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複雑なP&I保険の日本のメンバーへの指針・舵取りのために



UK P&Iクラブの日本のメンバーの皆様の
ための出版誌「LOOK OUT」の創刊にあ
たり、日本支店より一言ご挨拶申し上げま
す。クラブが取り組んでいる業界のいくつ
かの主要問題点の特色を皆様にお届けで
き、また、日本のメンバーの皆様が日々直
面する困難な問題に助言を提供し、革新
的なソリューションを見つけるお手伝いが

出来るクラブの有能なスタッフをご紹介させて頂けることを慶ん
でおります。

UK P&Iクラブ日本支店は、1989年(平成元年)4月に当時の大
蔵省よりUKバミューダクラブの支店として日本における外国保
険業免許を取得して営業を始めました。その後、2013年(平成
25年)には、クラブの組織再編により、現在の金融庁よりUKヨ
ーロッパクラブの支店として新たに免許を取得し、現在に至っ
ております。設立当初、丸の内にて4名でスタートした日本支
店は、皆様のご理解とご支援を賜り、現在は浜松町に11名、
2015年4月にオープンした今治事務所に1名の、計12名体制
となりました。

ロンドンの本社と連携して、弊支店は、メンバーの皆様に保険
の引き受け及びクレーム・ハンドリング・サービスのみならず、
ロスプリベンション、業界の諸問題、その他の問い合わせに対
するアドバイス等のサービスも提供しております。特にクレーム
に関しては、当クラブのコレスポンデンツとして日本の船主及び
オペレーターの皆様に仕えて約50年の歴史と経験があるISS 
P&I Japanとともに、クレームを管理しております。両者でメンバ
ーの皆様の海難事故対応とクレーム・ハンドリング・サービスを
提供できるパートナーシップを組んでおります。

UK P&Iクラブは、船主自身がコントロールしてP&I保険やその
他のサービスを出版物やウェブサイトを通して国際的な海運業
界に向け提供するリーディング・プロバイダーであることを経営
ビジョンとしており、これをメンバーの皆様に実現できるよう奮闘
いたします。日本語のウェブサイトを提供できることを大変誇り
に思っております。

本「LOOKOUT」創刊号は、英文と和文、紙媒体でもクラブの
ウェブサイト上でも入手出来ます。皆様のお役に立てば幸いで
す。メンバーの皆様へのサービスの範囲と質の向上に励みま
すので、皆様の忌憚の無いコメント及びフィードバックを頂けれ
ば幸いです。

最後に、日本におけるUKクラブに対するメンバーの皆様の変
わらぬご支援に感謝いたします。

日本における代表者
大岩　正樹

LOOKOUT 
Lookoutは、UK P&Iクラブが発行するニ

ュースレターです。クラブのグローバル

ネットワークから寄せられた話題の最

重要ニュースを日本のメンバーの皆様

にお届けします。Lookoutでは、人身ク

レーム、ロス・プリベンション、防御、お

よび業界特有のトピックを扱います。

このニュースレターに掲載されてい
る情報は法律上の助言ではありませ
んので、ご了承ください 。

CONTENTS 
ごあいさつ                                      2-3 

増加する乗組員のクレーム              4-5 

業務上の疾病 6-7 

フィリピンの法制度問題 8-9 

海上サイバー・セキュリティ           10-11 

テクノロジーと安全                      12-13 

貨物の液状化                             14-15 

LNG船の航海傭船契約               16-17 

専門分野の連絡先                      18-19  

ごあいさつ  

エディトリアル 
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エディトリアル   

LOOKOUTはUKクラブが日本のメンバーの皆様にお届けする刊行誌です。創刊号を

お読みの皆様を心より歓迎いたします。

2008年の金融危

機以降、業界は史

上最悪とも言える

不況に見舞われ、

船主とオペレータ

ーにもその影響が

及んでいます。

一部セクターでは運賃が史上最低の水準

に落ち込み、収入は操業コストを賄うこと

ができるか難しい状況です。経済の先行

きは不透明で、船主にとっては今後も困

難な時期が続きます。一方で、合理化、オ

ペレーターの統合、解撤、係船により海運

業界が適応するにつれて、市場の信頼は

程なく回復すると期待されます。

この困難な時期に、メンバーの皆様はビ

ジネス・パートナーに確実性と安定性を求

めており、UKクラブにおいても、メンバー

を支援し、その利益を全世界的に代弁し、

メンバー擁護を確かにすべく重点を置い

て取り組むことに自信をもっております。

UKクラブはメンバーの皆様に予期せぬ問

題がいつどこで発生しても対応できる体

制を整えており、多くのロス・プリベンショ

ンの取り組みを通じてメンバーの皆様を

支援するとともに、クレームの発生や商業

活動の阻害などのリスクに安全な舵取り

をしています。

UKクラブの継続的な取り組みの一環とし

て、LOOKOUTでは、クラブのクレームの

経験をメンバーの皆様と共有し、業界に

おける問題や進展を取り上げることを目

指しています。

創刊号では、増加し続ける乗組員の疾病

クレームについて検討し、メンバーの皆様

が今日の課題に取り組むためにUKクラブ

が提供するサポートについて考察してい

ます。

ソフィア・ブラード(クルー・ヘルス　プログラ

ム・ダイレクター)とジョン・ターナー(人身ク

レーム総括チーム長/シニア・クレーム担

当)は、海上での乗組員の健康の重要性

について取り上げます。

また、トニー・ニコルソン(シニア・クレーム

担当)とスティーブン・マイケルズ(シニア・

クレーム担当)は、フィリピンの法制度の

展開について最新情報をお伝えします。

他の業界と同様、海運業界へのサイバー

脅威は海上警備業界に新たな問題をもた

らしています。船主は、事業と財務業務(

経理、支払い、銀行手続など)に対する絶

え間ないリスクに直面しています。デイビ

ッド・トンプソン(UKクラブシグナム・サービ

ス コンサルタント部門捜査担当)が、サイ

バー・セキュリティのリスクと海運業界にお

ける振り込め詐欺についてお伝えします。

UKクラブでリスク・アセッサーを務めるデ

イビッド・ニコルは、船舶の座礁や衝突を

引き起こす要因を取り上げて、安全な航

行を実現するための対策をご提案します。

性来的に危険性のある貨物の運送は、依

然大きな問題となっています。特に貨物

の液状化はUKクラブのロス・プリベンショ

ン活動における重要な課題です。

ジョージ・デバリーズ（ロス・プリベンション・

アドバイザー）が貨物の液状化への取り組

みについてお伝えします。

LNG(液化天然ガス)業界の最新の進展

では、LNGスポット市場の拡大を見据え、 

BIMCOとLNG輸入者国際グループ(GI-
IGNL)が、共同で初の信頼置ける航海傭船

契約書式、LNGVOYを策定しました。これ

の審議およドラフティングに携わったスミッ

ト・マドゥー(L4シンジケート・マネジャー)が、

貨物の燃料としての使用、ヒール(貯残)、

ボイルオフ、および遅延への対処法などの

取り組むべき主な問題をお伝えします。

読者の皆様には、LOOKOUT創刊号で興

味深い記事を見つけていただくことを願っ

ています。本誌に関するご意見・ご感想の

ほか、今後の号についてのご提案もお待

ちしています。

最後に、UK P&Iクラブでは、本年日本のメ

ンバーのためのセミナーとレセプションを開

催する予定です。詳細につきましては後ほ

どお知らせいたします。

ポール・セッションズ (Paul Sessions)
UK P&Iクラブ 

日本地域総括ダイレクター 
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乗組員問題

増加する乗組員のクレーム
ソフィア・ブラード (UK P&Iクラブ・クルーヘルスプログラム・ダイレクター)が、船員の疾

病クレーム増加の原因を探るとともに、リスク抑制に向けた取り組みについてお伝え

します。

P&I業界は年間4億ドル以上に及ぶ傷病

や死亡のクレームを処理していると推定

されています。こうしたクレームの64%
近くは船員の疾病クレームです。

この問題はここ10年間で、日本の船舶

オペレーターにとって特に深刻になって

います。2002年から2011年の10年間

で、5年経過時点の人身クレームに係る

支払保険金および見積額は7億600万

ドルです。そのうち船員の傷病クレーム

は5億2762万ドル(74.71%)に上ってい

ます。当クラブ全体のクレーム見積額を

含めたクレーム総額に占める割合は、

船員の傷病クレームだけで31.27%とな

っており、27%を占める貨物クレームよ

り多い割合を占めています。船員の疾病

クレームは複雑で、以下のさまざまなコ

ストが発生します。

• 疾病手当

• 治療費 

• 本国送還費用 

• 後遺障害の補償 

クレームはなぜ増加したのでしょ
うか？ 

日本の船舶で働くことがその原因でない

ことは明らかです。事実、同じ船主のグ

ループ内の比較においても、傷害クレー

ムが安定的な状況であることと対照的

に、船員の疾病クレームは大幅に増加し

ています。

一方この間、日本の海運業には、根本

的な変化がありました。その一つは、運

航管理の国際化であり、アジアやその他

の地域で海外マネジメント会社を設立し

たことがあげられます。

船員の採用はフィリピンなどの船員供給

国の事務所に委託されました。日本のオ

ペレーターは現在、船員の健康状態や

海上勤務の適合性検査を現地の船員配

乗会社やクリニックに頼っています。

 

UK P&I  PEMEはどう役立つか？

クラブの調査により、クリニックの水準に

はかなりの差があることがわかりました。

各地で適用されている医療基準は、通常

当該国で定められた法的最低基準であ

り、こうした現地での健康診断は、船主の

補償責任に大きな影響を与えるであろう

持病や既往症を発見するには不十分でし

た。船主にとっては、補償責任が数十万

ドルに及んだり、オペレーションが大幅に

中断することもあり、重大な問題となりえ

ます。

UKクラブはフィリピン、インド、インドネシ

ア、シンガポール、タイなどの主要な船員

採用国を含む30ヶ所以上の場所に専門

のクリニック網を構築しました。こうしたク

リニックはクラブのガイダンスのもとで健

康診断の水準を高めています。

クリニックはクラブに対する説明責任を負

い、ロンドンにあるクラブのPEME専門チ

ームと定期的に連絡を取り合っています。

すべての健康診断報告書はPEMEチー

ムに送られ、クラブは船員の病歴を機

密情報としてデータベースで管理してい

ます。

クラブは健康診断の料金を直接クリニッ

クに支払います。独立した監査人と共同

でクリニックの厳重な承認・監査を行い、

高水準の維持を徹底させています。

PEMEチームは健康診断プログラムの

事務処理を行い、船員採用の質に関し

て有益な報告書と知見を提供します。メ

ンバーは現在、タンカーやドライバルク

のオペレーターから、大手クルーズライ

ンに至るまで、このPEMEプログラムを利

用しています。

日本におけるPEMEプログラムの詳細に

ついては、クラブが提供する『日本にお

けるPEME』のパンフレットをご覧くださ

い。
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乗組員問題   

PEME健診項目の比較 

フィリピン保健省      UK P&Iクラブ 註・対象疾病
AO規則2013-0006  

身体検査及び病歴 はい はい 視診

視力検査 はい はい 遠見・近見視力 

石原式色覚検査 はい はい 色盲・色弱

聴力検査 はい はい 純音聴力測定のみ      

心エコー検査（ECG）* はい はい 心機能 

歯科検査* はい はい 一般検診のみ 

尿検査（10項目）** はい はい 尿蛋白・尿糖

完全血球算定・血液型算定 はい はい 血球数・血液型

胸部X線検査（デジタル）* はい はい 胸部レントゲン・結核

TP抗体検査（TPHA） はい はい 性感染症

食品取扱者向け検便 はい はい 寄生虫検査

血清学的妊娠検査 はい いいえ 

A型、B型、C型肝炎 いいえ はい A型、B型、C型肝炎

HIV検査 いいえ はい# エイズ・HIV

薬物検査（DAAT-5） いいえ はい                    薬物・アルコール検出 

心理検査 いいえ はい  

肺機能検査（PFT） いいえ                      はい                    肺機能

血液化学検査 いいえ はい 主要臓器機能  

空腹時血糖値検査(FBS) いいえ はい 糖尿病  

コレステロール・中性脂肪 いいえ はい 高コレステロール

SGPT検査 いいえ はい 肝・腎機能 

SGOT検査 いいえ はい 肝・腎機能 

ビリルビン検査 いいえ はい 腎機能疾患  

ALP検査（アルカリフォスファターゼ） いいえ はい 肝機能疾患 

BUN検査（尿素窒素） いいえ はい 肝・腎機能 

クレアチニン検査 いいえ はい 腎機能疾患 

#  法律で認められている場合

*  クリニックが必要と判断した場合の追加検査項目

** 血糖値、潜血のための尿検  
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業務上疾病のリスクを削減 
ジョン・ターナー(UK P&Iクラブ人身クレーム総括チーム長)が、乗組員の疾病クレーム

の1つの要素である業務上疾病について考察します。

国際海運会議所(International Chamber of 
Shipping)の報告によると、現在世界の商

船で働く乗組員数は約120万人に上りま

す。船員のクレームがメンバーに及ぼす

金銭的負担を考慮すると、メンバーは業

務上の疾病における自らの責任を明確に

理解し、リスクを抑制するために取るべき

対策を把握しておくことが重要です。

  
業務上疾病とは？

業務上疾病の定義は国際的に統一され

ていないため、各国の法解釈を確認する

必要があります。国際労働機関(ILO)は、

業務上疾病について、1981年の「職業

上の安全および健康に関する条約」の

2002年の議定書、および1964年の「業

務災害給付に関する勧告」に示された定

義を使用しています(いずれも海運セクタ

ーには適用されません)。

業務上疾病では、特定の職場環境/活動

にさらされることと、問題になっている疾

病との間の因果関係が求められます。

The POEA-SEC 

フィリピン海外雇用庁(POEA)によると、  
2014年に海運業に従事するフィリピン人

は401,826人に上り、すべての船員が

POEA制定の標準雇用契約(POEA SEC)  
の下で雇用されています。POEA SECは

最も広く使用されている契約の1つである

ため、業務上疾病に関連するPOEA SEC
の規定を確認することは非常に参考にな

ります。

セクション32Aには肺炎などの感染症か

ら消化性潰瘍、高血圧に至るまで、包括

的なリストが記載されています。

一見するとこのリストは非常に幅広く思わ

れますが、POEA-SECで病気が業務上

疾病と見なされるためには、次の条件を

満たす必要があります。

1. 船員の業務に、その病気に関しPOEA 
SECに記載されたリスクが含まれてい

ること。心臓発作などの(既存の心疾患

には関連しない)心血管系の症状につ

いては、船員が発作前の24時間に過

度の負担のかかる作業に従事していた

場合は、業務上疾病と見なされます。

2. POEA SECに記載されたリスクにさらさ

れた結果、船員が罹患した場合。たと

えば、高血圧、または糖尿病を患って

いることがわかっている船員が、薬の

服用や医者の勧める生活習慣の改

善を怠ったために心臓発作を起こし

た場合は、業務上疾病とは見なされ

ません。

3. リスクにさらされていた期間内にその他

の発症要因のために船員が罹患した

場合。これは通常、医療専門家がこの

問題に関するデータと船員の就労記録

を参照して判断します。

4. 船員側に悪質な過失がなかったこと。-

POEA SECのセクション20(D)による

と、船員自身の故意の行為により、け

がや病気を負った場合は補償対象にな

りません。たとえば、船倉の清掃を命じ

られた船員が、フェイスマスク装着の義

務があることを指示され、船上で入手

できるにもかかわらず、適切なフェイス

マスクを装着しなかったとします。その

後、船員が呼吸器の病気を発症し、フェ

イスマスク装着の義務に従っていれば

これが防止できた場合は、船員の過失

による発病になります。ただし、挙証責

任は船主にあります。

もし、上記の条件のいずれかが満たされ

ない場合、メンバーは業務上疾患のクレ

ームに対して、適切に抗弁出来るでしょ

う。またPOEAには、乗組員が故意に既

往歴を隠した場合の対抗措置を定めてい

ます。

フィリピンの法律には問題があるものの、

他の多くの雇用契約や労働協約(CBA)に

比べて、POEA SECには詳細な記載があ

ります。
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各国における法的問題

契約で業務上疾病について触れているに

もかかわらず、それについてまったく定義

していない場合は、困難に直面することが

あります。契約に業務上疾病の定義がな

い場合、状況を明確にするには、その国

の法律に委ねられることがほとんどだか

らです。その結果、何を業務上疾病と見な

すかという解釈が寛大になる可能性があ

ります。

トルコや韓国においては、法律上、船上で

症状が現れたすべての病気は業務上疾

病と見なされ、乗組員に契約に基づいた

補償の権利を与えています。

 

たとえば、原因不明の末梢神経系疾病で

あるギランバレー症候群の症状が表れた

船員に、雇用契約に基づいて後遺障害手

当が全額支給されたケースがあります。

同様の問題はギリシャの法律にも見られ

ます。ギリシャ法第551条および第1915
条に基づき、多くの病気、特にストレス性

の病気は「事故」であり、補償の対象と見

なされます。これは特に直ちに治療を与え

られなかった場合に当てはまりますが、通

常はメンバーの過失ではなく、その発症時

に船が遠隔地にいたことが原因です。

メンバーはどのようにクレームのリ
スクを抑制できるでしょうか？

この種のクレームのリスクを抑えるために

メンバーが取ることのできる具体的な対策

があります。

カギとなる要素は、乗組員雇用前健康診

断(PEME)です。

すべての船員は、乗船前に雇用前健康診

断を受ける義務がありますが、これらの健

康診断の水準には大きな差があります。

 

旗国によっては最小限の情報のみが必要

な場合があり、問題を発見する可能性は

限られます。より詳細な雇用前健康診断

を要求することによって、リスク要因と既

往症 (高血圧や糖尿病など) を明らかにす

ることができます。

船員に既往症があっても、必ずしも海上

勤務からはずされるわけではありません

が、メンバーがそれを知っていれば、船員

に処方薬の服用と生活習慣を改善するよ

う注意することができます。ただし、治療

に関する推奨事項を守ることは、メンバー

ではなく船員の責任であることを明確にし

ておく必要があります。

UK P&Iクラブは強化されたPEMEプログラム

を1996年から実施し、これまでにクラブ

のPEMEを受けた船員数は、34万人を上

回っています。

クレームの影響を抑制するためには、メン

バーは必要に応じて適切にクラブのサー

ビスを利用することが重要です。特に注

意していただくことは次のとおりです。

• 早い段階でクラブにご連絡ください。ク

レームが裁判に発展したり、乗組員の

契約上の権利期間が終了するまで問

題を放置しないでください。

• 人身クレーム・チームが、クレームのあ

らゆる段階で身近にアドバイスを提供

することを忘れないでください。クレー

ムが免責以下になりそうでも、クラブは

サポートを提供することができます。

• 初期の判断は、クレームが最終的にど

のように解決されるかに影響を与える

ことを念頭においてください。早い段階

での行動が大きな差を生みます。

• クレームを可能な限り調査するようご協

力ください。これは業務上疾病の場合、

特に重要です。過去のPEMEおよび医

療上の理由による本国送還の記録をク

ラブにご提出ください。隠ぺいなどを根

拠に、契約に基づく抗弁が可能な場合

があります。
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フィリピンの法制度問題
世界の船員数120万のうちおよそ3分の1はフィリピン人です。このため、フィリピンの

雇用関連の法整備は船主にとって極めて重要な問題です。UKクラブ・シニアクレーム

担当であり、国際グループの人身傷害作業委員会でフィリピン作業部会の議長を務

めるトニー・ニコルソンと、スティーブン・マイケルズ(シニア・クレーム担当)が、最新情

報をお伝えします。

フィリピン船員は世界の外航商船と自国

に大きく貢献し、フィリピン経済に対する船

員の経済的貢献は、年間およそ60億ドル

に上ります。一方で、フィリピンの法制度

における問題がこれに暗い影を落としてい

ます。

この問題は、救急車を追跡するような（ア

ンビュランス・チェイシング）悪徳弁護士に

そそのかされた比較的少数の船員が、フィ

リピンの中央労働関係委員会(NLRC)およ

び中央斡旋調停委員会(NCMB)に申し立

てを行い、雇用主に対する虚偽の仲裁ク

レームで成功していることによるものです。

また、フィリピンの法制度上、雇用主は仲

裁判断に対する不服申し立てを望むかど

うかにかかわらず、仲裁判断額を支払わ

なければなりません。過去8年間で、雇用

主により、仲裁判断に対する上訴が250
件以上行われました。予想されていたこ

とではありますが、雇用主が不当に支払

うこととなった2,050万ドルは、ほとんど回

収されていません。

一方、喜ばしいことに、アンビュランス・チ

ェイシングと呼ばれる悪徳弁護士を取り

締まる新しい法律によって状況は変わり

つつあります。

船員保護法

長年フィリピン船員には、フィリピン海外雇

用庁(POEA)制定の標準雇用契約 (POEA 
SEC)または労働協約(CBA)の下で、雇用

者の無過失責任を認めるという寛大な措

置が取られてきました。その一方で、船員

とその家族は、仲裁判断による補償額の

60%もの報酬を請求する多くの悪徳弁護

士の被害者になっています。このような弁

護士の多くは、かつて船員だった「使い走

り役」に頼んで、入院中の船員を訪ねる親

類に狙いを定めるようなやり方で、格好の

餌食を見つけています。

フィリピンフォーカス 
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悪徳弁護士から仲裁クレームの申し立

てを行うよう勧められた船員は、契約上

の給付金の受給資格を害する可能性が

あります。たとえば、UK P&Iクラブが最

近扱ったクレームの最高裁判決では、雇

用主の医師からの治療に関するアドバイ

スに従わなかったために、後遺障害手当

が支給されないことが、改めて明らかに

された事例があります。

フィリピンの仲裁機関による解決は雇用

主にとり不満が多いものの、契約で定め

られた補償最高額を超えて裁定されるこ

とはありません。

一部の悪徳弁護士は船員やその家族

に高額な補償が得られると信じ込ませま

すが、実際には弁護士によって法外な

報酬分が差し引かれるため、船員や家

族が受け取る金額はもともと貰えるはず

の契約上の給付金よりもずっと少なくな

ります。

新しい船員保護法(Seafarers’ Protection Act) 
(Republic Act No. 10706)は、このような

悪徳弁護士の不当なやり方からフィリ

ピン船員とその家族を保護することを目

的としており、海運業界との関係が強い 

Angkla党の支援により、2016年5月21
日に施行されました。

同法では、弁護士であるかどうかにかか

わらず、自らまたは代理人を介して勧誘

していることが明らかになった個人また

はグループには、1年以上2年以下の禁

錮または5万フィリピンペソ以上10万フィ

リピンペソ以下(およそ1000～2000米ド

ルに相当)の罰金もしくは禁錮と罰金の

両方が課されます。また弁護士の報酬

は仲裁判断額の合計額の10%を超える

ことはありません。

エスクローシステムの代替策

アンビュランス・チェイシングを禁止する

同法に加えて、雇用主が上訴を希望し

た場合の、「強制執行（garnishment）」と

言われる仲裁裁判の強制執行の問題に

終止符を打つための措置も取られてお

り、UK P&Iクラブは、この問題の解決に

向けた 国際グループの近年の取り組み

を主導しています。

現行では、仲裁機関がクレームについて

最終的な執行判断を下すと、「強制執行

令状」が発行されます。これは、雇用主

が上訴するかどうかにかかわらず、雇用

主のマンニング・エージェントの資産と銀

行口座、および雇用主のP&Iクラブの保

証状(letter of undertaking)に対して執行

されます。

国際グループが過去8年間に記録した

252件では、控訴裁判所または最高裁

判所によって総額2,050万ドルの仲裁判

断が逆転または雇用主に有利な判決に

変更されました。その一方で、これまで

に返還手続きによって回収された金額は

わずか4万ドル未満です。仲裁判断と上

訴の近年のパターンが今後も続くようで

あれば、今後5年間での回収すべき額は

4000万ドル以上に達すると見られます。

2013年に、国際グループは強制執行手

続に代わるエスクローシステムを正式に

提案しました。雇用主が仲裁判断への

不服申し立てを希望する場合は、上級

裁判所の判決が出るまで補償金をエス

クロー口座に預託します。これにより、上

級裁判所の判決が出るまでの間に和解

への道が開かれます。エスクロー口座の

預託金の法的所有権は雇用主にありま

すが、申立人は受益権を有します。

この提案は、調停、和解、活発な上級

裁判所をのようなフィリピン法制度で奨

励されているものをサポートしており、フ

ィリピン国内外で大きな支持を得ていま

す。2015年2月に、Angkla党によって、

フィリピンの労働法を改正してエスクロー

システムを導入する議案が提出され、議

決結果が待たれています。

中央斡旋調停委員会の公平性

一方で、移民労働者および海外在住フィ

リピン人法(Migrant Workers and Over-
seas Filipinos Act)の改正を受けて、さら

に多くの海事人身傷害クレームを処理

するようになった中央斡旋調停委員会 

(NCMB)の行き過ぎた労働者寄りの姿勢

に対し、高まる懸念が広がっています。

同法の2010年の改正により、労働協約 

(CBA)を締結した海外のフィリピン人労

働者は、クレームを任意仲裁に提出する

こと、つまりNCMBにクレーム申し立てを

行うことが求められます。

2012年までのNCMBへの申し立て178
件を見ると、NCMBによって解決された

64件のうち、雇用主に有利な判決はわ

ずか2件(3.13%)でした。幸いなことに、

原告が労働協約で規定された苦情処理

手順をしないことを選択した場合には、

より公平な中央労使委員会(NLRC)が裁

判権を有します。

終わりに

新しい船員保護法によってフィリピン船

員とその家族は保護され、悪徳弁護士

の不正なやり方によって契約上の補償

金の60%を失うことが防止されます。ま

た同法は、悪徳弁護士による虚偽のクレ

ーム件数の減少につながります。

一方で、仲裁機関、特にNCMBの公平

性の欠如、またこれらの機関に持ち込ま

れる海事ケースの増加を考慮すると、船

主が被る金銭的な損害は今後も増加が

続くと思われます。強制的に調停を締結

させられて上級裁判所で係争中の訴訟

の取り下げを強要されたことから受ける

金銭化不可能な損害を考慮すると、金

銭化できる損害は氷山の一角に過ぎま

せん。

雇用主が抱く大きな不満と結果的に受け

る損害は、エスクロー議案が可決され、法

律として成立することによって初めて解消

されます。エスクローによる解決はベニグ

ノ・アキノ前大統領によって掲げられた政

策と連携して、雇用における仲裁と裁定を

改革し、制度の完全性と公平性を強化し

て、腐敗イメージの払拭に貢献します。

フィリピンフォーカス 
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海上サイバー・セキュリティ
デイビッド・トンプソン(UK P&Iクラブのシグナム・サービスコンサルタント部門捜査担

当)が、サイバー・セキュリティのリスクと海運業界での振込め詐欺についてお伝えし

ます。

海運業界では、サイバー空間の仮想攻

撃を利用した犯罪者やテロリストにより、

船舶が乗っ取られ、人質の身代金を要

求されたり、凶悪な犯行に船舶が武器と

して利用される可能性が懸念されていま

す。現在では、インターネットを悪用した

詐欺の急増に、どう対処するかが最大の

課題となっています。

「サイバー犯罪」には、個人情報窃取、ハ

ッキング、脅迫メール、著作権侵害、違法

な商品の取引などのさまざまな犯罪が含

まれます。サイバー犯罪においては、いく

つかのグループの活動が目立ち、セキュ

リティが厳重なNASAシステムに寝室の

パソコンから不法侵入した神童から、政

治的な目的でウェブサイトに不法侵入す

る「アノニマス」などの「ハクティビスト」集

団、また、ハイレベルな産業スパイに関

与する国家に至るまでさまざまです。犯

罪組織は、仮想通貨「ビットコイン」を利用

して違法な商品を匿名で取引し、銃、薬

物、偽造通貨を比較的容易に購入できる

「ダークネット(闇ネット)」に居場所を見つ

けています。

残念なことに海運業界は、ビジネスのグ

ローバルな性質と、多くの人が関与する

ことから、詐欺を行う犯罪者にとって特に

魅力的な標的になっています。貨物の輸

送1件につき複数の関係者が存在し、多

くの法律が適用されます。対面での交渉

は不可能なため、書類やメールのやり取

りに依存せざるを得ません。ウェブベース

のプラットフォームによって取引が簡便化

し、電子船荷証券は対応システムと連動

します。港は、人ではなくコンピュータに

よって船積みや荷揚げが指示される場所

になっており、将来は乗組員が1人もいな

い船が遠隔操作されることが予想されま

す。

今日、最大の犯罪脅威はサイバー犯

罪であると言えます。ロイズ(Lloyds of
London)の最新の推定では、サイバー

攻撃がビジネスに与える被害額は、年

間4000億ドルにも上ると言われていま

す。また、ヨーロッパにおけるサイバー

犯罪による利益は、あらゆる薬物の密

売利益の合計額を超えたと言われてい

ます。

別口座への振込め詐欺

シグナム・サービスには、別口座へ支払

い誘導する振込め詐欺の報告が最も多

く寄せられています。通常は、船舶管理

者または船主が特定の港に寄港する手

配をし、船舶代理店と燃油、食料品など

の供給契約を結びます。すべて計画に

沿って行われ、後日船舶代理店から管

理会社にメールで請求書またはインボ

イスが送信されます。メールには、名義

人、口座番号、スイフト・コードなどの銀

行情報が記載されています。

この時点で、詐欺グループが関与しま

す。詐欺グループは調査と下準備を済

ませ、銀行口座を開設し、偽のメールア

ドレスを送ります。偽のメールアドレスは

本物とそっくりで、通常目立たない文字

だけを変更しています。

犯罪者は船舶代理店と管理会社のいず

れか、または両方のネットワークに既に

不法侵入しており、メールのやり取りを

監視しています。

本物のメールが送信された直後に、詐欺

グループが船舶代理店になりすまして2

番目のメールを送信し、銀行口座にトラ

ブルがあると伝えます。別の口座への支

払いを求めるメールには、銀行情報が記

載されています。

本物のメールがコピーされているため、

レイアウトや言葉遣いがそっくりです。管

理会社のスタッフは不審に思わないた

め、要求された通りに詐欺グループの銀

行口座に代金を振り込みます。振り込ま

れた代金はネットワークを通じて直ちに

別の口座に送金されます。

数週間後に船舶代理店から支払いの

催促で、詐欺であることが発覚します。

ほとんどのケースでは、代金が振り込ま

れた口座から別の口座に既に送金済み

で、銀行は口座所有者の情報提供を拒

否するため、代金を取り戻す試みは失

犯罪防止 
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敗に終わっています。

これらは対処することが非常に難しいケ

ースです。多くの場合、犯罪者は世界中

の国で銀行口座を持っています。犯行に

関する深い知識を持ち、詐欺行為に先立

って手口や標的の調査に時間を費やし、

準備を進める巧妙な犯罪者です。

詐欺グループが銀行口座を開設する方

法はいくつかあり「闇サイト」には犯罪者

を指南する情報が豊富にあります。犯

罪者グループに買収された従業員が偽

の個人情報を利用して口座を開設する

ケースもあります。まじめな銀行職員で

も、海外から提出された個人情報ではど

こ に不正があるかがわかりにくいため、

情報を確認することは不可能かもしれま

せん。たとえば、英国の職員なら英国の

偽造パスポートを見つけることができる

でしょうが、ルーマニアのパスポートでは

本物かどうかを見極めることは難しいで

しょう。

詐欺グループが口座開設の手続きをす

べて行う必要はないため、このタイプの

犯罪を行うことは容易です。公共料金の

請求書は簡単に手に入れたり作成でき、

郵送中に盗み見ることもできます。犯罪

者が十分な個人情報や金融情報を盗む

と、その人の口座を乗っ取ったり、その人

になりすますことができます。セキュリテ

ィを潜り抜けた後、オンライン、銀行の支

店、またはコールセンターで口座へのア

クセスを取得します。口座を所有する組

織内の人物と仲間にしてアクセスを取得

する場合もあります。

最近のケースでは、ルーマニアの船舶

代理店が、英国バーミンガムの銀行に

数千ポンドを振り込む詐欺被害に遭い

ました。シグナムの捜査担当者は銀行

の詐欺防止部門と連絡を取り、その口

座の背景情報をつかむことができまし

た。また監視カメラには、詐欺グループ

の1人がまとまった金額を何度も引き出

す様子が録画されていました。

シグナムは、「オープン・ソース・インテリ

ジェンス(Open Source Intelligence)」を

利用して、詐欺に関与する人物像(写真

や雇用情報を含む)を明確に描くことが

できたため、証拠一式をそろえて警察に

提出しました。これは数件の逮捕につな

がり、オンライン詐欺を専門とする英国

全域の犯罪組織ネットワークが明らかに

なりました。今回の詐欺および関連犯罪

に関しては、現在数件が起訴中です。

サイバー空間での保護とは?

サイバー空間の環境は急速に変化し、

組織の取り組みもさまざまなため、リス

クの削減や抑制には幅広いガイダンス

が必要です。企業や個人はセキュリティ

について、進化するリスクに備える包括

的なアプローチを取る必要があります。

ITと操船技術はネットワークで結ばれ、

さらに頻繁にインターネットにつながって

います。これにより船舶のシステムとネ

ットワークに対する不正アクセスや悪意

のある攻撃のリスクが高まっています。

また、スマートフォン経由でシステムに

ウイルスが持ち込まれるなど、船上シス

テムへのアクセスを持つ個人向け通信端

末からさらなるリスクが発生しています。

サイバーインシデントへの備えがないこ

とが、安全、環境、商業活動に与える影

響は甚大です。サイバー・セキュリティの

文化は企業(および船舶)固有のものです

が、国の関連規制の適切な基準と要件

に従う必要があります。

多くの点で、海運業界での効果的なサイ

バーリスク管理に必要な予防措置は、あ

らゆる業界で従うべき予防措置と違いが

ありません。最新のITセキュリティが不可

欠ですが、実際には人が問題になってい

ます。英国政府の情報セキュリティ侵害

調査では、2015年には75%の大企業

で、スタッフが関係するセキュリティ侵害

が発生し、最悪のケースのうち50%が人

的ミスによるものであるとしています。こ

のため、すべての組織において意識向上

を図ることが必要不可欠です。

教育

詐欺がどのようなものか、またどのように

発生するかについてスタッフを教育してく

ださい。

認識

注意を払い、油断しないこと。過度に神経

質になる必要はありませんが、常に油断

せず、詐欺の可能性を念頭に置くように

します。新規の顧客やサプライヤーをチ

ェックします。支払に関する指示に反する

相手には、質問をしてください。

保護

コンピュータのソフトウェアとセキュリティ

を常に最新の状態にしておきます。個人

情報を公開してはいけません。また、電

話で個人の金融情報を教えてはいけま

せん。ソーシャルメディアでは公正な態度

を取るようにします。常に強力なパスワー

ドを使用し、定期的にパスワードを変更し

てください。

組織犯罪は「オンライン」に移行していま

す。オンラインでは莫大な利益を上げるこ

とができる一方で、逮捕される可能性は

非常に低いことを犯罪者は知っているの

です。サイバー分野において常に念頭に

おくべき大切なこと、それは「予防は治療

に勝る」です。

犯罪防止   
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航海の安全確保でテクノロジーへ
の過信は禁物
船舶の座礁や衝突は今なお頻発し、多くのケースで航海過失が原因になっていま

す。UK P&Iクラブリスク・アセッサーのデイビッド・ニコルが、これらの事故を引き起こ

す要因のいくつかを取り上げ、安全な航行を実現するための対策を提案します。

近代の船舶船橋(ブリッジ)には、統合

コンソール、ディスプレイ、最新のテク

ノロジー、快適なアームチェアが装備さ

れ、1970年代の設備とは大きく様変わ

りしました。しかし、航法機器の設計と技

術が著しく進歩し、船舶管理と船員の教

育および訓練の統一的な最低基準に関

する法律が導入されたにもかかわらず、

事故の発生が続いています。

注目すべき点は、長年実績のある優良

な船会社が運航する船舶でもこのような

事故に見舞われていることです。人命の

損失や汚染といった甚大な影響以外に

も、直接の関係者である船主だけでな

く、より幅広い海運業者のコミュニティに

も、保険料の引き上げという形で、金銭

的負担がおよびます。また世間で注目

を集める惨事となれば、長年海上輸送

の安全向上と海洋環境への影響の削減

において進歩を遂げてきた海運業界の

イメージに悪影響を及ぼします。

適切な見張り

海難事故の報告書では、多くの場合、

適切な見張りを怠っていたことが指摘さ

れています。海上における人命の安全

のための国際条約(International Con-
vention for the Safety of Life at Sea:
SOLAS)および、船員の訓練および資

格証明ならびに当直の基準に関する

国際条約(International Convention on
Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers: STCW)に
記されるように、すべての船舶にGPSが

装備され、電子海図情報表示システム

(ECDIS)の搭載義務化が進められても、

安全な航行に必要な見張りの継続という

基本原則に変わりはありません。基本的

には、視覚や聴覚の他に、その時の状況

と条件に合った利用できるすべての手段

を用いて適切な見張りをする必要があり

ます。また、安全な航海と衝突防止に役

立つツールとしてのレーダーの役割は、

これまでと同様に重要です。

適切な見張りを怠らず、安全な航海のた

めに利用できるすべての機器を駆使する

ことで、当直航海士(OOW)は、現状及び

予測される航行状況、航行上の危険物

への接近、及び衝突のリスクを評価する

ことができます。これはしばしば状況認

識と言われます。状況認識については

さまざまな定義がありますが、基本的に

は、船の周囲で何が起きているかを理解

し、航海において不明な点を当直航海士

が速やかに認識する能力を高め、危険

な状況になる前に適切な措置を取ること

です。

テクノロジーの影響

GPSは、遠洋航海や沖合の航行で船舶

の位置を見極めるために多くの推測が

必要な航行にとって極めて有益なツー

ルです。しかし、沿岸水域や制限水域で

GPSのみを使用することは適切でなく、

座礁を誘発する要因になります。このよ

うな状況では、船舶の位置を修正する主

な手段としてレーダー方位や視覚的方位

も十分に使用する必要があります。

このような手段を用いて位置を照合す

る利点は、当直航海士が海岸線の地形

や障害物との距離と照らし合わせること

で状況を把握し、船の位置に関する方

向感覚を持てることです。GPSは完璧で

はないため、当直航海士はGPSの限界

や信号の劣化、外部からの干渉の可能

性を認識するとともに、GPSのデータと

使用中の海図のデータに違いが生じ、

位置の表示に食い違いが生じる可能性

があることも把握しておく必要がありま

す。GPSは航海のための唯一の手段で

はなく、安全な航海を手助けするツール

として考えるべきです。

何世紀もの間航海に使用されていた従

来の紙の航海用海図は、現在電子海図 

情報表示システム(ECDIS)に取って代わ

られました。基本的には、ECDISはモニ

ターに選択した電子海図を表示すること

ができ、紙の海図と見た目は変わりませ
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んが、ECDISにはGPSの測位による船舶

の位置を自動的に表示したり、その他の

入力(レーダーや船舶自動識別装置(AIS)

など)からの情報を海図に重ね合わせる

などの追加の機能があります。適切に訓

練された航海士が使用すれば、ECDISは

安全な航海に寄与し、紙の海図に比べて

作業負荷の軽減に役立ちます。 

残念ながら、不適切な訓練、新しいシス

テムへの短期間での移行、そして市場で

販売される一部機器の品質にばらつきが

あることから、ECDISが常に適切に使用

され、最大限に活用されているとは限りま

せん。ECDISを適切に設定できなかった

り、当直航海士が機器の操作に自信がな

い場合は、潜在的な危険性を抱えること

になります。

特に、ディスプレイに継続的にレーダー画

像を重ね合わせていると、船舶自動識別

装置(AIS)やその他の航海に関する入力

によってディスプレイ上に情報が散乱し、

当直航海士が情報を処理して理解するこ

とが難しくなります。情報があまりにも多

すぎることは、情報が少なすぎるのと同じ

くらい危険です。海図、レーダー、および

その他の航法機器それぞれの機能がオ

ペレーターによって維持されることが重要

です。

また、技術的に性能が高いECDISは、軽

率な航海士に誤った安心感を抱かせ、そ

の機能を過信させる恐れがあります。たと

えば、航海士がGPSを使わない代替方法

で船舶の位置をECDISに表示するのを怠

ることは、珍しいことではありません。EC-
DISのディスプレイに表示された船舶の位

置を鵜呑みにすることは危険なだけでな

く、SOLAS条約とSTCW条約の要件に違

反する恐れがあります。

乗組員の取組みとモチベーション

定期航路に従事していると、なじみのある

コースと刺激の少なさから倦怠感が生じ、

普段なら見過すことのないような航海業

務の細かな部分への注意が不十分にな

ることがあります。これにより、当直航海

士が状況の変化を把握したり、対応する

能力が損なわれてしまう恐れがあります。

船長にも油断が生じることがあります。現

場の状況に対応するため服務規定に沿

えないこともあるでしょうし、作業の繰り返

しによって船長自身の判断力が損なわれ

ることもあるかもしれません。

船長がブリッジにいることによって、操船

に関する責任は誰にあるのか混乱が生

じ、事故が発生しています。指針として

は、船長が明確に、自らが操船指揮権(

エンジンや舵の制御)を有することを宣言

しない限り、当直航海士は通常通り自ら

の職務を遂行し続ける必要があります。

船長の宣言があって初めて、当直航海士

は補佐役を担うことになります。ブリッジ・

リソース・マネージメント（BRM）の効果的

システムが採用されている場合は、下位

の航海士は、叱責を恐れることなく、上位

者の決定や行動について、疑問を伝える

という自信を有しています。一方で、さま

ざまな国籍の船員の乗船勤務が当たり

前となっていることから、文化的または言

語的な問題が、上司への疑問を提起する

障壁となってはなりません。

携帯電話は船員が遠く離れた家族と身

近に連絡を取りあえる恩恵をもたらしまし

た。船舶管理会社や船舶代理店などが

船長と直接やり取りできるという業務上

のメリットについては言うまでもありませ

ん。しかし一方で、携帯電話の不適切な

使用により、重要な場面で船長、水先案

内人、当直者の注意が散漫になるほか、

デリケートな航法機器に悪影響を与える

恐れがあります。

当直の乗組員による携帯電話の使用は

禁止するか、または注意深く管理する必

要があります。

ブリッジで音楽を流したりiPodなどの個人

用端末を使用すると、当直の注意が散漫

になり、効果的な見張りの妨げとなること

は明らかです。安全航海に不可欠な見張

り以外の職務については、携帯電話の使

用は最小限に抑え、その他の仕事が当

直航海士の主要な職務の妨げにならな

いようにするべきです。

当直が疲れていたり過労の状態である場

合、当直中にミスを犯したり居眠りをして

深刻な事態につながる恐れがあります。

船橋航海当直警報システム(BNWAS)の

目的は、十分な休息が取れていない当

直が目を覚ますよう促し続けることでは

ありません。船上や港での業務は本質的

に予測不可能な性質であるため、計画

した当直時間が中断されることはあって

も、商業上の判断を、労働時間と休息時

間を定めたSTCW条約の要件違反の言

い訳にすることはできません。船舶のト

レード・パターン上の必要により、実際に

STCW条約を遵守することが難しい場

合は、適宜追加の乗組員を従事させる

必要があります。

船長が、満潮時に到着したり航海日程

を守るため時間通りに港に着かなけれ

ばならないという現実または暗黙のプレ

ッシャーにより、近道をしたり、船舶が輻

輳する、または視界が制限された海域で

安全な速度で航行しないという、許容し

がたいリスクを冒すケースが起きていま

す。このため、船長にとっての最優先事

項は船の安全な航行であり、商業上の

便宜ではないということを明確にすること

が不可欠です。

テクノロジーの進化により、船員には多く

の恩恵がもたらされたことは受け入れる

べきですが、航海においては変わらない

点が多くあります。海はこれまで通り過

酷な環境であり、目的地まで安全に船舶

を航海させるというチャレンジは、単にテ

クノロジーだけでは克服できないためで

す。グッド・シーマンシップと伝統的な船

乗りの技能のしっかりとした土台があり、

賢明で十分に教育された、やる気ある、

適切に訓練された船員の存在が今なお

必要です。

ロス・プリベンション   
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貨物の液状化への取り組み
ジョージ・デバリーズ(ロス・プリベンション・アドバイザー)が、貨物の液状化の危険性

と、リスクを抑制するためにメンバーができる対処法についてお伝えします。

固体ばら積み貨物の運送には、深刻な

リスクが伴うため、慎重に管理して乗組

員と船舶の安全確保に努める必要があ

ります。これらのリスクには、貨物の液状

化による船舶の復元性の低下(転覆に至

る場合もある)、化学的性質による火災、

爆発、不適切な積載手順による船舶の

構造損傷などが含まれます。

UK P&IクラブはINTERCARGOと連携し

て、ばら積み貨物の運送に伴う危険性

及びばら積み貨物の安全な運送に関す

る主要規定である「国際海上個体ばら積

み貨物規則」（IMSBCコード）を認識すべ

くポケットガイド『Carrying solid bulk car-
goes safely』を新たに作成しました。

A、B、それともC?

国際海上固体ばら積み貨物規則（IMSBC
コード）では、貨物をグループA、B、Cのカ

テゴリに分類しています。

グループA貨物: 運送許容水分値(TML) 

を超える水分含有量で船積みされると液

状化の恐れがある貨物(鉱石および精鉱

など)。

グループB貨物: 化学的危険性を有する
貨物。

グループC貨物: 液状化の恐れがなく、か
つ化学的危険性のない貨物。

グループCの貨物は、特に水分を含むと

グループA貨物の特性を示すことが明ら

かになっています。ニッケル鉱石、微粉

鉄鉱石、ボーキサイトなどは、元々未分

類でありグループCの貨物として申告さ

れたにもかかわらずすべて液状化が見

られます。IMSBCコードの改正に伴い、

これらの貨物はグループAの貨物として

再分類されることになりました。IMSBCコ

ードの改正は、2017年1月1日から施行

されています。

液状化防止のために何ができる
でしょうか？

サンプル採取と試験 

物理的特性の変化が想定されない均

質な物質については、積載する貨物の

TML(運送許容水分値) 検査を積み込み

日前6カ月以内に実施する必要がありま

す。水分含有量(MC)検査およびサンプ

ル採取の実施から積み込み日までの間

隔は7日を超えてはいけません。これは

サンプル採取から積み込みまでに必須

の間隔であり、必ず遵守しなければなり

ません。この期間中に降雨があった場合

には、再サンプル採取・検査を行う必要

があります。

しかし、TML検査の実施に関する義務的

手続は定められておらず、IMSBCコード

の付録2に記述されるように、流動水分

値(FMP)(TMLはFMPの90%に設定)の

検査実施に関するガイドラインが推奨さ

れているだけです。また、FMPの判定に

最も広く使用されるフローテーブル法に

よる検査が、常に適切なわけではありま

せん。

この問題にどのように取り組むべ
きでしょうか?

IMSBCコードのセクション4には次のよう

に記述されています:

• TMLおよびMCに関する署名入りの証
明書は、所轄管庁が承認し、荷送人
から独立した機関によって発行されな

バルク問題 
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ければならない。

• 荷送人は、貨物が適切にサンプル採
取され、テストされるように、貨物の野
積場へのアクセスを手配しなければな
らない。これには野積み貨物を十分に
検査できることが含まれる。

また同コードのセクション4には、貨物の

全詳細が明らかになるように荷送人に提

出されるべき貨物申告書書式の例が記

載されています。

船積み前の予防措置

鉱石や精鉱の輸送に関連したリスクを

適切に理解し抑制することによって、事

故を未然に防ぐことができます。過去に

は、関係者に問題意識が欠如していた

り、積み地でIMSBCコードの導入が不

適切であったり一貫性に欠けていたこと

で、人命の損失につながっていました。

グループAの貨物を運送する際は、液状

化のリスクを削減するために以下の手順

に従ってください:

• 船積みに先立ち、荷送人から(TMLお
よび実際の水分含有量を含んだ)貨物
に関する必要情報の提供を受ける。 

• 荷送人の貨物申告書および記載され
た水分含有量を入念にチェックする。

• 船積みに先立ち、船積み前にストック
パイルをチェックし、サンプル採取を行
い、テストをするサーベイヤーの起用
を検討する。

• 可能な場合は検査機関でのテストを
利用する。

• 実際の水分含有量がTML未満の場合
のみ、貨物を受け入れる。

• 船積みの際に目視によるモニタリング
を行う。高い水分含有量を示す兆候(
表面の水分、隔壁への貨物からの飛
散など)が見られる場合は、船積みを
中断してアドバイスを求める。

• 荷崩れの可能性を抑えるには、IMS-
BC コードで求められるように、貨物
のトリミングを検討する。(水の層 (wet 
base) が形成されるリスクがある場合)

• 船積みの際 (および航海中) に、貨物
スペースへの水やその他の液体の浸
入を防ぐ対策を取る。例、ハッチカバ
ーの密閉。

• 船積み時に、一定の間隔でサンプル
の缶テストを実施する。

一方、メンバーは、缶テストの結果に問

題がないことが、必ずしも貨物の船積み

の安全性を意味するものではないことを

認識する必要があります。改正IMSBCコ

ード (02-13)では、セクション8.4.2に「缶

テスト後にサンプルが乾燥している場合

でも、当該物の含水率は運送許容水分

値を超えている可能性がある」と明記さ

れています。

このため、缶テストで運送許容水分値 

(TML)を超過したり、TMLの超過が疑わ

れる場合、メンバーは次のことを行う必

要があります。

i. 船積みを中止する

ii. 抗議状(Letter of Protest)を発行する

iii. P&Iクラブにアドバイスを求める

サーベイヤーや信頼できる貨物専門家

の関与、および検査機関での検査がさら

に必要となる場合があります。

航海中の予備措置

メンバーは、船積みされた貨物の状態に

満足している場合でも、航海中の液状化

の可能性を最小限に抑えるために、次

の対策が推奨されています。

• 貨物の表面を目視で定期的にチェック
し、貨物に遊離水が蓄積されていない
かを確認する。精鉱により空気中の酸
素濃度が低下するため、このチェック
は船倉に入ることが安全な場合にの
み行う。  

• 船倉のビルジを毎日測深する。

• 貨物の換気を適時適切に行う(貨物の
種類およびIMSBCスケジュールの勧
告内容に応じて)。

一方で、目視による定期的な貨物表面

のチェックでは、貨物の実際の状態を表

す情報が得られない場合があります。ま

た遊離水がある場合は、貨物により排水

される場合もありますが、船倉の底に水

分が蓄積されて、水の層(wet base)が形

成される恐れがあります。

上記の手順に従っても航海中に貨物の

液状化が見られる場合は、次の項目を

実行することをお勧めします:

i. P&Iクラブに連絡する。

ii.最寄りの海上保安機関に連絡する。

iii.最寄りの港または避難港に寄港するこ
とを検討する。

iv.船長は、船舶の振動や動きを抑制す
る対策を取ることを検討する。

v. 貨物を降ろしたり乾燥させることが可
能かどうかを検討する (これには数カ月
かかる場合があり、傭船料の紛争につ
ながる恐れがあります)。

vi. 第三者の貨物安定化の専門家を利
用することを検討する。

次はどこへ?

船長は、貨物の船積みを承諾するのに

先立って、貨物の状態が完全に満足で

きるものであることを確認し、すべての条

件がIMSBCコードに定められた規定を

常に満たすようにする必要があります。

メンバーは、承認もしくは拒否される貨物

の基準を正式に決めるのはP&Iクラブの

役割ではないことを認識する必要があり

ます。メンバーは、IMSBCコードに従って

義務を果たし、貨物の安全運送を保証

するために必要な措置を取る責任があり

ます。

このため、メンバーは液状化しやすい貨

物を積み込む際には特に慎重になり、不

正確な貨物申告書や水分含有量の証明

書には細心の注意を払う必要がありま

す。液状化した貨物の船積みがもたらす

甚大な影響を考慮すると、疑わしい場合

は船積みしないことです。

UK P&Iクラブウェブサイトの「ロス・プリ

ベンション」のセクションでは、貨物の液

状化とIMSBCコードの改正に関する情

報を提供しているほか、缶テストの方

法に関するビデオ(www.ukpandi.com/
loss-prevention/article/can-test-can-
save-lives-135594/)を紹介しています。

詳細につきましてはこちらをご覧になる

か、ロス・プリベンション部門( losspre-
vention.ukclub@thomasmiller.com.)にお

問い合わせください。
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LNGスポット市場 – 
LNG船の航海傭船契約
BIMCOとLNG輸入者国際グループ(GIIGNL)が共同で発行したLNGVOY(LNG船の

航海傭船契約)の相談と草案に携わってきたスミット・マドゥー (L4シンジケート・マネジ

ャー) が、取り組むべき主要な問題をお伝えします。

これまでLNG貨物の航海はトリップチャー

ターによる定期傭船の規定に基づいて成

約していましたが、LNGVOYフォームに

より、船主と傭船者は航海傭船規定に基

づいて成約することが可能になります。こ

の記事では、新しい航海傭船フォームの

主要な規定をお伝えするとともに、ShellL-
NGtime1の類似する規定についてもご紹

介していきます。

航海傭船と定期傭船: 遅延リスク
の割振り

航海傭船契約と定期傭船契約の根本的

な違いの1つは、航海の遅延リスクがど

のように分担されるかということです。航

海傭船契約では傭船者が運賃を支払い

ますが、費用はおおむね固定されていま

す。積み地港や荷揚げ港で滞船料が発

生した場合を除き、遅延のリスクは船主

が負います。一方、定期傭船契約では、

返船されるまでの傭船料は傭船者の負

担となり、(オフ・ハイヤーまたはその他の

理由で)傭船料からの控除が認められな

い限りは傭船者が遅延のリスクを負うこと

になります。

航海費用の確実性が、傭船者が航海傭

船を好む重要な理由です。原則的に、船

の遅延に関しては、LNGVOYにおいて船

主が負うリスクは他の航海傭船契約と同

様です。しかし、LNGに関しては、貨物の

遅延のリスクという重要な追加要因があ

ります。LNGは常に気化(ボイルオフ)し続

けているため(気化したガスが船内で再液

化されない限り)、航海の遅延は荷揚げ港

で引き渡される貨物の量が減少すること

を意味します。

このためLNG貨物の航海傭船契約では、

遅延の際のボイルオフのリスクをどのよう

に分担するかについて取り組む必要があ

ります。  

 

LNG船の定期傭船契約を見てみると、船

主はある種の遅延(船のオフ・ハイヤー

時など)によるボイルオフのリスクを負う

ことに既に同意しています。このため船

主にとっては、遅延時のボイルオフのリ

スクを引き受けることは目新しいことで

はありません。問題はむしろ、船主がよ

り大きな遅延リスクを負担する航海傭船

契約の下で、どの程度リスクを負担する

かということです。

LNGVOYでは、船主と傭船者は成約の

際に、航海中に適用される「ボイルオフ

の上限」について話し合います。船主は

合意された上限を超えた分のボイルオ

フの支払いに合意します(いくつかの限

定的な例外があります)。港に停泊中の

期間については、遅延時のボイルオフ

のリスクは遅延の原因に基づいて、停

泊期間と滞船料の免責条項に従って分

担されます。

到着時の状態

LNGVOY(第4条)では、積み地港到着

時の船の積荷タンクは次のいずれかの

状態であることが求められます。

(i)クールダウンされ、積荷の準備ができ
ている(合意された時間数の間この状態
を維持するための十分なヒール(貯残)
があること。ただし合意された最大ヒー
ル量を越えてはならない)

(ii) 天然ガスの蒸発の影響で温かい

(iii) 温かく、不活性化されている

上記のオプションはShellLNGtime1(第5
条)とほぼ同じですが、オプション(i)にヒー

ルの上限が追加されています。

シナリオ(i)では、船が求められる状態で

到着しなかった場合、または到着後に遅

れた場合は、積荷の準備が整ったタンク

の状態を維持するための十分なヒールが

ないため、LNGのコストと損失時間につ

いては、これに対して責任がある当事者

に割り当てられます。船主の契約違反が

原因の場合は、LNGの追加分およびその

積荷時間の損失分は船主が負担します。

積荷タンクのクールダウンも船主の責任

ですが、傭船者の契約違反が原因の場

合は、LNGとクールダウンに要した時間

の損失分は傭船者の負担になります。船

主と傭船者のいずれの過失でもない場合

は、船が求められる状態で到着しなかっ

たためにクールダウンの時間とLNGが必

要なのか、それとも到着後の遅延が原因

なのかによって適用される規定が異なり

ます。

シナリオ(ii)および(iii)では、クールダウン

に要するLNGと時間は船主の負担になり

ます。一方すべてのケースで、追加分の

LNGの供給手配は船主よりもむしろ傭船

者のコントロールの範囲内であるため、(

契約でLNG追加分の支払いをすることに

なっていない場合も)傭船者の責任になり

ます。

LNGフォーカス 
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ヒール (貯残)

LNGVOYでは、ヒールの所有権はだれ

にあるのか、到着時の船のヒール量は

どのくらいあるべきか、船主は荷揚げ港

でヒール量をどのくらい保持できるかと

いう、ヒールに関連した3つの主要な問

題に取り組んでいます。

LNGVOY(第5条)では、ヒールの所有権

は常に船主にあります。一方ShellLNG-
time1には、傭船者は本船引き渡し時に

船主からヒールを購入し(第5条)、その

後はヒールを貨物として扱い(第50条)、

船主は返船時にこれを買い戻す(第5条)

と記載されています。実務的には、トリッ

プチャーターによる定期傭船契約ではこ

の部分が修正されて、傭船者はヒール

の所有者にはならず、引き渡し時と返船

時のヒールの差を清算するだけになっ

ていることがほとんどです。これはLNG-
VOYのアプローチと同じです。

積荷港到着時のヒール量については、

第4条で扱っています(上記参照)。荷揚

げ後に保持されるヒール量は、荷積み

時とは異なる場合がほとんどです。傭船

者は可能な限り多くのLNGを荷揚げす

ることを望み、船主は次の積み地港に

到着するためにより多くのヒール量が必

要かもしれません。

このためLNGVOY(第5条)には、双方

が成約時に同意するヒール保持量が記

載されます。保持されるヒール量はゼ

ロになることも(傭船者が揚げ切る必要

がある場合)、最大量になることもありま

すが、船主が航海中の合意された日付

までに宣言する必要があります。これ

は、LNGVOYが片道航海用の契約であ

り、船主にとっては次の航海がかなり進

むまで次の積み地港がどこになるかわ

からず、積荷タンクがクールダウンされ

て積荷の準備ができた状態で到着する

ためにどのくらいのヒールが必要か不明

な場合があることを考慮して、可能な限

り柔軟性を持たせることを目的としてい

ます。その後積荷時のヒールとの差額

分が清算されます。

ボイルオフ

既にお伝えしたように、LNGVOYには

航海中に適用されるボイルオフの上限

が記載されます(第22条)。ボイルオフ

の上限は成約時に交渉され、ボイルオ

フの上限を超えたLNG損失分は、契約

で定められた価格で船主が負担します(

第22(b)条が、いくつかの限定的な例外

があります)。港でのボイルオフについて

は(第22(E)条および第16条)、ボイルオ

フの原因が船主の契約違反、または船

や乗組員が関係する(船の故障、証書の

不備、乗組員の問題など)停泊期間と滞

船料の例外が原因の場合を除き、傭船

者がリスクを負います。またLNGVOYに

は、ShellLNGtime1と同様に、日々自然

発生するボイルオフ・ワランティーがあり

ます。これは1日あたりの量で示され、遅

延が原因のボイルオフよりもむしろ船の

物理的条件が関係するため、実際にこれ

が問題になることはありません。

到着時間

LNG取引では荷揚げ港への到着時間が

極めて重要であることから、ShellLNG-
time1には遅延の結果に関する詳細な規

定が記載されています。

LNGVOY(第17条)では、契約当事者が

引渡期間を盛り込むことが可能である(実

際そのようになされているであろう)という

アプローチを取っています。その場合、

(i) 船主は、期間内に到着するために必要
な速度で、付録A(ガスフォームB)に記載
されたサービス速度内で航行する必要が
あります。

(ii)船主が必要な速度で航行しない場合、
船主がこれを適切に制御できない限り
は、船主に速度低下の責任はありませ
ん。しかし、

(iii)引渡期間内に到着するためには自然
発生のボイルオフでは不十分な場合は常
に、燃料油を使用して期間内に到着する
ために必要な速度に上げるという、別の
責任が船主に適用されます。また第17条
は、傭船者がこれを達成するために強制
的なボイルオフに同意する可能性を規定
しています。航海中に速度を上げることが
必要になり、傭船契約で合意されたLNG 
の価格よりも燃料油の費用の方が高い場
合、船主は強制的なボイルオフを要求す
る可能性があります。これはボイルオフの
上限を超えることになるため、強制的なボ
イルオフの費用は船主が負担します。

(iv) 船主の契約違反が原因で荷揚げ港へ
の到着が遅れた場合は、船がバース内に
入るまで停泊期間は開始しません。

燃料費

もう1つの主要な問題は、だれが燃料を

提供して、費用を負担するかということ

です。自然発生のボイルオフは、船のメ

インエンジンで燃焼できると仮定した場

合、ShellLNGtime1とLNGVOYの両方に

おいて、船主は船を推進させるために無

料でボイルオフを使用することができま

す。自然発生のボイルオフのみが必要な 

LNGVOYでの航海では、船主はメインエ

ンジン用の燃料コストがかからないため、

請求される運賃には燃料分が含まれま

せん。

しかし、合意された引渡期間によって、自

然発生のボイルオフで実現できるよりも

速いスピードで航行する必要がある場合

はどうなるでしょうか。燃料油を燃焼した

り、強制的な追加のボイルオフを行う必要

があります。ShellLNGtime1では、船がボ

イルオフ・ガスと燃料油の両方を燃焼で

きると仮定して、それぞれの使用量は傭

船者が管理することになっています。これ

は、ShellLNGtime1では、傭船者がLNG 
と燃料油を両方所有し、支払うことになっ

ているためです。商業上または価格上の

理由で、傭船者はいずれかの使用を選ぶ

かもしれません。

LNGVOYの規定では、自然発生のボイ

ルオフ以外に追加の燃料が必要な場合

は、船主が燃料油を提供します。また船

主は、傭船者の同意なしに強制的なボイ

ルオフを行うことはできません。しかし、成

約時に、燃料油と追加の強制的なボイル

オフの相対的なコストを比較した結果、運

賃コスト削減のため、傭船者が強制的な

ボイルオフを許可する方を選ぶ可能性が

十分あります。これが船主との間で合意

された場合には、合意されたボイルオフ

の上限に、必要な速度を実現するために

必要だと想定される強制的なボイルオフ

が含まれます。

実際には、船主と傭船者は、引渡期間内

に到着するために必要な速度に基づき、

運賃とボイルオフの上限の合計金額の数

字に基づいて交渉することでしょう。しか

し双方が、この数字の根底にある要因、

つまり予想される航海期間や、必要な速

度によって自然発生のボイルオフ以外に

追加の燃料が必要かどうかなどを念頭に

おいていることは確かです。

このためLNGVOYは、船主と傭船者に、

片道航海の新しいオプションだけでなく、

商売上の相当な柔軟性を提供します。船

主と傭船者の皆様にとって、LNGVOYが

魅力的であることを望んでいます。
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専門分野と連絡先

 シンガポール

日本 – 東京 (日本支店)

日本 – 今治事務所 

  保険契約部門 (UNDERWRITING)

西澤　将人  
(Masato Nishizawa)

ゼネラル・マネージャー  
(General Manager)

+81 3 5442 6106 masato.nishizawa@thomasmiller.com

大岩　正樹　  
(Masaki Oiwa)

日本における代表者  
(Representative in Japan)

+81 3 5442 6114 masaki.owa@thomasmiller.com

杉浦　元弘  
(Motohiro Sugiura)

アドバイザー  
(Advisor)

+81 3 5442 6100 motohiro.sugiura@thomasmiller.com

井沢　文明  
(Fumiaki Izawa)

シニア・クレーム担当  
(Senior Claims Executive)

+81 3 5442 6101 fumiaki.izawa@thomasmiller.com

石井　能成  
(Yoshinari Ishii)

契約担当アドバイザー   
(Underwriting Advisor)

+81 3 5442 6105 yoshinari.ishii@thomasmiller.com

小滝　雅子  
(Masako Kodaki)

財務・総務担当マネージャー   
(Manager, Finance and Admin)

+81 3 5442 6102 masako.kodaki@thomasmiller.com

相原　柚季  
(Yuzuki Aihara)

契約担当アシスタント 
(Underwriting Assistant)

+81 3 5442 6113 yuzuki.aihara@thomasmiller.com

菱木　雅章   
(Masaaki Hishiki)

クレーム・エクゼクティブ  
(Claims Executive)

+81 3 5442 6106 masaaki.hishikii@thomasmiller.com

別宮　広信   
(Hironobu Bekku)

事務所長 
(Manager)

+81 898 34 3586 hironobu.bekku@thomasmiller.com

イア・ソン・ウン  
(Yiah Soon Ng)

ダイレクター 
(Director)

+65 6309 9681 ys.ng@thomasmiller.com

ケネス・リー   
(Kenneth Lie)

ダイレクター  
(Director)

+65 6309 9682 kenneth.lie@thomasmiller.com

アヌジュ・ヴェランカ   
(Capt Anuj Velankar)

シニア.ロス・プリベンション・アドバイザー  
(Senior Loss Prevention Advisor)

+65 6309 9687 anuj.velankar@thomasmiller.com

リー・ワイ・ポン  
(Lee Wai Pong)

地域担当アドバイザー  
(Regional Advisor)

+65 6309 9689 waipong.lee@thomasmiller.com

ルーク・レーン  
(Luke Lane)

シニア・クレーム担当  
(Senior Claims Executive)

+65 6309 9680 luke.lane@thomasmiller.com

マシュー・ベイマン   
(Matthew Bayman)

アンダーライティング・ダイレクター  
(Underwriting Director)

+44 20 7204 2076 matthew.bayman@thomasmiller.com

クレア・アダムス    
(Claire Adams)

シニア・アンダーライティング・テクニシャン  
(Senior Underwriting Technician)

+44 20 7204 2260 claire.adams@thomasmiller.com

スチュアート・エドモンストン  
(Stuart Edmonston)

ロス・プリベンション・ダイレクター 
(Loss Prevention Director)

+44 20 7204 2341 stuart.edmonston@thomasmiller.com

ペーター・モデフ  
(Petar Modev)

シニア・ロス・プリベンション担当  
(Senior Loss Prevention Executive)

+44 20 7204 2329 petar.modev@thomasmiller.com

ジョージ・デブリーズ 
(George Devereese)

シニア・ロス・プリベンション担当　  
(Senior Loss Prevention Executive)

+44 20 7204 2342 george.devereese@thomasmiller.com

  ロス・プリベンション

P&Iクレームは、大切な顧客や取引先から規制機関に至るまで、さまざまなステーク

ホルダーが関与する複雑なインシデントがほとんどです。このような関係を維持する

には、迅速かつ公正な解決がカギになります。各国事務所にあるクラブのグローバル

ネットワークが、メンバーの言語とタイムゾーンで、クラブのサービスをお届けします。

私たちのチームの使命は、P&I保険におけるメンバーの皆様の難問を解決するお手

伝いをすることです。

連絡先 
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  クルー・ヘルス  

メンバーとブローカーの皆様は、iPandiアプリを無料
で入手できます。iTunes Storeでダウンロードできま
すので、「iPandi」で検索してください。

いますぐアプリをダウンロード !

Apple、Android、BlackBerry でご利用いただけます。
コレスポンデンツ・アプリには、UKクラブの世界中の
コレスポンデンツの連絡先が掲載されています。港
名または国名でコレスポンデントを検索することがで
きます。印刷された出版物とは異なり、アプリには常
に最新の連絡先と港情報が更新されますので、適
切な連絡先をすぐに見つけられます。アプリストアで
「UKPI Correspondents」で検索してください。

UKクラブ・コレスポンデンツ・アプリ

ポール・セッションズ 　  
(Paul Sessions)

日本地域統括ダイレクター  
(Japan Regional Director)

+44 20 7204 2211 paul.sessions@thomasmiller.com

津久井　亜紀 　  
(Aki Tsukui)

日本担当シンジケート・マネジャー  
(Syndicate Manager)

+44 20 7204 2136 aki.tsukui@thomasmiller.com

フィリッパ・ラングトン  　  
(Philippa Langton)

シニア・クレーム担当  
(Senior Claims Executive)

+44 20 7204 2118 jacqueline.tan@thomasmiller.com

ランス・ヒーバート 　  
(Lance Hebert)

シニア・クレーム部門 ダイレクター 
(Senior Claims Director)

+44 20 7204 2490 lance.hebert@thomasmiller.com

ジャクリーン・タン   　  
(Jacqueline Tan)

シニア・クレーム担当   
(Senior Claims Executive)

+44 20 7204 2524 philippa.langton@thomasmiller.com

デイビッド・パークス  　  
(David Perks)

シニア・クレーム担当   
(Senior Claims Executive)

+44 20 7204 2209 david.perks@thomasmiller.com

イヴォンヌ・ヴェイル   　  
(Yvonne Vail)

シニア・クレーム担当    
(Senior Claims Executive)

+44 20 7204 2501 yvonne.vail@thomasmiller.com

アレクサンダー・ゲーガン    　  
(Alexander Geoghegan)

クレーム担当    
(Trainee Claims Executive)

+44 20 7204 2409 alexander.geghegan@thomasmiller.com

デビー・ウッド   　  
(Debbie Wood)

アドミニストレータ―   
(Administrator)

+44 20 7204 2517 debbie.wood@thomasmiller.com

ソフィア・ブラード    　  
(Sophia Bullard)

プログラム・ダイレクター   
(Programme Director)

+44 20 7204 2417 sophia.bullard@thomasmiller.com

セキュリティ保護されたUKクラブのiPandiアプリを利用すれば、クレ

ームとアンダーライティングのデータへのアクセスに加え、主な契約

証書類にいつでもどこでもリアルタイムにアクセスできます。

キャロライン・コーツ    　  
(Caroline Coutts)

クレーム担当     
(Claims Executive)

+44 20 7204 2240 caroline.coutts@thomasmiller.com

連絡先
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