。

Ｂ 本条Ａ項に従い管理者が要請した後、船主がクレーム又は訴訟を解決、和解、

処理しないときは、かかるクレーム又は訴訟についての船主の組合からの最終

回収額は、船主が管理者の要請通り行動した場合に回収可能であったと思われ

る額に制限されるものとする。

Ｃ 組合は差押解除金または他の担保を提供することになるクレームに関し船主

に代わりそれらを提供する義務はない。ただし一旦提供されたならばそれを管

理者が適当と考える条件に従うものとし、かつ組合の責任を容認したものと見

なされるべきではない。差押解除金や他の担保の条項に従って船主はそれから

生じるあるいはそれに関連する費用および責任を組合に補償するものとする。

ただし、かかる費用および責任がもし船主が直接支出しまたは負担していたな

らば組合より回収できたであろう範囲は除く。

第３８条　理事会の開催

理事会は、本約款に従って組合により支払われるクレームの決済のため必要

に応じ会合を持ち、また理事会は、事前に理事会に照会することなく理事会が

決定できる種類及び限度額のクレームの決済をする権限を管理者に随時与える

ことができる。理事個人は自己に関係のあるクレームの決済に理事として参加

することができないものとする。
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第３９条　猶予

Ａ 組合が本約款又は船主との契約の条件をも実現するに当っては、作為、不作

為、交渉過程、請求の自制、延期もしくは支払猶予も、又は組合が時間を与え

ることも、すべて本約款の下での、又はかかる契約の下での、組合の権利及び

救済方法を害し、影響を与えるものではない。また、かかる事態は組合の上記

権限の放棄の証拠として取扱われてはならず、船主による約款違反又は契約違

反についての権利放棄は、その後の違反についての権利放棄としての効果をも

つものではない。組合は常に、かつ、通知なしに、本約款の厳正な適用と船主

との契約の厳格な履行を強要する権利を有する。

Ｂ 船主は管理者の意見でその支払いが組合から回収することが出来ない金額で

あるかぎりにおいて、組合が船主の代理人として又は保証人として第三者にな

した支払い金額を請求があり次第組合に返還しなければならない。

第４０条　紛争

Ａ 組合が船主より受取るべき金額の回収のための組合による提訴については、

船主は英国高等法院の管轄に服するものとする。前述の権利を侵害することな

く、組合が船主より受取るべき金額の回収のための提訴は何れの管轄において

も開始し、維持することが出来るものとする。

Ｂ 第２２条第４項に規定された場合を除き、船主あるいは他のいかなる者と組

合との間に、本約款を巡り、又は船主と組合との契約あるいは組合もしくは船

主あるいは他のいかなる者のこれらを巡る権利と義務に関して、何等かの意見

の相違又は紛争が生じたときは、かかる意見の相違又は紛争は、理事会が解決

の放棄を選択しない場合にかぎり、まず理事会に付託され解決されるものとし、

次に関係船主はその意見の相違又は紛争を、本条Ｃ項の規定に従って仲裁に付

託する権利を有する。かかる付託及び解決は書面の提出の場合に限る。

Ｃ もしかかる意見の相違又は紛争中の関係船主あるいは他のいかなる者が、理

事会の判断に不服の場合は、ロンドンにおける二名の仲裁人（一名は組合が指

名、一名は船主が指名）とこれら仲裁人によって指名される審判人による仲裁

に付託されるものとし、仲裁付託とその全審理は、１９９６年英国仲裁法及びそ

の改正法又は再制定法の規定に従う。

Ｄ 船主あるいは他のいかなる者も、かかる意見の相違又は紛争に関しては、組

合に対し下記の手続を経た後でなければ、いかなる法律行為、訴訟その他の手

続もとることができない。すなわち、
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i 意見の相違もしくは紛争が、本条Ｂ項に基づいてまず理事会の判断を求め

て付託され、理事会がこれに対し判断を下すか、又は本条Ｂ項ただし書に従

って判断のための付託を放棄されている場合を除き、かつ、

ii かかる船主あるいは他のいかなる者がその判断に不服の場合、又はかかる

判断を求める付託が放棄されている場合には、これらの意見の相違もしくは

紛争が本条Ｃ項規定の仲裁に付託され、その判断が発表されるまで、かつ、

iii その判断が一定額（もしあれば）の支払いを命じるのみのものであり、かつ、

iv 本約款又は組合と船主間の何等かの契約その他の下で当該意見の相違、紛

争についての船主に対する組合の義務が、かかる判断の命じた金額を支払う

ことに限られる旨の確認があるまで、訴訟その他の法律上の手続は許されな

い。

Ｅ 船主あるいは他の者と、管理者又はその使用人、代理人（以下、管理者グル

ープと総称する）の間で、本約款あるいは船主と組合間の契約に関し、または

管理者グループもしくは船主いずれかの者の権利または義務について、何らか

の相違あるいは紛争が起きた場合は、これらの相違あるいは紛争は、いかなる

場合でも、ロンドンにおいて2人の仲裁人（ひとりは管理者グループにより選

任された者、そして当該船主あるいはその他の者により採用された別の者）に

よる仲裁に付託することとし、さらにこれら仲裁人により審判人を選任し、仲

裁の申立てを行なうものする。またこれらすべての手続きは1996年英国仲裁人

法（The English Arbitration Act 1996）およびその改正法に従うこととする。

第４１条　通知

Ａ 本約款の下で組合に提出を必要とする通知その他の書類は、現在の組合の登

記事務所宛に代金支払い済の書状のクーリエ、郵送、電報、有・無線電信、テ

レックス、ファクシミリ通信（ファックス）、電子通信（電子メール）により

送達することができる。

Ｂ 本約款の下で船主に提出を必要とする通知その他の書類は、かかる船主宛の

代金支払い済の書状によるクーリエ、郵送、電報、有・無線電信、テレックス、

ファクシミリ通信（ファックス）、電子通信（電子メール）により以下のよう

に送達することができる。

すなわち、

i 船主から組合に自己宛の組合の通知が送達される場合の宛先として明示さ

れている住所宛。
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ii かかる住所が明示されていなかったときは、組合員名簿に記載されている

住所宛、又は、

iii かかる船主が組合員でないかもしくは組合員でなかったときは、管理者の

知るかぎり同船主の最後に知られていた住所宛。

共同船主の場合には、かかる通知その他の書類は、上記ｉ号によって住所を

届けてある共同船主に送達されるものとし、かかる住所の届出のない場合は、

共同船主中の上位者に送達され、かかる送達をもって共同船主全員に対してな

されたものとする。このため共同船主中、誰が上位者であるかの判定は組合員

登録簿上の共同船主名義順による。

Ｃ クーリエ、郵送による通知その他の書類の送達は、これらが封入された書状

がクーリエ配送人に手渡され、又は投函された翌日に送達されたものとみなし、

その送達の証明は、通知もしくは書類同封の書状が正しく宛名され、クーリエ

配送人に手渡され、又は投函されたことを証すれば足りる。電報、有・無線電

信、テレックス、ファクシミリ通信（ファックス）、電子通信（電子メール）

による通知その他の書類の送達は、電報局に手渡された日に、又はテレックス、

ファクシミリ通信（ファックス）電子通信（電子メール）の場合は発信日に、

送達されたものとみなし、その送達の証明は、これら電信が正しく手渡され、

又はテレックス、ファクシミリ通信（ファックス）、電子通信（電子メール）

は、通知その他の書類が正しく発信されたことを証すれば足りる。

Ｄ 加入船舶の現船主又は元船主の承継人は、かかる船主の最後の住所宛てに通

知が送達されたときは、たとえ組合が船主の死亡、不具、精神異常、破産又は

清算の通知を受けていたとしても、前述のとおり送達された通知その他の書類

によって拘束される。

第４２条　契約法

いかなる形態にせよ、組合と船主間の保険契約は、別段に明言がない限りバ

ミューダで締結されたとみなされ、本約款及びその保険契約は共に英国法に準

拠し、かつ、解釈されるものとする。

第４３条　権限委任

Ａ 本約款によって管理者に権限が与えられ、義務を課され、又は裁量が委任さ

れているときは、かかる権限、義務、裁量は本約款に含まれたあらゆる条件又

は制約の下で、管理者中の何人かによって、又は権限委任もしくは再委任がな
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されている管理者の使用人もしくは代理人によって遂行される。

Ｂ 本約款に権限、義務、裁量が理事会に付与されるべき旨が記載されていると

きは、かかる権限、義務、裁量は、定款に含まれた委任に関する規定に従って

理事会のいずれかの委員会又は管理者に委任されている場合を除き、理事会が

行使することができる。権限が委員会又は管理者に委任されている場合は、権

限、義務、裁量は、これらが委任されているいかなる人物によっても行使する

ことができる。

第４４条　定義

本約款中、以下の目次の左欄に表示の語は、標題又は文脈に抵触する場合を

除き、右欄のそれぞれ対応する個所に記載の意味を持つものとする。

制定法 １９９３年ユナイテッド・キングドム・ミューチュ

アル・スティーム・シップ・アシュアランス・ア

ソシェーション（バミューダ）リミテッド統合及

び改正法並びに当座その修正

申込人としての船主 組合の保険に加入を希望し又はその意思のある船

舶に関し既に組合員であるか、以後組合員となる

かの別なく自己又は代理人によって加入申込みが

なされたか、なされつつあるか、なされようとす

る船主、合名船主、個別持分保有船主、共有船主、

譲渡抵当権者、受託者、用船者、運航者、管理者、

建造者、その他の者（再保険を求める保険者は別）

を意味する。

組合 ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・ス

ティーム・シップ・アシュアランス・アソシェー

ション（バミューダ）リミテッド及びユナイテッ

ド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・

シップ・アシュアランス・アソシェーション（ヨ

ーロッパ）リミテッド
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第４４条

64

定款 組合の現行定款

保険料加入 船主が組合に対し保険料支払い義務を負う条件の

保険

保険料 本約款第１９条乃至第２３条に従って加入船舶に

ついて組合に支払うべき金額で予定保険料、予定

外保険料及びオーバースピル保険料を含む。

貨物 物品。船主が運送契約を締結する対象となる、何

によらず物品を包装もしくは固縛するため使用さ

れ、もしくは使用されることを意図された物を含

むが、船主が所有又は賃借するコンテナーその他

の器具は除く

巨大災害準備金 第２４条Ｂ項i号に基づき巨大災害クレームに対処

するため組合が維持する準備金

勘定閉鎖済保険年度 本約款第２５条の既定に従って勘定閉鎖した組合

の保険年度

条約上の責任限度額 船舶に関して、オーバースピル･クレームの発生

日における（人の死亡傷害以外）のクレームの１９７６

年の海事債権についての責任の制限に関する国際

条約（条約）第６条１項（ｂ）号に従って計算され

るかかる船舶所有者の責任限度額で、組合により

オーバースピル･クレーム発生日における特別引

出権から米国ドル換算されたもの

ただし、

（ａ）船舶のトン数の一部分（当該部分）で加入し

ている場合は、条約上の責任限度額の当該部分と、

（ｂ）条約に反対の規定があるにもかかわらず、各

船舶は条約が適用される海上航行船舶とみなされる
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理事会 組合の現在の理事で構成する理事会

加入船舶 組合の保険に加入している船舶

加入トン数 船舶の加入証明書に加入トン数として登録された

トン建て数字であり、保険料の計算のため使用さ

れ、適用可能の場合は本約款第５条Ｂ項 ii 号に基

づきクレームを制限するため使用され、（ａ）当該

船舶のトン数か（ｂ）当該船舶のトン数の一部か又

は（ｃ）当該船舶のトン数を超える数字かに拘わら

ない

過怠金 違約金その他罰金と同質の賦課金を含む

固定保険料 本約款第９条に従って加入船舶について組合に支

払うべき固定保険料

固定保険料加入 船主が組合に対し固定保険料支払い義務を負う条

件での保険

グループ超過再保険 プール協定の当事者によって出再される超過損害

再保険

グループ再保険限度額 グループ超過再保険にてその時々課せられるあら

ゆるタイプのクレーム（油濁事故に係わるクレー

ムを除く）の最高限度額を超えて組合又はプール

協定加盟の他の組合が引き起こすクレーム（油濁

事故に係わるクレームを除く）で最も低い額

船舶保険 船舶の船体機関に付けられた保険、超過責任保険

を含む

保険 あらゆる保険又は再保険



書面による 筆記、印刷、リトグラフ、もしくはこれらのいず

れかもしくは全部によって可視的に表現し、又は

文言を表徴し複写する何等かの方法

管理者 組合の現在の管理者

組合員 組合の現在の構成員

オーバースピル保険料 オーバースピル･クレームのすべて又は一部を支

払う目的で第２２条に基づいて課徴される保険料

オーバースピル･クレーム 組合又はプール協定加盟の他の組合の負担する

（油濁事故に係わるクレームを除く）クレームであ

ってグループ再保険限度を超えるか又は超えるお

それのある部分

オーバースピル･クレーム発生日 いかなるオーバースピル保険料に関連して、オー

バースピル保険料が課徴される、オーバースピ

ル･クレームの原因となる出来事が発生した日時、

又は当該出来事が発生した保険年度が第２５条Ｃ

項 i 号及び第２５条Ｃ項ii号の規定に基づき閉鎖さ

れている場合は、組合が第２５条Ｃ項iii号に従い

宣言する保険年度のグリニッジ標準時８月２０日

の正午

船主 加入船舶に関し既に組合員であるか否かに拘わら

ず、自己又は代理人によって加入されている船舶

の加入証明書又は更改承諾書に記名されている船

主、合名船主、個別持分保有船主、共有船主、譲

渡抵当権者、受託者、用船者、運航者、船舶管理

者、建造者、その他の者（本約款第１３条によっ

て再保険を付した保険者を除く）を意味する
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保険年度 グリニッジ標準時２月２０日正午より翌年のグリ

ニッジ標準時２月２０日正午までの一年

プール協定 国際グループとして知られるＰ＆Ｉ保険組合間の

１９９２年１１月１７日付合意書及びその追加、変更

もしくは差換え又は同種もしく同目的の他の合意

書

保険料率 保険に加入したトン当りで合意した料率であり、

これによって加入船舶の保険条件に従い組合に保

険料が支払われる

保険約款 当初起草され、随時変更され、廃止され、又は付

加された本約款で現在実施中のもの

船員 当該船上にいるか否かを問わず、加入船舶上で勤

務するため、乗組員協約その他の役務提供契約又

は雇用契約の条項の下で、船舶定員の一部として

雇用されたあらゆる者（船長および実習生を含む）

船舶 （組合に加入し又は加入の申込みをした船舶の意

味での）船舶は、船舶、ボート、ホーバークラフ

ト、その他のタイプの舟艇又は構造物（建造中の

これらのものを含む）で水面上、水面下、水底も

しくは水中を航行その他の目的で使用され又は使

用を企図されているものであり、その一部分又は

トン数の一部もしくは持分をも意味する

標準運送条件 本約款第２条第１７項のただし書（ａ）にいう条件

法律上の義務 いずれかの国において法律上の強制力をもつ制定

法、判例又は規則によって課せられるあらゆる義

務、責任又は指示
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承継人 ｢船主｣および「申込み人である船主」に関し前掲

のすべての者につき、かつ、何人によらず自己又

は代理人により船舶を、保険又は再保険のため組

合に加入させている者につき、その相続人、遺言

執行者、遺産管理人、最近親者、譲受人（本約款

の下で許された場合）、収益管理人、補佐人その

他精神異常により財産及び事物の管理不能の故に

無能力となった者に代り行為をする権限を与えら

れた者、破産管財人、清算人その他あらゆる承継

者を含む

トン トン数の単位

トン数 当該船舶の登録証明書その他当該船舶の登記に関

する何等かの公式書類面に証明されている総登録

トン数

＊単数のみで表示の語は複数を含み、その反対の場合もある

＊男性のみで表示の語は女性を含む

＊個人を表示する語は法人を含む

この和文は、２０１０年ルールの和訳文であり、英文が原本である。

この和文と英文との間に異同がある場合は、英文が優先する。
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保 険 約 款 補 則

加入証明書あるいは追約書に記載する条項

本補則は当組合加入船舶の加入証明書あるいは追約書上に簡潔な形で保険契約条

件に挿入される条項の全文を記載するものである。

ペーパーレス取引に関する追約書

管理者が書面により承認した電子商取引を除き、いかなる電子商取引でも、そ

の使用により生じた責任、損害、費用及び出費について組合は一切てん補しない。

ただし、それら責任、損害、費用及び出費が紙による商取引システムの下では起

こらなかったであろうと思われる場合に限る。（ただし、組合が独自の裁量で別

段の判断をする場合はこの限りでない）

本条項においては、

（ａ） 電子商取引システムとは、物品の販売、及び／あるいは海上輸送または

一部海上とその他手段によるそれらの輸送のために使用される紙の書類に

代わる、あるいは代えることを目的としたあらゆるシステムをさし、その

システムは

（i）権利証券であり、あるいは

（ii）所持人に運送品の引渡しあるいは所有を約束するものであり、あるいは

（iii）契約当事者の一方がその権利と義務を第三者に譲渡することができる

運送契約を証するものである。

（ｂ）「書類」とはあらゆる明細情報を記載したものすべてをさす。コンピュー

タあるいはその他電子的に作成された情報を含むが、これらに限定するも

ではない

クリーン・カーゴ条項

１）保険年度中に当船舶は、持続性油を貨物として輸送しないことを、ここに合

意する。いかなる四半期においても、持続性油を輸送する場合には、加入証明

書／追約書上の本条項規定に従い加入トン数分の金額だけ、その四半期に限り

保険料率は上がるものとする。

２）船主は5月20日、8月20日、11月20日及び2月20日を締切りとする四半期毎に

次の内容につき、暦日2ヶ月以内にできるだけ速やかに、以下のいずれかを適

宜、申告するものとする｡



i）当該四半期に、OBOにおいてはドライカーゴを積んだか、タンカーにおい

ては精製油（クリーン・プロダクト）を積んだかどうか、またその積荷開始

日

ii）当該四半期に、OBOにおいてはウェット・カーゴを積んだか、タンカーに

おいては原油・重油製品（ダーティ・プロダクト）を積んだかどうか、また

その積荷開始日

３）もし船主が管理者に上記（２）(ii)に規定する申告をしなかった場合は、当該

船舶の保険は持続性油を貨物として積んだ日（保険停止日）をもって差止めら

れ、保険約款第28条Ｂ項が適用される。ただし、理事はその裁量により、また

船舶の加入条件に照らし適切と判断した場合、当該船舶の加入を復権し、本第

３項の規定により保険が終了したために組合がてん補しない当該船舶のいかな

るクレームの全額又は一部を認めることができる。

４）本条項において、「持続性油」とは下記に示す「非持続性油」に規定されな

いすべての持続性の炭化水素の鉱物油とする。

「非持続性油」とはASTM規格D86/78 或いはそれに類似の試験により

(a)摂氏340度で少なくともその体積の50％の量が留出する炭化水素油、及び

(b)摂氏370度で少なくともその体積の95％の量が留出する炭化水素油とする。

ドライカーゴ条項

１）ドライ・バルク・カーゴのみの輸送に限ることとし、組合に事前に通知する

限りにおいて保険担保の条件は留保される。

いかなる四半期においても、持続性油を輸送する場合には、加入証明書／追

約書上の本条項規定に従い加入トン数分の金額だけ、その四半期に限り保険料

率は上がるものとする。

いかなる四半期においても、非持続性油を輸送する場合には、加入証明書／

追約書上の本条項規定に従い加入トン数分の金額だけ、その四半期に限り保険

料率は上がるものとする。

２）船主は5月20日、8月20日、11月20日及び2月20日を締切りとする四半期ごと

に次の内容につき、暦日２ヶ月以内にできるだけ速やかに、以下のいずれかを

適宜、申告するものとする｡

i）当該四半期に、OBOにおいてはドライカーゴを積んだか、タンカーにおい

ては精製油（クリーン・カーゴ）を積んだか、又はその積荷開始日

ii）当該四半期に、OBOにおいてはウェット・カーゴを積んだか、タンカーに
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おいては原油・重油製品（ダーティ・プロダクト）を積んだか、又は積荷開

始日

３）もし船主が管理者に上記（２）(ii)に規定する申告をしなかった場合は、当該

船舶の保険担保は持続性油を貨物として積んだ日（保険停止日）をもって差止

められ、保険約款第28条B項が適用される。

ただし、理事はその裁量により、また船舶の加入条件に照らし適切と判断し

た場合、当該船舶の加入を復権し、本第３項の規定により保険が終了したため

に組合がてん補しない当該船舶のいかなるクレームの全額又は一部を認めるこ

とができる。

４）本条項において、「持続性油」とは下記に示す「非持続性油」に規定されな

いすべての持続性の炭化水素の鉱物油とする。

「非持続性油」とはASTM規格D86/78 或いはそれに類似の試験により

(a)摂氏340度で少なくともその体積の50％の量が留出する炭化水素油、及び

(b)摂氏370度で少なくともその体積の95％の量が留出する炭化水素油とする。

合衆国油濁条項　２０/２/２０１０

２０１０保険年度については、当組合保険約款に従い、合衆国1990油濁法が適

用されるいかなる事故から生じる油濁クレームについて、下記に規定する条件、

及び保険約款第５条Ｂ項に規定する責任制限を条件として、てん補される｡

本条項において「合衆国における航海」(U.S. Voyage)とは、アメリカ合衆国

及び合衆国1990油濁法で定義する合衆国排他的経済地域におけるいかなる港、

及び場所における積荷、揚荷を含む、持続性油を貨物とするいかなる貨物輸送

をいう｡

「持続性油」とは下記に示す「非持続性油」に規定されないすべての持続性

の炭化水素の鉱物油とする。

「非持続性油」とはASTM規格D86/78 或いはそれに類似の試験により

(a)摂氏340度で少なくともその体積の50％の量が留出する炭化水素油、及び

(b)摂氏370度で少なくともその体積の95％の量が留出する炭化水素油とする。

「ＳＢＴレート」とは、「船舶による汚染防止のための国際条約1973/1978」

（MARPOL73/78)第13条付則１の規定に従いバラスト専用分割タンク(Segregated

Ballast Tanks)を装備したタンカーに対して適用されるレートをいう｡

１）船主は5月20日、8月20日、11月20日及び2月20日を締切りとする四半期ごと

に次の内容につき、暦日２ヶ月以内にできるだけ速やかに、以下のいずれかを



適宜、申告するものとする｡

ａ）アメリカ合衆国及び合衆国1990油濁法で定義する合衆国排他的経済地域に

おけるいかなる港、及び場所における積荷、揚荷を含み、いかなる貨物を、

当該期間に、輸送しなかったか或いは

ｂ）アメリカ合衆国及び合衆国油濁法1990で定義する合衆国排他的経済地域に

おけるいかなる港、及び場所における積荷、揚荷を含み、いかなる貨物輸送

を、当該期間に１回或いはそれ以上輸送したか、その場合はその航海の数、

貨物内容、積荷、揚荷或いは積み替えをした港または場所、及びその日付

２）船主は下記に従い計算される固定追加保険料を支払うものとする。

Ａ）1,000総トン以上のタンカーについては、下記のいずれか、合衆国における

一航海につき加入トン当たり US$0.078 （SBT rate US$0.0647）或いはLoopの

みにおいて積み、揚げされた貨物、或いは合衆国排他的経済地域内で合衆国

沿岸警備隊（U.S.CoastGuard）の認める（港以外の）場所で他船への、或い

は、他船からの積み替えのみを行った貨物については、合衆国における一航

海につき加入トン当たりUS$0.0386（SBT rate US$0.0323）ただし、追加保険

料の支払が課せられる航海数の上限は、実際の合国における航海数にかかわ

らず、一保険年度につき20航海とする｡

B）1,000総トンを超えないタンカーについては、下記のいずれか、合衆国にお

ける一航海につき固定レートでUS$78（SBT rate US$65）。ただし、追加保険

料の支払が課せられる航海数の上限は、実際の合衆国における航海数にかか

わらず、一保険年度につき20航海とする｡或いは、年間固定レートで

US$1,560（SBT rate US$1,300）とする｡

C）液化有害物質をばら積み貨物として輸送するために建造され、あるいは改

造され、少なくとも10等級のカーゴを同時に輸送することができ、しかも、

貨物としての持続性油の量が合衆国における一航海につき5,000メトリック・

トン未満のタンカーについては、合衆国における一航海につき固定レートで

US$234（SBT rate US$194）ただし、追加保険料の支払が課せられる航海数

の上限は、実際の合衆国における航海数にかかわらず、一保険年度につき20

航海とする｡

D）液化有害物質をばら積み貨物として輸送するために建造され、あるいは改

造され、少なくとも10等級のカーゴを同時に輸送することができ、しかも、

合衆国における一航海につき5,000から9,999メトリック・トンの量の持続性

油を貨物として輸送するタンカーについては、合衆国における一航海につき
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固定レートでUS$586 （SBT rate US$486）ただし、追加保険料の支払が課せ

られる航海数の上限は、実際の合衆国における航海数にかかわらず、一保険

年度につき20航海とする｡

E）液化有害物質をばら積み貨物として輸送するために建造され、あるいは改

造され、少なくとも10等級のカーゴを同時に輸送することができ、しかも、

合衆国における一航海につき10,000メトリック・トンを超える量の持続性油

を貨物として輸送するタンカーについては、合衆国における一航海につき加

入トン数あたりUS$0.078（SBT rate US$0.0647）ただし、追加保険料の支払

が課せられる航海数の上限は、実際の合衆国における航海数にかかわらず、

一保険年度につき20航海とする。国における航海数にかかわらず、一保険年

度につき20航海とする。

３）船主は上記（１）に従い作成された申告書に基づき、管理者が発行する請求

書上に記載された期日以前に、追加保険料を支払うものとする。

４）船主が、いかなる理由にかかわらず（合衆国における航海があったか否かに

かかわらず）上記（１）に規定する四半期毎の期日より暦日2ヶ月以内に申告

をしなかった場合には、組合に加入するその船主の、或いは船主が代理をする

すべてのタンカーの保険の条件に、上記2ヶ月間が過ぎた日付をもって、次の

除外事項が挿入され、訂正されたものと解釈される。「合衆国1990油濁法が適

用されるいかなる事故から生じるすべての油濁クレームを除く」また、加入条

件に上記除外事項が挿入される以前の合衆国における航海についての船主の追

加保険料に対する支払義務は変わらない。

５）上記（１）に従い、船主、或いはその代理人が行ったいかなる申告が、いか

なる重要な部分に関しても不正確であった場合には、船主及びその代理人によ

って組合に加入するすべての船舶に関する船主の保険はその虚偽の申告のあっ

た日をもって差し止められ、保険約款第28条Ｂ項が適用される。ただし、理事

はその裁量により、また船舶の加入条件に照らし適切と判断した場合、以下の

いずれかを認めることができる。

(a) 本項（５）に従い保険が停止されたすべての或いは一部の船舶の加入を復

権し、或いは

(b) 本項（５）に従い保険が停止されたために組合がてん補しない船主による、

いかなる船舶のいかなるクレームの全額又は一部を認めることができる。

６）上記（３）に従い、船主がいかなる追加保険料の全部或いは一部を支払わな

い場合は、保険約款第31条の規定が適用される。



７）上記（３）に従い支払われる追加固定保険料は保険約款第9条Ａ項に規定す

る固定保険料とみなされ、本条項に別段の規定がなければ、すべてにおいて組

合の保険約款が適用される。

用船者の共同被保険者条項

本保険契約は保険約款及び本条項に規定する条件に基づき、加入証明書・追

約書上に組合員として明記されたタイム、ボエッジあるいはスロット・チャー

タラーの責任を担保するものである。

本契約条項は保険約款第５条Ｂ項を条件とし、共同船主として登録された上

記すべての用船者が組合から回収できる総額は、一出来事あたり、（カーゴ・

クレームの場合）一航海あたりのすべてのクレームに関し、３億５千万米ドル

を上限とする。

ただし、

１）すべての油濁クレームについて、上記すべての共同船主として回収できる金

額は、一出来事あたり、いかなる場合でも総額１０億米ドルを越えるものでは

なく、保険約款第５条Ｂ項(ii)のただし書(ａ)及び(ｂ)を条件とする。

２）船客への責任に関するクレームについて、上記すべての共同船主として回収

できる金額は、一出来事あたり、いかなる場合でも総額２０億米ドルを超える

ことはない。船客および船員への責任に関するクレームについては、上記すべ

ての共同船主として回収できる金額は、一出来事あたり、いかなる場合でも総

額３０億米ドルを超えることはない。

スペース・チャータラー／コンソーシアム保険てん補延長条項

本保険契約は加入証明書及び追約書上に明記されたコンソーシアムの名の下

に運航される船舶の船腹一部用船者（スペース・チャータラー）として、物品

の運送から生じた船主の責任に対するてん補を延長する。ただし、当該船舶、

艤装品、積載コンテナの物的損傷を除き、相互取決めによる交換あるいは分割

したスペースのみに適用する。

本契約条項は保険約款および加入船舶の加入条件に従い、上記すべての用船

者が組合から回収する総額は、一事故或いは一出来事あたり、或いはカーゴ・

クレームの場合一航海あたり、のすべてのクレームに関し、

(a) コンソーシアムに加盟するすべての加入船舶に対し総額３億５千万米ドル

を上限とする。
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(b) 船主が当組合及びプール協定加盟のその他保険者に船舶を加入している場

合、最高３億５千万ドルの上限額のうち、組合のクレームが、組合及びその

他保険者のクレームに対して占める割合までを上限とする。

スペースのやり繰りが全体にバランスを欠いている場合は、スペースの交

換あるいは分割を互恵ベースで行う。

Ｐ&Ｉ戦争危険条項

保険約款第５条Ｅ項ただし書に従い、同項ただし書によってのみ担保より除外

されている危険に対し、特別担保を組合員に提供する。書面による別段の合意

のない限り、この担保は回覧により通達された2009年１月２９日付理事会決議

文に従うものとする。
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（解釈）

第1条

本定款中、以下の語句は、文脈の許す限り、それぞれの以下の意味を持つ。

「法」(The Acts)は、会社に適用され、現在施行中のあらゆるバミューダ制定法

を意味し、1993年ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・

シップ・アシュアランス・アソシエーション（バミューダ）リミテッド統合法

及び改正法」を含む。

「会社」(The Companies)は、ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・ス

ティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション（バミューダ）リミテ

ッド及びユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・

アシュアランス・アソシェーション（ヨーロッパ）リミテッドを意味する。

「社員の登録簿」(Register of Members)は、会社が保管する現在の会社社員の登

録簿を意味する。

「保険約款」(The Rules)は、その時々において施行中の会社の一部又は全部の業

務遂行を規制するルールを意味する。

「理事会」(Board)は、会社の理事会を意味する。

「理事」(The Directors)は、現在の理事会を構成する社員を意味する。

「会長」(Chairman)は、理事会の会長を意味する。

「理事長」「副理事長」「事務局長」及び「財務局長」(President, Vice-President,

Secretary and  Treasurer)は、かかる職名を持つ会社の役員のみを意味する。

「管理者」(The Managers)は、現在の会社の管理者を意味する。

「船舶」(Ship)は、（会社に加入し又は加入の申込みをした船舶の意味において）

船舶、ボート、ホーバークラフト、その他のタイプの舟艇又は構造物（建造中

のこれ等のものを含む）で、水面上、水面下・水底もしくは水中を航行その他

の目的で使用され又は使用を企図されているものであり、その一部又はトン数

の一部もしくは持分をも意味する。

「トン数」(Tonnage)は、当該船舶の登録証明書その他当該船舶の登記に関する

何等かの公式書類面に証明されている総登録トン数を意味する。

「加入トン数」(Entered Tonnage)は、船舶の加入証明書に加入トン数として登録

されたトン建て数字を意味する。

「トン」(Ton)は、トン数の単位を意味する。

「保険」(Insurance)は、あらゆる保険又は再保険を意味する。

「船主」(Owner)は、加入船舶に関し組合員であるか否かに拘わらず、自己又は

1

定款



代理人によって加入されている船舶の加入証明書又は更改承諾書に記名されて

いる船主、合名船主、個別持分保有船主、共有船主、譲渡抵当権者、受託者、

用船者、運航者、建造者、その他の者（保険約款第13条によって再保険を付し

た保険者を除く）を意味する。

「準備金」(Reserves)は、法に従って創設され維持される準備基金及び理事会が

随時創設、維持を決める準備金を意味する。

「印」(The Seal)は、会社の公印を意味する。

「年」(Year)は、別段の表示のない限り、暦年を意味する。

「月」(Month)は、歴月を意味する。

「通知」(Notice)は、別段の表示のない限り、書面により通知を意味する。

「できる」(May)は、許容(permissive)と解する。

「ものとする」(Shall)は、命令(imperative)と解する。

単数のみで表示の語は複数を含むものとし、その反対もある。男性のみで表示

の語は女性および中性を含むものとする。

個人を表示する語は、会社又は組合又は法人組織か非法人組織かを問わず個人

の集団をも含むものとする。

「電子通信」(Electronic communication)は1999年電子商取引制定法と同一のもの

を意味する。（但し、電子メールを含む）

「書面による」(in writing)及び「書証の」(written)は電報、ファクシミリ（ファ

ックス）、その他電子通信を含む、あらゆる形態で恒久的に文言を表記、再現

し可視的に表現したものを意味する。

「本島」(these islands)は、バミューダ島を意味する。

語句及び文言は、(a)現在施行中のユナイテッド・キングドム・ミューチュア

ル・スティーム・シップ・アシュアランス・アソシエーション（バミューダ）

統合法及び1993年改正法及びこれに対するすべての法改正と同一の意味を持つ

と共に、(b)現在施行中の法及びすべての法改正と矛盾しない限り、保険約款中

と同一の意味を持つものとする。

（社員資格）

第2条

会社は不特定数の社員をもって構成する。

第3条

Ａ 自己の名義によると、再保険によるとを問わず、いずれかの会社に保険のた

め船舶を加入させる船主はすべて、またいずれかの会社により再保険を受ける
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保険者はすべて、かかる船主名（又は再保険の場合は保険者名）が社員登録簿

に登録されている限り、また本条(B)項ただし書に従い、会社の社員である。

Ｂ 本項ただし書に従い、いずれかの会社の保険に船舶の加入を希望する船主、も

しくは自己の船舶が保険者よりいずれかの会社の再保険に申請する対象又はそ

の一部となる船主、あるいはいずれかの会社の再保険を申請する保険者はすべ

て、まだ会社の社員でない場合は、本定款に従い、かかる加入又は再保険の申請

と同時に会社社員の一員となり、一員であることに同意したものと見なされる。

ただし、保険約款に従い、

a 管理者は船主からの申請は、会社の社員でなく、また社員とならないこと

を条件として受理されることを求める権利を有し、かつ、

b 管理者の書面による別段の同意のない限り、再保険の申請をした保険者及

び自己の船舶がかかる再保険申請の対象又はその一部である船主は、いずれ

も会社の社員ではなく、また社員となり得ない、しかし、いかなる場合も、

すべての船主の保険及びすべての保険者の再保険は、これ等船主又は保険者

が会社の社員であるか否かを問わず、法、定款、及び保険約款に従うものと

する。

C 会社の理事は、すべてその職務にある限り会社の社員である。そしてその名

義は社員登録簿に記載される。

Ｄ 社員資格は譲渡あるいは継承できない。

Ｅ 社員登録簿は、社員が個人的に自費で調査すれば閲覧できる。社員は登録簿

のいかなる内容についてもコピーできない。

（社員資格の終了）

第4条

A 社員は以下の事実によりその資格を失う。

i 理事としての資格においてのみ社員であってそれ以外では資格のない社員

が、理事でなくなった場合、

ii 個人である社員が、本人が死亡するか、本人に対し財産管理命令が発せら

れるか、債権者全般と和議又は債務整理証書が成立した場合、

iii 個人である社員が、精神疾患により禁治産者となった場合、

iv 法人である社員が、解散する場合、

v 理事でない社員が、自己の名義によると再保険によるとを問わず、いずれ

かの会社の保険加入の船舶を持たなくなった場合、

vi いずれかの会社が再保険加入している保険者が、会社の再被保険者でなく
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なった場合。

B 社員であることを止める社員、およびそれぞれの事情により必要となる同人

の遺産相続人、最近親者、破産における受託人、管財人、精神異常により財産

及び事物の管理不能となった者に代り行為をする権限を与えられた人、あるい

は清算人は、かかる終了に拘わらず、終了日後の次の2月20日までの期間につ

き、もし同人が社員を止めていなければ、本定款および保険約款に基づいて会

社に対して負ったであろう全債務額を、会社に支払う責任を継続して負うもの

とする。

（社員の会議）

第5条

会社の社員総会は、少なくとも毎年一回本島又は他の場所において、理事会が

その都度設定する日時・場所で開催されるものとする。

第6条

会社の各年次総会の通知は、会社の役員が、総会通知の受領、出席、投票の権

利を持つ各社員に対し、書面によってなされる。かかる通知はすべて、日時、

場所、議題及び理事の選挙が行われる旨を記して、総会の開会の少なくとも５

営業日前までに送付されるものとする。ただし、

a 会社の理事としての地位の故に社員である者、

b 会社の総会の少なくとも60日以前に社員登録簿に登録された者に限り

総会通知を受領し、総会に出席し、（本人あるいは委任状のいずれかにより）

投票する権利を有する。また、本定款に規定する総会に関する社員の権利と義

務については、しかるべく解釈されるものとする。

第7条

理事会又はその構成員の二名又は理事長は、各員に書面により少なくとも５営

業日の予告通知を送付して、臨時総会を召集することができる。かかる総会は、

本島内又は他の場所において開催され、その通知は総会の日時、場所及び議題

を表示するものとする。

第8条

社員の総会、理事会の会議、理事の委員会の会議の議長は、定足数の出席のあ

る限り、出席者の多数決による同意の下にそしてその旨指示された場合は、会

議を他の日時、場所に延会することができる。ただし、延期が行われた会議に

おいて未決裁であった事項以外は、その後のいかなる延長会議においても処理

されてはならない。
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（社員の会議における投票）

第9条

本人又は代理人による5人の出席をもって、あらゆる社員総会の定足数とする。

第10条

A （電子通信ではなく）書面により指名する場合、代理人を指名する文書は、

指名者又はその委任代理人の手により署名されることを要し、もしかかる指名

者が法人であるときは、その役員中の一員が法人のための代理人の役割を果た

すものとする。

B 電子通信により指名する場合、理事会がその時々により指定する方法で指名

がなされたことを認証する手続きに従うものとする。

C 代理人を指名する文書は、常に本定款第52条に従って、本定款付属の目録に

ある書式によるものとする。代理人に指名される者は必ずしも社員であること

を要しない。

第11条

A 代理人を指名する文書が書面で作成された場合は、これによって指名された

代理人が投票しようとする会議、又はときにより、延長会議の開催12時間以上

前に事務局長に預けなければならない。

B 代理人指名が電子通信で行われ、下記の文書に電子通信の受信アドレスが指

定された場合、

i 会議の招集通知

ii 会議に関して組合が送付した代理人指名文書、あるいは

iii 会議に関して組合が作成した代理人指名のための電子通信による案内状

電子通信は、指名された代理人が投票しようとする会議、又は延長会議の少な

くとも開催12時間前に上記アドレスにおいて受信しなければならない。

電子通信における「アドレス」は通信用に使用される数字及び宛先を含む。

第12条

A 会社の総会において討議のため社員が提起した問題はすべて出席者又は委任

状による代理人の多数票によって決定されるものとする。かかる問題は、会議

の議長又は少なくとも5人の出席者又は委任状による代理人の投票請求がある

場合を除き、挙手によって決定される。総会において、議案が投票によって決

定される場合を除き、当該会議の議長が、決議案が可決されたことを宣言し、

会議の議事録にその旨が記録されれば、それが事実であることを証するに足る

ものとなる。投票数が同数であるときは、議長は動議支持者又は決定投票者と
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なる。

B 定款第14条(C) (iii)項に従い、理事選出のための無記名投票は、理事会が随時

定める方法及び日時によって行うものとし、郵送による無記名あるいはその他

のいかなる方法も可能である。ただしかかる無記名投票において一社員は、候

補者に対して空席以上の数の投票をしない限り、郵便投票その他によってなす

ことかでき、一社員が投票する対象の各候補については社員が通常の投票に際

して保有していたであろう投票数と同一の投票権を有する。かかる無記名投票

の結果は公表され、会社の総会の不可欠部分とみなされる。

Ci 挙手による場合は、社員はすべて一票を有する。

ii 投票による場合は、社員は以下の(a)項乃至(c)項に規定する票数を有し、資格

のある場合は各項に基づく複数の投票をなすことができる。

a 定款第3条(c)項によって社員の資格をもつ理事―一票

b 社員がその名において一船舶又は複数船舶を、これにつき固定保険料の支

払義務を負うことを条件として会社に付保している場合の船主　―　一票

c 社員がその名において一船舶又は複数船舶を、コール（保険約款の定義の）

の支払義務を負うことを条件として会社に付保している場合の船主

i 加入総登録トン数1,500トン以上の各船につき　―　一票

ii その他の加入総登録トン数1,500トン未満の船舶　―　これ等船舶の隻数に

関係なく一票のみ

ただし、会社により再保されている保険者は、本条項の如何なる面においても

投票する権利はないものとする。

D 複数人が同一船舶につき会社に共同加入していることを事由に社員である場

合、一社員のみが通知を受け、総会に本人又は代理人による出席をし投票する

ことができる。これ等社員間に協定のないときは、関係の加入証明書中の筆頭

名義人が通知を受け、総会に本人又は代理人による出席をし投票することがで

きる。

（理事及び理事会）

第13条

理事の総数は、社員が随時定めるところにより10名を下まわることなく35名を

超すことはない。

第14条

A 年齢70歳に達しない者は、当人が(a)本島内に定住するか、又は(b)会社に保険

加入する10,000総登録トン以上の一船舶又は複数船舶の船主又は代理人である
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法人の所有者もしくは代理人又は役員、あるいは執行権限を付与されて雇用さ

れた者のいずれかであれば理事に指名され、選出され又は再選される資格を有

する。

B 管理者及び管理者の従業員は、理事に指名され又は選出される資格はない。

Ci 各年次総会において、前回選出又は再選されてから三年の期間を終了した理

事はその職務から退任するものとする。本定款上、「年数」は会社の一年次総

会から次の年次総会までの期間をいう。

ii 定款第14条(C)(i)項により退任する理事及び第14条(A)項により理事に在職する

資格のある者は、再選の資格があるものとする。

iii 上記のようにして理事が退任する会議において、会社は有資格者を選出する

ことによってその空席を満たすことができ、有資格者がない場合には退任理事

が再任の用意があることを表明すれぱ再選されたものとみなすことができる。

ただし、かかる会議において、かかる空席を満たさないことを明確に決議した

場合又はかかる理事の再選決議が会議に上程され否決された場合はこの限りで

ない。理事職の空席以上の候補者がある場合には、選出されるべき者は、定款

第12条(B)項の規定に従って実施される無記名投票によって選抜されるものと

する。

iv 会議において退任する理事以外、その総会が開催される年の6月30日以前に会

社の登録事務所宛に下記の通知が送達されない限り、何人も総会において理事

職に選出される資格がない。

a 少なくとも5名の社員により署名された推薦状であって、その誰もが推薦状

に名のある他の推薦社員自身又はその代理人により会社に保険加入している

いずれの船舶について、何等の商業上、所有権上又は業務上の利害関係を持

つことなく、かつ社員各人は選挙のためかかる人物を推薦する意向のある会

議に出席し投票する正当な資格のあること、及び

b 当該人物が選出に応じる旨を署名した通知状

v 理事は、随時又はいかなる時でも、理事会における不時の空席を満たすため、

資格のあるいかなる人物をも指名する権限を有し、存続理事は欠員数に拘わら

ず行為をすることができるが、存続理事数が10名を切ることになれば、存続理

事は直ちに最低10名の存続理事数を回復するため充足数の人物を指名しなけれ

ばならない。この場合指名された理事は次回の総会までの期間のみその職務を

行うものとし、同人は定款第14条(A)項に基づき職務に就く資格を保持してい

る限り再選されることができるものとする。

定款

7



第15条

A 会社の業務は、理事によって運営され、理事は社業の推進及び組織強化に要

したすべての費用を支払い、本定款又は保険約款その他明示の授権によって理

事に与えられた権利、権限に加え、会社が行使し遂行できるか、あるいは法令、

本定款もしくは保険約款によって会社の総会において権限を行使し行事を遂行

するよう明示の指定がなされていないすべての権限の行使及び行事の遂行をな

すことかできる。ただし、その場合でも、あらゆる法令並びに本定款及び保険

約款の規定には従わなければならない。本定款の規定に従い、会社の業務は総

会において会社がその時々に適用する保険約款によって遂行され、総会におい

ては会社は保険約款に対しいつでも変更、廃止又は追加をすることができる。

B 上記の一般原則を損なうことなく、理事は会社の全権限を行使して借入れや

会社の営業権及び資産の全部又は一部に抵当権を設定し又は担保に供すること

ができ、また社債その他の債権を発行することができる。

第16条

理事は会社の事務に就き全般的に監督し、これについて制限されることなく、

会社の正確な会計簿記を行い、すべての金銭及び証券類を安全に保管する責任

を負い、監査人の請求があれば帳簿、計算書および証票類を提出し、監査人に

対しその義務遂行に必要な情報及び説明をなすものとする。

第17条

理事はその権限のいずれをも2名以上の理事で構成する委員会あるいは、理事

あるいは理事が随時適当と考える理事以外の人物で構成する監査委員会に委任

することができるが、いかなる監査委員を含め、かかる委員は理事が課する指

示に従わなければならない。

第18条

理事は随時管理者に本定款及び保険約款によって理事に付与されている権限、

義務及び裁量権を適当と思うところに従って委任することができ、かかる権限、

義務、及び裁量権は、理事が決定し得る期間、条件及び制限に従って行使でき

るものとし、理事はいつでもかかる委任を撤回できる。ただし、本定款に含ま

れた前述の条項中の事柄であっても、以下については理事はその権限、義務及

び裁量権を管理者に委任できないものとする。すなわち、

A 法律により理事が自ら遂行することを要するもの、

B 総会及び総会における議事進行に関するもの、
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C 定款第15条(B)及び第20条によって授権されているもの、

D 理事会、委員会の会議及びその議事進行に関するもの、

E 管理者又は事務局長の任命に関するもの、

F 公印、準備金、会計及び総会の通知に関するもの。

従って、i）理事はいつでも、また随時管理者に対する書面通知によって上記の

通りかかる委任、条件、条項及び制限を撤回又は変更することができ、また ii）

本定款に含まれた以上の条項及び上述の委任は、管理者を会社の理事にするも

のではない。

第19条

理事は、自己が会社との間でなそうとする契約、事柄、協定に関する、もしく

は上述のような利害関係のある動議について投票してはならず、又は定足数に

算入されてはならない。もし投票したとしても、その投票は算入されないもの

とする。

第20条

理事の報酬は、総会において会社がその時々に理事に対して割当てることを票

決した額（もしあれば）とし、かかる金額は（票決によって別段の決定がなさ

れない限り）決議に従って理事間で分配されるものとし、決議が整わないとき

は均等に分配される。理事の報酬は日々継続して生じるものとみなされる。

第21条

理事はまた、会社の理事会、理事の委員会又は総会への出席及びこれ等の会議

からの帰路に正当に要した、あるいは会社の業務に関して要した旅費、宿泊費

その他の費用の全額の支払を受ける権利を有する。

第22条

理事会の業務処理のための定足数は2名とする。

理事や理事会の委員会メンバーは、理事会及び委員会に、会議電話あるいは出

席者全員が交信可能な通信手段を用いることにより、参加することができる。

かかる参加者は会議に出席したものと判断され、投票権が与えられ、しかるべ

く定足数と数えられる。別段の合意のない限り、かかる会議は多数の出席者の

集合する場所で行われるものと見なされ、もしかかるグループがない場合は会

議の議長が出席する場所で行われるものとする。

第23条

あらゆる理事会において提起される問題は出席する投票権者の多数によって決

定されるものとする。
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投票が同数のときは、議長は動議支持者又は決定投票者となる。

第24条

理事の誰かの要求があれば事務局長は、また一理事は、いつでも理事会を招集

することができる。

理事会の通知は電話その他の方法によってなすことができる。

第25条

全理事の署名によってなされた書面による決議は、あたかも正当に招集され成

立した理事会を通過したかの如く適法かつ有効なものとする。

第26条

A 理事の職位は、以下の場合直ちに空け渡すものとする。

i 理事が定款第14条に定める指名、選出又は再選の資格を失ったとき、

ii 会社に書面により退任を届出たとき。

B 法に反対の規定がある場合は別として、定款に従って召集される臨時又は年

次総会において、社員は理事を解任することができる。かかる会議の通知には

すべてその旨の趣意書が含まれることを要し、かかる会議においては当該理事

はその件につき審問を受ける権利を有する。本定款には、会社の理事その他の

任命の廃止について当人に支払われる補償又は損害賠償の権利を当人から剥奪

することとなる何等の規定もない。本定款に基づく一理事の解任によって生じ

る空席は、かかる理事が解任される会議において社員が選挙することによって

満たされ、かかる選挙がおこなわれないときは、定款第14条(C)(v)項に従って

満たされるべき空席があるものとされる。

（議事録）

第27条

理事は以下の目的のため議事録を正しく記帳させるものとする。

A 役員のすべての選挙及び任命

B 各理事会及び理事の委員会の出席者氏名

C 理事及び理事の委員会によるすべての指令

D 各社員総会、各理事会又は理事の委員会のすべての決議事項及び議事進行経過。

（理事以外の役員）

第28条

会社の役員は、一名の理事長、一名又は複数名の副理事長、一名の事務局長、

及び理事が随時定める理事会会長を含むその他の役員をもって構成される。
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第29条

各年次の理事選挙後都合つき次第、理事はそのうちの一名を会社の理事長に、

また一名以上を副理事長に選任又は選挙し、また理事会が理事会会長を持つこ

とを望むときは、理事はその仲間中からかかる役員を選任又は選挙する。その

他の役員は理事がその都度定めるところに従って任命される。

第30条

事務局長は理事によって任命されるものとし、理事が満足する限りその職を保

持するものとする。

事務局長は理事であることを要しない。

第31条

理事は財務局長を任命することができ、理事が満足する限り財務局長はその職

を保持するものとする。財務局長は理事であることを要しない。

第32条

理事は事務局長補佐及び財務局長補佐などの、その他役員を任命することがで

き、これ等の役員は理事の満足する限りその職を保持するものとする。

第33条

同一人物が理事会会長、理事長、事務局長、及び財務局長の職に就くことがで

きる。副理事長は誰でも事務局長又は財務局長の職に就くことができる。

第34条

理事会会長（もしいれば）は、会長が出席するすべての社員会議及び理事会議

において議長を勤めるものとする。会長欠席の場合は、理事長が出席しておれ

ば議長を勤め、両者欠席の場合は、副理事長の一名が議長を勤める。これ等の

者が誰も出席しないときは、議長は会議出席者により選任又は選挙されるもの

とする。

第35条

事務局長又はもし在職していれば事務局長補佐は、すべての社員会議、理事会

議及び理事の委員会議に出席し、その会議の正確な議事録をつけ、その目的の

ため用意された正規の帳簿に記録するものとする。彼らは法もしくは定款に記

載されている、又は理事が随時記載するその他の職務を遂行するものとする。

（管理者）

第36条

トマス・ミラー（バミューダ）リミテッドを会社の管理者とする。

定款
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第37条

管理者は、すべての理事会、理事の委員会及び会社の年次又は臨時総会の会議

に出席することができる。

第38条

本定款によって管理者に現在委任されている権限、義務及び裁量権に加え、ま

たこれ等を損なうことなく、管理者は保険約款によって付与され又は課される

ことのあるすべての権限、義務及び裁量権を遂行し、果すことができる。

第39条

何等かの権限、義務又は裁量権が本定款によって管理者に委任され、あるいは

保険約款によって付与又は課されたときは常にかかる権限、義務又は裁量権は、

本定款に基づき、又は（場合により）保険約款によって、これ等に関し管理者

に課せられた条件、条項又は制限に従って、管理者の一員又は複数者により、

あるいはこれ等が委任又は再委任される管理者の使用人又は代理人によって遂

行することができる。

（会　計）

第40条

会社が現有する現金類であって、本定款又は保険約款に基づいて充当されるべ

きクレーム、経費又は支出金に応ずるためには差当って必要としないもの及び

諸準備金を、理事が適当と考える投資対象に投資することができる。

第41条

理事は、会社の資産及び負債の現状を表示する方法で会社の全取引につき真正

の勘定を記録させ、常に会社の登記事務所又は理事が随時決定するその他の場

所に会計帳簿類を保管して常時理事の点検に供させるものとする。

第42条

理事会は、定款第43条に従って任命された監査人により、少なくとも年一回会

社の会計を監査させるものとし、かかる監査済みの会計は各年の年次総会にお

いて社員に提示し、社員の点検に供するものとする。

（会計監査）

第43条

年次総会又はこれに続く臨時総会において、社員独自の代表を会社会計の監査

人として任命し、任命された監査人は社員が他の監査人を任命するまで、その

職を保持するものとする。かかる監査人は、その職にある限り会社の理事又は

役員とはなり得ない。

定款
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第44条

監査人の報酬は、任命時又は任命後社員によって取決められ、社員はこの義務

を理事に委任することができる。

第45条

監査人の職が空位となるか又は監査人がその義務を履行し得なくなったときは、

理事は可及的速やかに、空位となった席を埋めるため監査人か又監査人が職務

遂行不能の間代理する監査人代理を任命する臨時総会を召集するものとする。

第46条

A 監査人はその職務遂行のため必要とする帳簿、計算書及び証票類を審査しな

ければならない。

B 監査人は各年の年次総会において社員に対し、その審査した会計の報告書を

作成しなければならない。

C 監査人には、会社が保有する全帳簿の目録が提供され、いつでも会社の帳簿、

計算書、証票類を見る権利が与えられ、その職務を履行するに必要な情報及び

説明を理事に求めることができる。

D 監査人は、あらゆる会社総会に出席し、同人が審査し報告した会計が会社に

提示され会計について望むならば陳述又は解説をする権利を有する。かかる会

議の通知は、社員に対して定められたものと同一の方法によって監査人になさ

れるものとする。

（通　知）

第47条

会社は社員に対し、法、本定款又は保険約款に別段の定めある場合を除き、社

員宛てに料金支払済の書状をクーリエあるいは郵送するか、又は電報、有・無

線電信、ファクシミリ（ファックス）又は電子通信により、以下の通り通知又

は他の書類を送達することができる。

i 社員が自己宛に会社の送達すべき住所として会社に明確に提示済みの住所

宛、（同様の目的で提示された、電子通信のための、いかなるアドレスを含む）

又は、

ii かかる住所が提示済みでないときは、組合員の登録簿上に記載の住所宛。

第48条

A クーリエあるいは郵送により送達された通知又は他の書類は、これ等がクー

リエに引渡されたあるいは投函された翌日に送達されたものと見なし、その証

明は、通知又は書類が正しく宛名書きされ、クーリエに引渡されたか、あるい

定款
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は郵便切手が貼付郵印され、かつ投函されたことを証明すれば足りる。

B 通知その他の書類が電報、有・無線電信、ファクシミリ（ファックス）又は

電子通信により送信されたときは、これ等が発信された当日をもって送達され

たものと見なす。

第49条

組合は、委任状（代理人を指名する文書）を含み、以下に掲げるいかなる電子

通信をも受取るものではない。

i この目的で組合により提供されたアドレスで受信しなかったもの

ii コンピュータ・ウィルスその他の汚染された、或いはその疑いのあるもの

iii ときにより組合が行う認証手続きに適応しないもの

（公　印）

第50条

理事は公印の安全な保管のための処置を講じるものとし、公印は理事会の権限

に基づくか又は理事会が自己に代っていずれかの理事委員会に対してなされた

権限委任に基づいてのみ使用されるものとし、公印が押捺されるすべての文書

は、理事により署名されるものとする。あるいは、会社の代表として認証が必

要な文書は、理事会がこのために任命した者により公印を押捺することなしに

署名又は認証することができる。

（定款の変更）

第51条

理事会は随時、定款を廃止、変更、修正、又は付加することができる。ただし、

かかる廃止、変更、修正、又は付加は臨時総会又は次回の年次総会において追

認されるまでは、発効しないものとする。

（委任状）

第52条

定款の一部をなす付属書にある委任状書式は、特定事件の実態に即して必要な、

かつ理事が承認する変化、変更に従って使用されるものとする。

（補　償）

第53条

A 会社のすべての理事及び役員及び定款で認められた委員会を構成するいかな

る委員並びに管理者（本条(C)項に定義された）は、会社の基金より支出する

ことは理事（会）の本務であるが、当該理事、役員又は管理者がそれぞれの立

場において発生した、あるいは被ったすべての費用、責任、損失、損害及び出
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費に対し補償されるものとし、それらは契約、不法行為、法令あるいは外国の

法律又は規則のもとで生じる責任及びすべての合理的に支払われるべき法的、

その他の費用及び出費を含むものとする。そして、本定款に規定する補償は任

命あるいは選任に瑕疵があるにもかかわらず、そのように任命あるいは選任さ

れたと合理的に信じることができる場合は、当該理事、役員又は管理者の代理

人に対しても補償するものである。

ただし、本(A)項に規定の補償は、法律が無効とするものを含むものではない。

B 本条(A)項に規定するすべての人物は民事、刑事に係らず、勝訴あるいは無罪、

あるいは会社法適用に関して裁判所から無罪放免となるような訴訟の弁護にお

いて、会社の理事及び役員並びに管理者としての立場で発生したすべての責任

に対して、会社の基金より補償されるものとする。

C 本定款の趣旨から、「管理者」は管理者及びその義務を委任されているすべて

の使用人および代理人を意味する。

Ｄ 本定款(A)項及び(B)項に規定の会社の理事、他の役員、定款で認められた委

員会を構成するいかなる委員あるいは管理者に対する補償は、会社により完全

に所有あるいは支配された子会社の理事、他の役員及び管理者にも適用される。

第54条

定款第53条に指定の何者も、かかる者の中の他人の行為、受領、怠慢、又は不

履行に対し、あるいは整合性のため行った受領その他の行為での共同行動に対

し、また会社のため会社の代理人として理事の命令によって取得した資産に対

する権利証の不備不足のため会社に生じた何等かの損失、出費に対し、また、

投資予定のあるいは投資した会社の金銭に対する担保の不備不足に対し、また

金銭、有価証券あるいは財産を預託した者の破産、返済不能あるいは不法行為

から生じた損失あるいは損害に対し、また上記の者の判断上の誤謬、不作為、

不履行又は看過によって生じた損害に対し、会社あるいはその子会社に関連し

て起こるその他の損失、損害又は不運事に対しては責任を問われない。ただし、

本定款に規定する責任免除は、法律が無効とするものには適用されない。

第55条

承認或いは追認され別途規定されない限り、本定款に規定され、あるいはこれ

に従い認められた補償及び責任の免除は、その補償及び免責の権利をもつ立場

を終了した者に関しても継続し、又その者の相続人、遺言執行者、財産管理人

に対しても効力を有する。
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（付　属　書）

委任状書式

ユナイテッド・キングドム・ミューチュアル・スティーム・シップ・アシュア

ランス・アソシェーション（バミューダ）リミテッドの一社員である下記署名

者は、ここに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を以て、記名の順序に従い署名者の代理人とし、２０　　年　月　日に開催さ

れる会社の（年次又は臨時）総会又はその延会のすべてにおいて、署名者に代

り、投票をなさしめる。

下欄に投票を希望するいずれかに✓印のこと。

　賛　 　否　

決　議　案　(1)

決　議　案　(2)

等

別段の指示のない限り、代理人は当人が適当と考えるところに従って投票する。

上記の証として、２０　　年　月　日　署名者の署名下記の通り。
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