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Ⅰ．はじめに 

 

1967年3月に英国で発生した「トリー・キャニオン(Torrey Canyon)号」(クウェート原油 約90

万バレル積載)の事故を契機に、油濁補償体制を整備する為の方策が模索され、現行の国際

油濁補償制度は、船主が油濁損害に自主的に補償する事に合意した TOVALOP(Tanker 

Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution)協定及び、石

油会社国際海事評議会(Oil Companies International Marine Forum = OCIMF)によ

って 1971 年に設立された CRISTAL(Contract Regarding an Interim Supplement to 

Tanker Liability for Oil Pollution)基金が土台になっています。国際油濁補償制度構築の流

れを受け、1971 年 6 月 28 日に、OCIMF と CRISTAL の窓口として当協会の前身組織であ

る石油産業海事協議会が発足し、昨年、設立50 周年を迎えました。 

 

当協会は、これまで国際油濁補償基金(International Oil Pollution Funds = IOPC 

Funds)及び OCIMF の窓口として、関係省庁及び民間機構等と連携しながら、様々な石油の

海事問題に取り組んで参りました。2022 年2 月2 日には、コロナ禍の為、記念式典は見送りと

なりましたが、公益財団法人日本海事センター様から講師を招き、石油海事協会設立 50 周年

記念講演会をリモートで開催する事ができました。半世紀に亘って当協会の活動を支えて下さっ

た会員の皆様、国土交通省、学識経験者等多くの関係者の方々にこの場を借りて深く御礼申し

上げます。 

 

この 50 年の間に、様々な制度的な変遷を経て、現在の 3 つの国際条約 (＝「3 層構造」)及

び、それらを補足する 2 つの民間自主協定から成る国際油濁補償制度が確立し、また OCIMF

による安全対策への取り組みも奏功し、大型タンカーによる油濁事故は大きく減少しました。その

一方で、制度上付保義務のない小型タンカーによる事故の増加や、流出源が特定できない不可

解な事故、付保や支払能力等に懸念がある Non-IG クラブ問題等、難しい問題も顕在化して

います。 

 

特に、近年基金が関与する事故で２千トン以下のタンカーの事案が数件含まれていますが、小

型であっても大規模クレーム基金として処理される巨額な補償につながっており、深刻な問題とな

っています。同サイズのタンカーは油濁補償制度の土台である第一層（船社）の付保の義務が

なく、補償の原則となる「(真の)汚染者負担の原則」（Polluter pays principle）からも制度

の見直しが必要と考えております。現基金の参加組織に拠出者の代理人は存在しない為、海事

局や学識経験者、関係機関等と緊密に連携しながら、基金に対して改善の働きかけを行ってい



 

ます。 

 

我々の要望は条約改正にもつながり、まずは海事局をはじめ日本の総意として合意を形成する

必要があります。更に、拠出者にとって新たな補償が課されるリスクも想定され、極めて高いハード

ルではありますが、会員の皆様のご支援を賜るとともに、今後は拠出者としての発信力を高めるべ

く、海外の拠出者との連携も模索しながら、関係者の理解を得るよう努力して参ります。 

 

以下、当協会の 2021 年度の業務概要を報告します。 

 

  



 

Ⅱ．会員関連業務 (会議・委員会の開催、情報・資料の配付等) 

 

1．総会 

(1) 第52 回 (2021 年4 月6 日；紙上開催) 

・2020 年度 監事１名選任に関する件 

(2) 第53 回 (2021 年7 月15 日；オンライン開催) 

① 2020 年度 事業報告に関する件 

② 2020 年度 決算報告に関する件 

③ 2021 年度 予算(案)に関する件 

④ 2021 年度 年会費及び後期会費分担(案)に関する件 

⑤ 2021 年度 監事選任に関する件 

⑥ その他 

 

2．理事会 

(1) 第56 回 (2021 年4 月7 日；紙上開催) 

① 会長の選任に関する件 

② 相談役の選任に関する件 

(2) 第57 回 (2021 年7 月15 日；オンライン開催) 

① 2021 年度 役員の選任に関する件 

② 2021 年度 相談役の選任に関する件 

③ その他 

 

3．常任理事会 

(1) 第254 回 (2021 年 4 月14 日；紙上開催) 

・常任理事1 名の選任に関する件 

(2) 第255 回 (2021 年 7 月15 日；オンライン開催) 

① 2020 年度 決算報告に関する件 

② 2021 年度 予算(案)に関する件 

③ 2021 年度 年会費後期会費分担(案)に関する件 

④ 2021 年度 役員候補に関する件 

⑤ 国際油濁補償制度に関わる最近の動向 (報告事項) 

⑥ その他 

(3) 第256 回 (2021 年 12 月 15 日；オンライン開催) 



 

① 国際油濁補償制度の現状について 

② OCIMF 関連報告 

③ その他 

(4) 第257 回 (2022 年 2 月18 日；紙上開催) 

① 2021 年度 仮決算に関する件 

② 2022 年度 仮予算(案) に関する件 

③ 2021 年度 仮年会費及び前期会費分担(案) に関する件 

 

4．総務委員会 

(1) 第67 回 (2021 年4 月21 日；紙上開催) 

・業務委員及び技術委員の任命等に関する件 

(2) 第68 回 (2021 年7 月2 日；オンライン開催) 

① 2020 年度 決算に関する件 

② 2021 年度 予算(案) に関する件 

④ 2021 年度 後期会費分担(案) に関する件 

⑤ 2021 年度 役員・監事・相談役候補に関する件 

⑥ その他 

(2) 第69 回 (2022 年2 月16 日；オンライン開催) 

① 2021 年度 仮決算に関する件 

② 2022 年度 仮予算に関する件 

③ 2022 年度 前期会費分担に関する件 

④ その他 

 

5．業務委員会  

(1) 第290 回 (2022 年 2 月25 日；オンライン開催)  

① 国際油濁補償制度の現状について 

② OCIMF 関連報告 

③ その他 

 

6．技術委員会  

(1) 第15 回 (2022 年3 月8 日；オンライン開催)  

① OCIMF 関連報告 

② 国際油濁補償制度の現状について 



 

③ その他 

 

8．石油海事協会設立 50 周年記念講演会 (2022 年2 月2 日；オンライン開催) 

・国際油濁補償基金の現状と最近の課題  

公益財団法人日本海事センター 中村秀之 主任研究員 

 

9．その他 

(1) 資料の和訳及び配付 

① IOPC 基金Annual Report 2020 (2020 年年次報告書) 及び 

② Incidents Involving the IOPC Funds (2021 年8 月時点で IOPC 基金が関与し

ていた事故及び過去 1 年の間に決着した事故に関する最新の基金文書) 

を和訳し、今年度より冊子を廃止し、電子ファイルにて会員及び関係先に配付した。 

※ これまで本冊子を希望する外部の個人、企業に対し(印刷費用分の)実費販売を行ってい

たが、電子化を機に 2022 年度以降は無償提供する事とした。 

(2) 国際油濁補償制度の説明会 

・コスモ石油株式会社 (2021 年12 月17 日；オンライン開催) 

 

Ⅲ．対外業務 (会議への出席等) 

 

1．IOPC 基金関連 (代表は日本国；当協会はアドバイザーとして出席) 

(1) 2021 年7 月22～23 日 (オンライン開催) 

・92年基金第20回運営評議会(総会代替)、92年基金第76回理事会 及び 追加基金

第9 回特別総会 

(2) 2021 年11 月1～5 日 (オンライン開催) 

・92 年基金第26 回総会、92 年基金第77 回理事会 及び 追加基金第 18 回総会 

(3) 2022 年3 月29～30 日 (オンライン) 

・92年基金第21回運営評議会(総会代替)、92年基金第78回理事会 及び 追加基金

第10 回特別総会 

 

2．OCIMF 関連 

(1) 2021 年4 月21 日(オンライン開催) 

・SIRE 2.0 概要に関する説明会 

(2) 2021 年6 月9～10 日(オンライン開催) 



 

・理事会 

(3) 2021 年6 月15 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(4) 2021 年6 月24 日 (オンライン開催) 

  ・法律委員会 

(5) 2021 年7 月1 日 (オンライン開催) 

  ・環境委員会 

(6) 2021 年9 月1 日 (オンライン開催) 

  ・環境委員会 

(7) 2021 年9 月6 日 (オンライン開催) 

  ・法律委員会 

(8) 2021 年9 月29～30 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(9) 2021 年10 月19 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(10) 2021 年11 月16 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(11) 2021 年11 月30 日・12 月 2 日(オンライン開催) 

・SIRE 2.0 進捗状況に関する説明会 

(12) 2021 年12 月1 日(オンライン開催) 

・理事会 

(13) 2021 年12 月6 日 (オンライン開催) 

  ・環境委員会 

(14) 2021 年12 月21 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(15) 2022 年 1 月20 日(オンライン開催) 

・SIRE 2.0 運用開始時期変更に関する説明会 

(16) 2022 年 1 月27 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

(17) 2022 年 2 月2 日 (オンライン開催) 

  ・理事会 

(18) 2022 年 2 月24 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 



 

(19) 2022 年 3 月9 日 (オンライン開催) 

  ・環境委員会 

(20) 2022 年 3 月10 日 (オンライン開催) 

・SIRE 2.0 試験的検船報告に関する説明会 

(21) 2022 年 3 月30～31 日 (オンライン開催) 

  ・プログラム委員会 

 

3. 国際海事機関 (International Maritime Organization; IMO) 

(1) 2021 年7 月26～30 日 (オンライン開催) 

・第108 回法律委員会 

(2) 2022 年3 月21～25 日 (オンライン開催) 

・第109 回法律委員会 

 

4. ITOPF(＝旧 国際タンカー船主汚染防止連盟) 

(1) 2021 年11 月30 日 (オンライン開催) 

・総会 

 

5. 公益財団法人 日本海事センター 

 (1) 2022 年7 月9 日（ハイブリッド開催） 

・第35 回 油濁問題委員会 

(2) 2021 年6 月25 日（ハイブリッド開催） 

・第21 回 IMO 法律問題委員会 

(3) 2021 年10 月15 日（ハイブリッド開催） 

・第36 回 油濁問題委員会 

(4) 2022 年3 月15 日（ハイブリッド開催） 

・第37 回 油濁問題委員会 

(5) 2022 年3 月4 日（ハイブリッド開催） 

・第22 回 IMO 法律問題委員会 

(6) 2022 年3 月9 日（ハイブリッド開催） 

・第1 回 船舶油濁損害賠償保障関係法令・条約集 編集委員会 

 

6. (一般財団法人 海上災害防止センター) 

(1) 2021 年11 月10 日（ハイブリッド開催） 



 

・第1 回 海上防災等専門委員会 

(2) 2022 年3 月3 日（ハイブリッド開催） 

・第2 回 海上防災等専門委員会 

 

7. 石油連盟 

(1) 2022 年2 月22 日（リモート開催） 

・2021 年度油流出ワークショップ 



 

Ⅳ．参考資料 

 

1．当協会概要 

(1) 名称：石油海事協会 

Petroleum Industry Marine Association of Japan (PIMA) 

(2) 資格：民間任意団体(法人格を持たない) 

(3) 設立：1971 年 6 月 28 日 

(4) 事業概要： 

① 石油の海上輸送に関する安全及び油濁対策の調査・研究 

② IOPC 基金及び OCIMF に関し、次の諸事項を含む関連機関への意見表明及び 

  連絡・調整 

   ・ 諸規約の解釈及び運用 

   ・ 石油海上輸送実績の集計及び会費・拠出金の送付 

   ・ 油濁損害補償関係事項 

③ 関係官庁及び民間団体への意見表明及び連絡 

④ その他、本協会の目的を達成するために必要な事項  

(5) 会員数：28 社 (2022 年3 月末時点) 

 

2．IOPC 基金関連 

 5 つの国際的取り極めから成るもの： 

 ①92 年民事責任条約(92CLC；船主による賠償を規定) 

 ②92 年基金条約(92FC；油受取人が拠出する基金による補償を規定) 

 ③追加基金議定書(SF；油受取人が拠出する基金による補償を規定) 

 ④小型タンカー油濁補償協定(STOPIA；小型タンカーに関する、船主による民間自主協定) 

 ⑤タンカー油濁補償協定(TOPIA；タンカーに関する、船主による民間自主協定) 

 



 

 

SDR 1 = 156.828 円(2022 年 3 月31 日)；以下、同数値を適用 

 

「3 層構造」における 船主負担 ＜ 油受取人負担 の是正策として前頁④及び⑤を導入。 

或るタンカーから流出した原重油による油濁損害を被った国が上記 3 つの国際条約に加盟して

いれば、1 事故当たり最大で SDR 750 百万(約1176 億円)まで補償される。また、そのタンカ

ーの船主が国際 P&I グループで P&I 保険に加入しており、その保険が同グループ内でプールさ

れ、その後、再保険に出されていれば、 

(i) 29,548総トン以下のタンカーによる油濁事故の場合、保険者のP&Iクラブは 92年民事責

89.77百万SDR

29.5千GT

国際油濁補償体制（2006年2月20日以降）

750百万SDR

4.51百万SDR

203百万SDR

5千GT 140千GT

基金負担

50%

船主自主的負担

（TOPIA 2006)

50%

追加基金の補償

（追加基金議定書）

基金負担

船主の賠償

（92年民事責任条約）

92年基金の補償

（92年基金条約）

船主自主的負担（STOPIA 2006）
20百万SDR

第1層：142か国 

第2層：118か国 

第3層：32か国 



 

任条約の船主責任限度額を超えて最大SDR 20 百万(約31 億円)までを負担し(前頁④)、 

(ii) 追加基金(補償額 SDR 203 百万超～SDR 750 百万＝約318 億円超～約 1176 億

円)が発動されるような油濁事故が発生した場合、保険者の P&I クラブは追加基金が支払う補

償の 50%を負担する(前頁⑤)。 

 

(1) IOPC 基金が新たに関与することとなった油濁事故 

イスラエルの事故 (2021 年2 月上旬頃発生と推測されている) 

イスラエル沿岸に漂着した物質（タールボール状）の分析結果は、イラン産原油洗浄剤と

判明した。汚染源として浮上した MT Emerald の証拠は現状得られていない。このような

事案は、Mystery Spillと呼ばれている。汚染源が特定されずともタンカーからの流出と判断

される場合は、過去の判例に倣い補償が適用(基金の解釈) されるとし、2021 年 7 月の

基金会合で補償が決定された。同年 11 月の基金会合で、本事故を大規模クレーム基金

として扱い一般基金と併せて合計￡12.0 百万(約 18.6 億円)が予算として承認され、翌

2022 年 3 月 1 日期限で拠出者から支払われた。 

(2) 92 年基金 

① 補償限度額は船主による賠償(最大で約 141 億円)を含めて SDR 203 百万/件(約

318 億円) 

② 2022 年3 月末時点の加盟国は 118 か国  

(2022 年4 月サンマリノ、5 月コスタリカ、2023 年５月ギニアビサウが加盟予定) 

③ 2020 暦年中の受取拠出油量は約1,331.9 百万トン (61 か国、除くアルバ) 

＝15 万トンを超えて原重油を受け取った各国内事業体(約219 社)の受け取り数量の積

算(前年比▲204.7 百万トン / ▲13.3%) 

    ・受取量15 万トン以下＝39 か国 

＝15 万トンを超えて原重油等を受け取った事業体が国内に 1 つも無かったということ； 

その旨の報告がなされた。 

・未報告18 か国(除くキュラソー、シント・マールテン)＝報告そのものがなされなかった。 

・次の 5 か国は、過去において油量報告を行っていない年が計5 か年以上ある。 

ドミニカ共和国(22 年)、シリア(12 年)、セントルシア(11 年)、アルバニア(8 年)、モーリ

タニア(5 年) 

シリアは加盟国になって以降、油量報告を 1 回も行っていない。 

④ 2020 暦年も前年から引き続き、インドが最大拠出国で、日本は第2 位。以下、韓国、オ

ランダ、イタリアの順。 



 

 

* オランダ及びオランダ領であるアルバ、キュラソー及びシント・マールテン(高度な自治が認められ

ている 3 構成国)は別個に拠出油量を報告している。また、これら 3 構成国は追加基金には

加盟していない。 

**2021 年 12 月 31 日までにオランダから提出された拠出油報告は部分的であったため、

2020 年の総量は推計に基づいている。 

***中国は香港特別行政区のみが対象。 

(3) 追加基金 

① 補償限度額は船主と 92 年基金の補償を含めて SDR 750 百万/件(約 1,176 億 

円；船主賠償及び 92 年基金の補償額の控除後の追加基金負担額は 858 億円ま 

で) 

拠出油量(トン) 割合 拠出油量(トン) 割合

1 インド 203,779,950 15.30% 32 フィリピン 5,507,121 0.41%

2 日本 152,509,343 11.45% 33 アルゼンチン 5,364,372 0.40%

3 韓国 137,006,834 10.29% 34 ブルガリア 4,858,291 0.36%

4 オランダ*'** 98,276,422 7.38% 35 ニュージーランド 3,987,735 0.30%

5 イタリア 92,558,220 6.95% 36 セントルシア 3,213,886 0.24%

6 シンガポール 78,901,008 5.92% 37 ベルギー 2,887,103 0.22%

7 スペイン 60,261,920 4.52% 38 アイルランド 2,820,039 0.21%

8 タイ 46,278,921 3.47% 39 コートジボワール 2,723,774 0.20%

9 英国 43,403,585 3.26% 40 エストニア 2,369,659 0.18%

10 カナダ 43,342,819 3.25% 41 アンゴラ 2,160,119 0.16%

11 フランス 36,360,115 2.73% 42 スリランカ 2,019,619 0.15%

12 トルコ 31,160,472 2.34% 43 ウルグアイ 1,951,770 0.15%

13 ギリシャ 27,240,087 2.05% 44 エクアドル 1,744,402 0.13%

14 ドイツ 23,976,357 1.80% 45 マルタ 1,608,011 0.12%

15 アラブ首長国連邦 23,851,152 1.79% 46 ジャマイカ 1,556,617 0.12%

16 スウェーデン 22,060,398 1.66% 47 メキシコ 1,532,177 0.12%

17 マレーシア 20,272,046 1.52% 48 チュニジア 1,282,630 0.10%

18 オーストラリア 16,200,403 1.22% 49 パプアニューギニア 1,244,786 0.09%

19 南アフリカ 13,834,522 1.04% 50 カタール 949,944 0.07%

20 イスラエル 13,203,576 0.99% 51 コロンビア 876,615 0.07%

21 フィンランド 11,696,377 0.88% 52 ガーナ 749,782 0.06%

22 ポルトガル 11,215,139 0.84% 53 ニカラグア 661,162 0.05%

23 ポーランド 10,508,565 0.79% 54 モロッコ 658,960 0.05%

24 イラン 9,915,187 0.74% 55 モーリシャス 646,061 0.05%

25 ノルウェー 8,722,824 0.66% 56 キプロス 585,826 0.04%

26 ブルネイ 8,113,420 0.61% 57 アルバ* 209,332 0.02%

27 リトアニア 7,851,275 0.59% 58 ギアナ 174,771 0.01%

28 クロアチア 6,610,370 0.50% 59 アンティグアバーブーダ 163,428 0.01%

29 デンマーク 6,570,140 0.49% 60 バルバドス 159,671 0.01%

30 バハマ 5,732,634 0.43% 61 マダガスカル 153,954 0.01%

31 中国(香港)*** 5,536,106 0.42% 62 タンザニア 150,224 0.01%

1,331,921,968 100%

加盟国 加盟国

合計



 

② 2022 年3 月末時点の加盟国は 32 か国 

③ 2020 暦年中の受取拠出油量は約867.6 百万トン (拠出者数約125) 

(前年比▲133.5 百万トン / ▲13.3%) 

 

* 追加基金では、最低でも 100 万トンを受取油量と見做す規程がある。 

 

(4) 2021 年年次拠出金 (£1=154.73 円、2022 年3 月1 日) 

① 92 年基金 

徴収 (2022 年 3 月 1 日支払期限) 

●一般基金(事務局の運営費用及び SDR 400 万(約 6.3 億円)までの補償を賄う)：

￡12.2 百万(約 18.9 億円) 

2021 年の支出(前年未収)分が£3.9 百万(約 6.0 億円)で、2022 年分が￡4.2 百

(約6.5 億円)万、イスラエルの事故への支払いが￡4.1 百万(約6.3 億円)。 

●大規模クレーム基金(補償金額、調査費用等が SDR 400 万超の事故)： 

￡8 百万(約12.4 億円) 

イスラエルの事故対応で 2022 年 3 月までに￡4.0 百万(約 6.2 億円)が徴収されてお

り、その後補償金支払いの状況に応じて最大 ￡4.0 百万が追加で徴収される。 

② 追加基金 

徴収無し (同基金関与する事故はこれまで発生していない) 

 

(5) 拠出金の送金代行業務 

拠出油量(トン) 割合 拠出油量(トン) 割合

1 日本 152,509,343 17.58% 17 ノルウェー 8,722,824 1.00%

2 韓国 137,006,834 15.79% 18 リトアニア 7,851,275 0.90%

3 オランダ 98,276,422 11.33% 19 クロアチア 6,610,370 0.76%

4 イタリア 92,558,220 10.67% 20 デンマーク 6,570,140 0.76%

5 スペイン 60,261,920 6.94% 21 ニュージーランド 3,987,735 0.46%

6 英国 43,403,585 5.00% 22 ベルギー 2,887,103 0.33%

7 カナダ 43,342,819 4.99% 23 アイルランド 2,820,039 0.32%

8 フランス 36,360,115 4.19% 24 エストニア 2,369,659 0.27%

9 トルコ 31,160,472 3.59% 25 モロッコ* 1,000,000 0.12%

10 ギリシャ 27,240,087 3.14% 26 バルバドス* 1,000,000 0.12%

11 ドイツ 23,976,357 2.76% 27 コンゴ* 1,000,000 0.12%

12 スウェーデン 22,060,398 2.54% 28 ハンガリー* 1,000,000 0.12%

13 オーストラリア 16,200,403 1.87% 29 ラトビア* 1,000,000 0.12%

14 フィンランド 11,696,377 1.35% 30 モンテネグロ* 1,000,000 0.12%

15 ポルトガル 11,215,139 1.29% 31 スロバキア* 1,000,000 0.12%

16 ポーランド 10,508,565 1.21% 32 スロベニア* 1,000,000 0.12%

合計 867,596,201 100%

加盟国加盟国



 

会員会社への拠出金額の連絡及び希望する会員のための IOPC 基金への拠出金の送金代行

業務(英ポンドの為替予約を含む)を行っている。2021 年度は 7 社分、約￡542 千(約 85 百

万円)の送金代行を実施した。 

 

(6) 2021 年特定油受取量報告 

当協会は会員会社の特定油受取量を取り纏めて国土交通省 海事局へ報告している(毎年 2

月15 日締切)。当期は 2021 暦年の特定油受取量を報告した。 

2021 暦年及び 2020 暦年の特定油受取量は次のとおり(単位：トン)(取扱注意)。 

 

・上表には、PIMA 会員で受取量15 万トン以下の会員(7 社あり)の受取量は含まれない。 

 ・「その他」には、電力会社、共同火力会社、日本国内で原油備蓄を行っている中東産油国の

国営石油会社の関連会社等が含まれる。 

 

3．2010 年HNS 条約関連(2010 年の危険物質及び有害物質の海上輸送に関連する損 

害についての責任並びに損害賠償及び補償に関する国際条約) 

・対象を人損・物損、白物石油製品・LPG・LNG・化学品等に拡大する補償制度。 

・現基金条約の制度がそのまま HNS 条約に維持・適用される見込みだと考え得る。 

・当協会は、現基金条約について加盟国間の統一解釈・運用がなされていないこと等から、 

日本の同条約の批准に反対を表明してきている。また、拠出の可能性がある関連業界の殆 

どが反対している模様(非公式情報)。 

・2020 年度中の進展無し。現況、過去の経緯等は次のとおり。 

① 署名(9 か国) ：ノルウェー・カナダ・トルコ・デンマーク・オランダ・ドイツ・フランス・ギリシャ・ 

南アフリカ 

② 批准：(発効要件 3 つの内の 1 つ目は 12 か国以上の批准) 

2017 年4 月：ノルウェー 

2018 年4 月：カナダ・トルコ 

        7 月：デンマーク 

2019 年7 月：南アフリカ 

2022 年1 月：エストニア 

2021暦年 2020暦年 増減 前年比

PIMA会員 147,097,466 147,245,278 -147,812 99.9%

その他 3,955,695 5,264,064 -1,308,369 75.1%

合計 151,053,161 152,509,342 -1,456,181 99.0%

PIMA比率 97.4% 96.5% 0.8% -



 

(既批准６か国；内4 か国が船舶200 万総トンを保有＝発効要

件の 2 つ目を既に充足) 

3 つ目の発効要件は、批准国計の一般貨物の受け取り 40 百万トン 

③ 2018 年 10 月：IOPC 基金総会 ＝ HNS 基金事務局を担う前提で、HNS 条約発

効後の詳細検討を、批准国が 12 か国以上となった時点で開始することに合意(それまで

は動かず) 

④ 日本の対応 (2017 年度以降の流れ) 

・国土交通省が 2018 年1 月に「2010 年HNS 条約に関する検討委員会」を開催、 

2018 年度に「2010 年 HNS 条約の国内法制化に関する検討委員会」を設置 

     委員長：藤田 友敬 東京大学教授 / 事務局：公益財団法人 日本海事センター 

 

・「2010 年 HNS 条約に関する委員会」 

2017 年度 第 1 回：2018 年1 月26 日 

・HNS 貨物輸送をめぐる現在の状況 

・2010 年 HNS 条約の概要と現在の状況 

第2 回：2018 年 3 月13 日 

・発効要件の充足と我が国拠出額の試算 

・実務上の課題等の把握 

 

・「2010 年 HNS 条約の国内法制化に関する委員会」 

2018 年度 第 1 回：2018 年6 月21 日 

・本条約の概要、国内法制化に係る論点及び国内法制化に向けた対応 

 

    第 2 回：2018 年8 月 3 日 

・国内法制化等に係る各団体の意見 

・各団体の意見を踏まえた今後の対応 

・意見書：石油を含む、拠出の可能性のある業界の殆どが反対 

      → 次期通常国会への法案提出は見送り(但し、本「委員会」での検討は継続) 

第3 回：2019 年 3 月18 日 

    ・条約発効に向けた国際的動向 

・国土交通省が関係業界団体に説明会を実施(当協会会員向けは 6 月19 日)、 

関連各業界に対して 7 月中の意見書提出が要請された 

・当協会の対応：会員からの意見を集約し 7 月19 日に国土交通省宛てに意見書を提出 

 



 

    ・今後の検討及び共有すべき情報 

2019 年度：2020 年 3 月30 日 

・新型コロナウィルス感染症への懸念から開催が中止され、メールでの資料、意見及び 

質問の遣り取りが 4 月1 日にかけて行われた。PIMA は従来の主張を繰り返した。 

2020 年度：2021 年 3 月26 日 

・メールで情報共有のための文書が配付された。 

2021 年度：2022 年3 月29～30 日 

・リモートにて開催された 92 年基金第29 回総会において、各国から HNS 関連の状況 

報告がなされた。 

カナダ：2022 年９月頃に HNS 条約のワークショップをカナダが主催すると表明。 

 フランス：2023 年末までの批准を目指している。 

 オランダ：批准向けて準備を進めている。 

 ベルギー：批准に向けて準備を進めている。 

 

4．OCIMF 関連 

(1) 会員数：2022 年 3 月末時点で約110 社。 

当協会会員の中では、出光興産株式会社及びENEOS株式会社の2社が OCIMF 会員であ

り、当協会がこれら 2 社を代表している。なお、この他、INPEX が会員である。 

(2) SIRE 2.0 

検船機能の強化を目指し、タブレットやカメラを活用した新しい検船システムの導入準備が進めら

れた。当初、2022 年 4 月からの運用開始を目指していたが、タブレットの供給契約やシステム

監査の遅れ等により、2022 年２月２日の理事会で 10 月まで半年間の延期を決定した。 

(3) CoP (Communities of Practice) 

2025 年に向けた新戦略の柱の一つである「会員間の協力」を遂行するコミュニケーションサイトの

運用を開始した。会員企業間で技術的課題や対策を議論し、ベストプラクティス等を共有する。 

 

 

以上 


