
 

船舶管理会社、関係各位 

 

 

ソマリア沖等海賊多発海域を航行することのある船舶の保安計画の見直しについて 

 

ソマリア沖/イエメン沖（アデン湾）において海賊事件が多発していることはご承知のことと存じま

す。先月はパナマ籍油・ケミカルタンカー “SUNSHINE SKY”および日本籍大型原油タンカー “高

山”がそれぞれ武装海賊に追跡され、発砲されるという事件が発生しました。  
 

 各位におかれましては、管理下の船舶に対して海賊対応計画を船舶保安計画の一部として定

め、実施しておられることと存じますが、最近の事件に鑑みて改善・強化の必要はないか同計画

の見直しを行われるようお勧めいたします。 

 次の文書を添付しますので上記見直しにあたり適宜ご利用/ご参照ください。 

(1) 海賊多発海域を航行することのある船舶の海賊対応計画見直しチェックリスト   

(2) ソマリア沖/イエメン沖で最近発生した海賊事件の例 

(3) 海域別の海賊事件発生状況（ＩＭＢ統計*） 

(4) MSC/Circ.623 Rev.3 「海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所

有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き」（仮訳）   

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 最新情報は下記の URL から入手できます。 

http://www.icc-ccs.org/main/publication.php 

   



Attachment 1 

海賊多発海域を航行することのある船舶の海賊対応計画見直しチェックリスト 

注： 各位のご参考に弊会が作成したもので、チェックすべきすべての項目を網羅するものではありません。 

 

・ 追加の保安措置・追加の保安設備の

設置。 

・ 保安計画書を改正。 

十分ありうる(Likely)として 

船舶保安評価（SSA）の再実施 

海賊襲撃に遭遇する可能性 

十分ありうる(Likely)として SSA が

実施されているか？ 

海賊多発海域を航行することのある船舶の 

現行の保安評価（Ship Security Assessment： SSA） 

Yes

No 

SSA の結果に基づき 

現行 SSP の適切な 

実施。 

必要に応じて、SSA 

及び SSP の見直し。 
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実行可能な限り十分な保安装置が設備され、海賊多発海域進入前・航行中に特別に実施すべき保安措置が保安計画に具体的かつ詳細に記述されている

か？ 例えば次について考慮。 

 対応 具体的措置(例) コメント（記入用） 

事前の対応： － 海賊早期発見のための監視装置の設置 高出力投光照明、監視装置（暗夜監視装置, 暗視双

眼鏡, 監視カメラ, 赤外線探知装置など）、物理的設備

（有刺鉄線など）など 

 

－ 海域における海賊の傾向の確認、安全情

報の聴取 

VHF-16 チャンネル聴取、パトロール及び見張りの強

化など 

 海域進入前： 

－ 訓練の実施（海賊による襲撃のシナリオを

会社から指示） 

対海賊/武装盗賊操練など  

－ 安全情報の聴取 VHF-16 チャンネル及びその他沿岸局情報の聴取な

ど 

 

－ 監視の強化 見張りの増員、監視装置の使用など  

－ 海賊と疑わしい船舶等を認めた場合の対

応 

監視の継続など  

－ 海賊と確認した後の対応（関係当局および

他船への通報、回避・防護措置） 

海賊船からの回避行動 (増速、ジグザグ航走など) 

CSO、IMB、沿岸国等への連絡 

 

－ 海賊が移乗された後の対応（自動緊急警

報の発信を含む） 

SSAS の発信、要すれば GMDSS 機器による遭難信号

の発信 

 

海域航行中： 

－ 人員、船舶に被害が発生した場合の処置 沿岸国（公安機関）への援助要請  

事件後 － 関係当局への報告 通報を行った機関への被害状況の確認と報告  
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Attachment 2 

ソマリア沖/イエメン沖で最近発生した海賊事件の例 

 Nationality 

国籍 

Ship Type  

船種 

Location/Time of incident 

事件日時/場所 

Summary of incident 

事件概要 

Ship A Panamanian Oil/Chemical 

Tanker 

オイル/ケミカルタ

ンカー 

Off Somalia, the Gulf of Aden 

 (70 miles north of Alula) 

28 Oct. 2007, 1345 (JST) 

 

 

 

ソマリア沖アデン湾 

（アルラの北方 70 海里） 

2007 年 10 月 28 日 

午後 1 時 45 分頃（日本時間） 

While the ship was sailing to Europe via the Suez canal from 

Singapore, the ship was hijacked by pirates armed and then 

took away with the crewmembers on 28 Oct. 2008. 

No crew was injured and the ship with cargoes was not 

damaged when the ship has been released on 12 Dec. 2007.   

シンガポールからスエズ運河経由でヨーロッパに向けた航海

中、ソマリア沖アデン湾で武装海賊にハイジャックされ、乗組員

ごと拉致。 

12 月 12 日に開放。乗組員、船舶及び積荷に怪我、損傷なし。 

Ship B Panamanian Oil/Chemical 

Tanker 

オイル/ケミカルタ

ンカー 

Off Yemen, the Gulf of Aden  

(36 miles off, coast of Yemen) 

1st April 2008, 0915 (local time) 

 

 

 

 

イエメン沖アデン湾 

（イエメン沿岸 36 海里） 

2008 年 4 月 1 日  

午前 9 時 15 分頃（現地時間） 

While the ship was sailing off Yemen, the ship was fired by 

pirates armed armaments and alarmed SSAS. The ship escaped 

to safety water under the escort of the Combined Maritime 

Forces Command responded to the alert. 

No crew was injured. The ship was damaged to the funnel and 

lifeboat but damages were slight and no obstacle to the 

navigation. 

イエメン沖航行中に、武装海賊に発砲を受け、SSAS を発した。

近隣国の連合パトロール軍のエスコートのもと本船は安全海域

に脱した。 

乗組員に怪我無し。本船は煙突と救命艇に損傷を受けたが、軽

微で航行に支障なし。 
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Ship C Japanese Oil Tanker 

オイルタンカー 

Off Yemen, the Gulf of Aden  

(67 miles off, coast of Yemen) 

21 April 2008, 0440 (Local 

time) 

 

 

 

 

イエメン沖アデン湾 

（イエメン沿岸 67 海里） 

2008 年 4 月 21 日 

午前 4 時 40 分頃（現地時間） 

While the ship was sailing off Yemen, the ship was fired from a 

suspicious boat and shot in the aft part of ship. The ship gave 

emergency call and was rushed by the Combined Maritime 

Forces Command responded to the call. 

The ship ran a zigzag and escaped from the boat since the 

damages were slight and no obstacle to the navigation. 

No crew was injured. 

イエメン沖（アデン湾）航行中、不審船より発砲を受け、船体後

部に被弾。 

緊急通報を行い、それを受けて連合パトロール軍の艦船が急行

した。 

本船の損傷は軽微で航行に支障なく、ジグザク航走を行い、不

審船から逃れた。乗組員に怪我無し。 
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Attachment 3
Status of incidents on piracies happened in 2007 by locations (Statistics by IMB)

As of Jan. 2007, Source: Piracy and Armed Robbery against Ships - IMB Annual Report 2007

Malacca Strait
7

Malaysia 9

Bangladesh 15

India 11

Nigeria 42

Red Sea/Gulf
of Aden 13

Tanzania 11

Indonesia 43

Somalia 31

Southeast Asia
70

East Asia
10

Indian Ocean
30

America
21

Arabian Sea
4

Africa
120

Africa

Gulf of
Aden/Red Sea

13

Sierra Leone 2
Mozambique 3Nigeria 42

Somalia 31

Tanzania 11

Angola 1

Congo 4
Egypt 2

Ghana 1
Eritrea 1

Morocco 1
Madagascar 1

Liberia 1

Kenya 4
Guinea 2

6



 

 7

                                                 

Attachment 4

IMO 海上安全委員会（MSC）回章第 623 号（仮約）  

MSC/Circ.623 Rev.3 

海賊及び船舶に対する武装強盗  

船舶に対する海賊行為及び武装強盗の予防及び抑止のための 

船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き 

 

前文略 

附属書 

 

船舶に対する海賊行為*及び武装強盗の予防及び抑止のための 

船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き 

 

前 書 

 

1 本回章は、公海における海賊並びに錨泊中又は港外若しくは沿岸国の領海内の航行中における

武装強盗の危険を軽減するためにとるべき予防措置に関する、船舶所有者、船長及び乗組員の注

意を喚起することを目的としている。本回章は、攻撃の危険を軽減するために踏むべき段階、攻撃に

対しとり得る対応、及び、攻撃があった場合に、それが成功したか未遂に終わったかにかかわらず、

関係する沿岸国の当局及び旗国の海事当局に対し報告することの必要性の概要を示したものであ

る。かかる報告は、必要な行動をとることができるよう、できる限り直ちになされなければならない。 

2 これらの勧告は、多くの資料の中から抜粋したものである。明らかに矛盾する助言がある場合に

は、選択した理由を述べている。 

 
* “海賊行為の以下の定義が国連海洋法条約 1982（UNCLOS）の 101 条に規定されている： 

“海賊行為とは、次の行為をいう： 

(a) 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は

略奪行為であって次のものに対して行われるもの： 

(i) 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産； 

(ii) いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産； 

(b) いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航

に自発的に参加するすべての行為； 

(c) （ａ）又は（ｂ）に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為。“ 
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海賊の目的 

3 船舶のハイジャックや積荷の窃盗に加え、東南アジアにおける海賊の主な標的は、船の金庫の中

の現金や乗組員の所持品及びロープを含む持ち出し可能なあらゆる船用品である。南米において

は、海賊及び武装強盗の襲撃の中には薬物に関係しているものもある。コンテナを荒らした形跡があ

った場合には、船舶が港内に停泊した際に侵入者が侵入し、その後獲物をもって立ち去ったものと考

えられる。このため、出港前の居室の点検確認を行うことが望ましい。 

海賊及び武装強盗を引きつける要因の排除 

船の金庫内の現金 

4 船長室の金庫には、多額の現金があると信じられており、それが襲撃者を引き寄せる。多くの場

合それは事実であり、相当の金額が奪われてきている。運航上の必要や乗組員の要望に応えるた

め、また、為替管理による両替の規制のある国もあるため、船内金の持ち合わせが必要な場合もあ

り、このことが襲撃者を引きつけるものとして働いている。襲撃者は状況が明らかになるまで船長や

乗組員を脅迫するのである。船舶所有者は、船内に多額の現金をおく必要のないような方策を検討

すべきである。国による為替管理の規制が船内に現金をおく理由となっているとすれば、この問題

は、海賊及び武装強盗による襲撃をなくすための国際的な取り組みの一つとしてより柔軟な対応を促

すよう要請するべきか否かという、船舶の旗国の海事当局の判断に帰結する。 

船長及び乗組員の判断 

5 船長は、襲撃者が船舶と陸上との間の通信を傍受し、目標を定めるために傍受した情報を利用す

る可能性のあることに留意する。したがって、海賊の発生している海域においては、無線により貨物

その他の船用品に関する情報を送信する場合には、十分注意すべきである。 

6 襲撃の発生している地域の港において上陸する乗組員は、航海又は積荷について、特に船舶の

業務と関係のない者に話すべきではない。 

船員の減員 

7 今日の船舶の乗組員数の削減も襲撃者を助長している。少人数の乗組員で、輻輳海域又は制限

海域を航行する船舶の航行の安全を確保しなければならない上に、長時間高いレベルの保安監視を

維持すると煩わしい作業が付加されることとなる。船舶所有者は、船舶が海賊の発生海域において

航行中又は港外に錨泊中には、見張りを強化することが望ましい。船舶所有者は、乗組員を支援し、

船舶を守るために、適当な監視装置を装備するよう配慮することが望ましい。 
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推奨される訓練 

8 以下に概説する勧告により実施すべき事項は、事件の報告、商業団体により公表されている助言

及び船舶の保安を高めるために策定された方策を基に作成されている。勧告が対象とし、又は適用

される範囲は、襲撃の発生する地域内で運航している船舶の船舶所有者及び船長に関する事項の

みである。海運業界は、他の既存の勧告∗による助言も利用する。 

9 勧告による行動は、海賊及び武装強盗の脅威のある海域の航行に伴う局面毎に分けられてい

る。この局面は、主な段階を、海賊及び武装強盗でない状況、海賊及び武装強盗と疑わしい状況及

び海賊及び武装強盗と確認された状況に分けている。いずれの状況にあるかによって、何を実施し

何を実施しないかが決定される。 

海賊及び武装強盗の事前の措置、船舶保安計画 

10 襲撃発生海域内を運航することが予想される全ての船舶は、海賊及び武装強盗に関する船舶

保安計画**を備えるべきである。船舶保安計画は、遭遇する可能性のある危険、乗組員の役割、能

力及び訓練、船内に安全な区画を確保する能力並びに船内に備えられている監視装置について明ら

かにしておかなければならない。この計画には、特に次のことが含まれる。 

1）監視の強化及び照明の使用、監視及び探知のための設備の必要性、  

2）襲撃のおそれが認められ、又は襲撃が発生した場合の乗組員の対応  

3）実施すべき無線警報の手続  

4）襲撃又は襲撃未遂の後に行うべき報告  

船舶保安計画は、船長及び乗組員が海賊及び武装強盗による襲撃に伴う危険を十分に認識させる

ものでなければならない。特に、船員が襲撃に対し攻撃的な対応をとったときに発生する危険につい

て記載されなければならない。襲撃のおそれの早期探知は、 も効果的な抑止策である。一旦襲撃

が発生した場合、特に、一旦襲撃者が船舶に乗り込んでしまった場合には、攻撃的な対応は、船舶

及び船内にある者に対する危険を著しく増すこととなる。 

11 船橋、機関室、操舵機室、士官居室及び部員居住区画に通じる全ての扉は、船舶保安計画にし

たがって、常時安全に管理下におくとともに、定期的に巡回する。襲撃者に侵入が困難であるとわか

るような安全区画を設けるよう努める。 

12 事件への対応は、十分に計画され、実施されること、及びその関係者ができる限り船舶の状況に

精通していることが重要である。したがって、海賊及び船舶に対する武装強盗行為への対応に関す

る保安当局の責任者は、外海か港内かにかかわらず、 も遭遇しそうな船種の一般配置及び特徴に

 
∗例：United Kingdom Marine Guidance Note 75, BIMCO publication "The Ship Master's Security Manual" (July 1998), 

ICS/ISF Pirates and Armed Robbers - A Master’s Guide (Third Edition 1999), IMB Special Report on Piracy and Armed 
Robbery (March 1998) 
** MSC/Circ.443 にガイダンスあり。 
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ついて訓練されるべきであり、船舶所有者は、必要な習熟のために船舶と接触する機会を準備する

ことにより保安当局との協力を促進すべきである。 

航路設定及び錨泊の延期 

13 船舶は、可能な限り襲撃が発生している地域から離して航路を設定すべきであり、特に、狭水道

を避けるべきである。錨泊中の船舶に対する襲撃の発生している港に入港しようとする場合には、船

舶は港外に錨泊することや、速力を減じ又は海岸線から十分に距離をおいて迂回航路をとることによ

り、錨泊時刻を遅らせ、危険にさらされる時間を短くすることを考慮する。港湾当局との接触は、着岸

の優先順位に影響のないことが確保されるべきである。用船契約に当たっては、港で襲撃が発生し、

使用可能な岸壁がない場合、または沖荷役が遅れる場合には、当該港への入港を遅らせる場合も

あることを考慮する。 

船舶保安計画の実施訓練 

14 襲撃の発生している地域に進入する場合には、船舶の乗組員は、海賊対応計画に定められてい

る手続の訓練を行い、習熟しておく。警報の信号及び手続は、十分に訓練しておく。指示が船内通報

装置又は個人用無線により行われることとなっている場合は、使用される言語にあまり堪能でないも

のにも容易に理解できるものでなければならない。 

15 港内に停泊中、錨泊中又は影響のある海域を航行中において、船内に進入可能な場所及びそ

のカギ並びに船内の安全区画を全て安全に管理しておくことを完全に確保することは不可能である。

乗組員は、船舶に備えられたあらゆる監視及び探知設備の使用について訓練される。計画と訓練

は、襲撃が発生することを想定して行い、襲撃が発生しないと楽観視してはいけない。船舶が警戒し

ており、訓練された乗組員が船舶保安計画を実施していることを襲撃者に明示することは、船舶の襲

撃を思いとどまらせるのに役立つ。 

錨泊中及び港内における予防措置 

16 襲撃の発生している海域においては、港内に停泊中又は錨泊中は、乗船者を制限し、記録し、ま

た管理することが重要である。乗船者の写真をとることは、有効な抑止策であり、襲撃に先立って船

内に侵入した襲撃者を特定することに役立つ。フィルムは、その後の襲撃事件を解明するのに必要

である。襲撃者は、獲物を選び出すために積荷目録に関する情報を有していることが指摘されている

ことから、積み荷の種類や配置に関する情報の文書の閲覧を制限するためのあらゆる努力が払わ

れるべきである。 

17 出港前には、船内を厳重に点検し、全ての扉及び出入口を安全に管理しておくこと。このことは、

船橋、機関室、操舵機室及び他の目の行き届かない区画において重要である。扉及び出入口は、そ

の後も定期的に点検する。船内の非常事態が発生したときに使用する扉及び出入口の管理手段は、

慎重な配慮が必要である。船舶や乗組員の安全について妥協してはならない。 

18 港内や錨地で各船が雇っている警備員は、その当直中、相互に、及び港湾当局と連絡を取るべ

きである。かかる警備員を調査するのは、警備会社の責任である。警備会社自身は、適当な当局に

よる調査を受ける。 
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当直及び船内巡視 

19 船内巡視の励行は特に重要である。襲撃の 初の兆候は、多くの場合、襲撃者が船橋や船長

室に現れるときに認められている。襲撃のおそれを早期に警報することは、音響による警報の実施、

他の船舶又は沿岸の当局への緊急連絡、容疑船舶の照射、回避するための操船の実施その他の

対応をとる機会を与えることとなる。船舶が襲撃船の接近に気づいたことを示すことは、襲撃者の抑

止力となる。 

20 船舶が襲撃の発生している海域の中にあり、又はそのような海域に接近する場合には、船橋当

直の見張りを増員すること。船尾やレーダーの死角に見張りを追加することも検討すること。会社は、

船橋要員と見張り要員のために暗視双眼鏡を与えることを考慮すべきである。レーダーには、常時要

員を配置する。しかし、それでも、感度の低い高速で移動するボートを舶用レーダーで捉えるのは困

難である。ヨット用のレーダーを船尾に装備すれば、船舶が航行中に船尾から接近する小型ボートを

探知することのできる補助レーダーとなる。錨泊中の船舶が、適切な場所に装備されたヨット用レーダ

ーを使用することは、至近に接近する小型のボートの警戒にも役立つ。 

21 航行中の船を追尾していると思われるボートを発見するためには、レーダーと目視による見張り

を継続して行うことが特に重要である。しかし、海賊船は、襲撃を開始するときには急速に接近してく

る場合がある。自船と併走し、又は追尾する形で同じ針路及び速力で航行していると認められる小型

のボートは、襲撃船の疑いがあるもの考える。疑わしいボートを認めたときには、 初のボートは囮

で、 初の船に気を取られている間に、2 番目のボートから移乗するおそれもあることから、全方向の

見張りを継続することが重要である。 

22 海賊の発生海域を頻繁に航行する船舶を所有する会社は、夜間の海賊船を発見するレーダー

及び目視による監視能力を高めるために、より高性能な視覚・電子機器の入手及び使用を考慮すべ

きである。それにより、起こり得る襲撃に対する早期の警告を得る可能性が高められる。特に、夜間

監視装置の装備、船尾の死角をカバーする補助レーダー、監視カメラ及び有刺鉄線のような物理的

設備を設置することを考慮すべきである。切迫した状況においては、殺傷能力のない武器を使用して

もよい。赤外線探知及び警報装置も利用できる。 

通信手続 

23 船長は、襲撃の発生している海域の中にあり、又はそのような海域に接近するときは、適切な資

格を有する無線従事者を常時配置することを確保すべきである。 

24 襲撃が発生している海域に入る前には、GMDSS の設備が装備されているが、船位情報が電子

航行支援設備により自動的に更新されない場合には、手動により一定の間隔で適当な通信機器に

船位情報を入力することが強く求められる。船舶所有者は、適当な時期の使用に備え、影響のある

海域に進入する前に GMDSS のインマルサット C の警報プログラムに入力しておくべきである。（MSC

回章第 805 号） 

無線当直及び対応 

25 襲撃の発生する海域においては、適当な海岸局及び海軍当局との間の無線を常時聴取する。こ
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の当直は、全ての遭難及び安全周波数、特に VHF16 チャンネル及び 2,182kHz について行い、当該

海域に対して当局が決定した他のあらゆるチャンネル及び周波数も同様に行うこと。船舶は、当該海

域で放送される全ての海上安全情報を聴取する。インマルサットの高機能グループ呼出システム

（EGC）による放送は、通常セイフティNETサービスを使用して行われるものと思われることから、船舶

所有者は、襲撃の危険のある海域又はその付近においては、適当な EGC 受信機を常時使用可能な

状態にすることを確実にすること。船舶所有者は、この目的のために、例えば緊急でない放送を行う

ため商業目的に使用されている船舶地球局のような受信機を備えることを考慮すべきである。 

26 国際海事機関（IMO）は、1992 年 8 月に承認された MSC 回章第 597 号によって、海賊及び武装

強盗の襲撃に関する報告を、当該地域を担当する救難調整本部（RCC）に行うべきことを勧告してい

る。MSC 回章第 597 号は、また、政府は、RCC が襲撃に関する報告を適当な保安当局に伝達するこ

とができるようにすべきであることも勧告している。 

27 襲撃に発展するような疑わしい行動を認めたときには、船舶は、関係する RCC また当該海域に

対して当局が推奨する無線局に連絡することが求められる。船長が、このような移動物体を航行に直

接危険を及ぼすおそれがあると判断したときには、適当な RCC に通報するのみならず、付近にある

他の船舶に警告を与えるため、全ての無線局あて（CQ）に危険通報を発信する。危険通報は、安全

通報として、VHF チャンネル 70 を使用し、平易な言語で送信する。これらの手続の前には、安全信号

を行う。 

28 船舶の安全が脅威にさらされていることについて明確な根拠があると船長が判断したには、船長

は、直ちに関係する RCC また当該海域に対して当局が推奨する無線局及び、適当であると判断され

る場合には、VHF16 チャンネル、2,182kHz、その他、例えばインマルサット等の適当と思われる、また

は当局が推奨する他のあらゆる無線通信手段により、全ての無線局あてに危険通報を発信する。こ

れらの全ての通信の前には、全船舶緊急用の VHF チャンネル 70 又は 2,187.5kHz による「PANPAN」

又は「DSC」の呼出しによる適当な緊急信号を行う。緊急信号を行ったにもかかわらず襲撃がなかっ

た場合には、当該船舶は、対応が必要ないとわかった段階で、できる限り速やかに当該通信を取り

消す。取り消しの通信は、全ての無線局に対して行なう。 

29 襲撃が発生し、船舶又は乗組員が直ちに援助を要請すべき重大かつ切迫した危険のある状況

にあると船長が判断した場合、船長は、直ちに、使用可能な全ての無線通信手段を使用して、適当な

遭難警報（メーデー、DSC 等）に引き続き遭難通信を行わせる。遅延時間を 小限にするために、船

舶は、船舶地球局を使用するときは、RCC が通常使用している沿岸地球局を使用することとする。 

30 船舶は、RCC に秘かに海賊/テロリスト警報を送ることができる。しかしながら、当該 RCC が通信

を受信したことを通知し交信の設定を努めている際に、海賊/テロリストが当該船舶に乗り込んだ場

合及び通信設備の可聴範囲に存在する場合、海賊/テロリストが当該警報を通報された事実を知る

ことになる。この認識は、当該船舶乗組員の生命に更なる危険をさらすことになる。各 RCC 及び他の

通信者は、遭難通信又は他の通信が当該船舶によって発せられたことを当該海賊/テロリストにみす

みす気付かせるという危険を警戒すべきである。 

 

3１ 船長は、遭難通信が切迫した危険のある場合に限り使用するためのものであること及びこれを
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緊急の目的以外で使用することは、真に直ちに援助が必要な船舶からの交信に対し十分な注意が

払われない結果となるおそれがあることに留意すること。その使用に当たっては、将来にわたってそ

の機能を損なうことのないよう、思慮分別を払わなければならない。遭難通信の発信が必ずしも適当

とはいえない場合には、緊急通信を使用する。緊急通信は、遭難通信を除く全ての通信に優先する。

標準通信様式 

32 appenndix2 の船舶の標準通信様式は、全ての海賊及び武装強盗警報の初期通報及び続報の

ためのものである。 

灯 火 

33 船舶は、特に 1972 年の海上衝突予防規則第 20 条（b）の規程に留意しつつ、安全航行に支障の

ない範囲で、使用可能な全ての灯火を点灯する。航行の安全に危険を及ぼすことなく実施することが

可能であれば、船首及び舷側の照明も点灯する。他の船舶に錨泊しているとの誤解を与えるおそれ

があるため、船舶は、航行中は甲板上の照明を点灯すべきではない。探照灯の広域照射により船の

後部区域を照射するのもよい。怪しいと思われる小型船を確認するために、可能であればレーダーを

補助的に利用し、発光信号灯を意図的に使用することも可能である。入港中又は錨泊中に、実行可

能な範囲において船舶の安全区域の外に実際に乗組員を配置することは、接近する襲撃者が奪うべ

き獲物を定めることのできる目の届かない死角に有効であり、甲板上の照明により浮かび上がらない

ようにする。 

34 漂泊中の船舶は、法定の航海灯を除き、灯火を消すべきであるとされている。このことは、襲撃

者が船舶に接近する場合の手がかりとすべき位置の設定を妨げることとなる。さらに、襲撃者が接近

したときに灯火を点灯することは、船舶が襲撃者を発見していることを警告することとなる。しかしなが

ら、商船において継続して全ての灯火を消したままでいることは困難である。この手段の効果は、結

局、月明り程度の明かりを当てにすることになるが、第一には乗組員の警戒に依存する。突然灯火を

点灯することは、襲撃者に対する警告や目くらましとなる。これはまた、暗視装置の機能が一時的を

失われるという極めて重大な点での不利を生じることともなる。これらを勘案すると、この方法は推奨

できない。 

安全区域 

35 船橋、機関室、操舵機室、士官居室及び部員居住区画に通じる全ての扉は、船舶保安計画にし

たがって、常時安全に且つ管理されるととともに、定期的に巡回する。襲撃者に侵入が困難であると

わかるような安全区画を設けるよう努める。船舶の安全区画には、特別の侵入管理システムを装備

することを検討する。このような安全区画に侵入することのできる荷役口昇降口及び舷窓は、確実に

閉鎖し、ガラスは、できる限り積層ガラスにする。スカイライト（天窓）は閉め留め金をしっかりするこ

と。安全区画の内部の扉のうち、船橋、通信室、機関室及び船長室といった重要区画に直接通じるも

のは、強度を増し、特別の侵入監視装置及び自動警報を装備すべきである。 

36 安全区画又は重要区画への出入りに使用される扉は、事故が発生した場合における安全に特

に注意を払う。安全と保安に対立が生じるような場合には、いかなる場合においても安全が優先され

る。とはいうものの、上記の侵入及び脱出経路の保安と管理に関する適当な安全規程を定めるべき
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である。 

37 船舶所有者は、船内の安全区画、重要区画の入口に通じる通路及び船橋への主な侵入場所を

網羅し、記録する監視カメラを備えることを検討すべきである。 

38 襲撃者による乗組員個人の拘束を防止するため（乗組員の拘束及び脅迫は、襲撃者が船内を

制圧するための も一般的な手段の一つである。）、安全区域外での作業を特に命じられていない乗

組員は、夜間は安全区域から出るべきではない。やむなく夜間の安全区域外での作業を行う場合に

も、常時船橋と連絡をとり、襲撃が発生した場合には安全区域に戻るための複数の経路を利用する

訓練を行っておく。襲撃の際に安全区域に戻ることができないおそれのある乗組員は、事前に一時避

難場所を決めておく。 

39 船内の安全区域内に、襲撃の際に乗組員が集合し、乗組員の所在及び人数を船橋に連絡する

ための集合場所を定める。 

警 報 

40 襲撃者の接近に対しては、船舶の汽笛を含む警報信号を鳴らす。警報及び応答のサインは、侵

入者をひるませる。船内における襲撃者の所在を知らせる警告の信号又は放送は、状況を明らかに

し、乗組員が安全区域に戻るための 適の経路を選択するのに役立つ。 

遭難信号用の火焔の使用 

41 船上において火焔の装備が許されるのは、船舶が遭難し、直ちに援助が必要な場合に使用する

ものに限られる。船舶が重大かつ切迫した危険があることを示すのではなく、単に他の船舶に警告す

るために救難信号用の火焔を使用することは、無線による遭難信号（パラ 2624 参照）の不当な使用

と同様に、それを正規に使用し対応すべき場合におけるその影響を減じるものとなる。他の船舶対し

襲撃の危険を警告するためには、遭難信号用の火焔よりは無線を使用すべきである。遭難信号用の

火焔の使用は、襲撃者の行為により船舶に切迫した危険が生じると船長が判断した場合に限ること。

避航操船及び放水の使用 

42 船舶の航行上の安全が確保される限りにおいて、船長は、襲撃者が接近したときに、大舵角を

取ることにより襲撃者のボートを振り切ることも考慮すること。船首波や引き波の作用は、襲撃者を妨

害し、又は襲撃者が船舶にポールやカギ付きロープを引っかけるのを困難にする。この種の操船は、

例えばマラッカ・シンガポール海峡のように、制限水域、輻輳水域及び陸岸の近くの水域において、ま

た、喫水の関係で航路が制限される船舶によっては行われるべきではない。 

43 放水ホースの使用も考慮されるべきであるが、回避操船を行っているときには実施は困難であ

る。襲撃者を抑止し、撃退するためには、1 平方インチ当たり 80 ポンド以上の水圧が必要である。襲

撃者は噴出する水と格闘しなければならないばかりでなく、放水により襲撃者のボートが浸水し、機

関及び電気機器に損害を与えることとなる。ホースを操作する者を援護するために、ホースを繋ぐ専

用の機材を装備することも考慮する。襲撃の危険が認められたときには、すぐに放水することができ

るよう、予備の消火ホースを何本か連結して準備しておくこと。 

443 乗組員が全員安全区域に避難するために、襲撃者を抑制させ又は襲撃者の移乗を遅らせるこ
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とに成功したと判断される場合には、避航操船及び放水は、休止しなければならない。急転舵を続け

ることは、船上にある襲撃者が安全に襲撃船に戻れるかどうか不安になり、襲撃者の早期の退船を

促すこととなる。しかし、襲撃者が乗組員を捕らえている場合には、この種の対応は、襲撃者の報復

につながるおそれがある。したがって、船長が、これらの措置が襲撃者に対し優位に立つ上で有効で

あり、かつ、船上にある者に対する危険がないとの確信がもてない限り、これらの措置をとるべきでは

ない。襲撃者が既に乗組員を拘束している場合には、これらの措置をとるべきではない。 

火 器 

45 個人や船舶の防御を目的とした火器の装備や使用は、厳に慎まなければならない。 

46 船内における火器の装備は、襲撃者の火器の装備を促すこととなり、すぐに危険な状況を助長さ

せることとなる。また、いかなる火器を船内に装備しようとも、それは襲撃者にとって格好の目標とな

る。火器の使用は特殊な訓練と適性を必要とするし、船内に装備する火器に伴う事故の危険は重大

である。人を殺した場合には、たとえ当人は自衛措置としてとった行動であると思っていても、裁判に

おいて予期せぬ結果となる場合がある。 

海賊及び武装強盗の襲撃を察知、又は攻撃が行われようとしている段階 

海賊及び武装強盗容疑船の発見 

47 襲撃の兆候の早期発見することが、 初の防衛線である。警戒及び監視を良好に実施していれ

ば、海賊及び武装強盗を早期に発見することができる。この段階で、appendix２の船舶の標準通信様

式を使用し、RCC を通じて 寄りの沿岸国の保安当局に通報する。当該船舶の乗組員は警戒体制を

とるとともに、まだ防御配置についていない乗組員は配置につく。回避のための操船及び放水は、準

備の段階で詳細にわたって周到に用意しておく。 

海賊及び武装強盗が襲撃しようとしていることが明らかになった場合 

48 沿岸国の保安当局と接触していないときには、連絡の設定に努める。乗組員は準備体制を整

え、地域的規則で襲撃を受けている船舶がそうすることを認められている場合には、付近の船舶に襲

撃が発生しようとしていることを警告するために音響と光の信号を併用する。航行条件が許す限り、

回避操船を続行し、 大速力を維持する。 

海賊及び武装強盗船の接近又は接舷 

49 乗込み場所へ放水し続ける。これにより、船舶の乗組員が無用の危険にさらされることなく、引っ

かけられたカギ付きロープやフックを、はずすことができる場合もある。 

海賊及び武装強盗の移乗開始 

50 この段階は、危険であるので、海賊の移乗が避けられないことが判明したら直ちに全ての乗組員

は安全な場所に避難すること。 

海賊及び武装強盗の襲撃 

51 第一の防衛線は、襲撃の蓋然性を早期に発見すること、第二は襲撃者の実際の移乗を防ぐこと
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である。しかし、襲撃者は船舶への移乗に成功することが多い。海賊及び武装強盗の多くは、襲撃し

易い標的を探しており、特に乗組員が襲撃者の乗船に気づき、警報を鳴らしている場合には、襲撃者

は時間的余裕もなくなる。しかしながら、襲撃者は、盗みや暴行をエスカレートさせることにより、直面

する時間のプレッシャーを補うこととなる。  

襲撃者が乗り込んできた場合の、船長及び乗組員の行動の目的は、次のとおりである。 

1）船内にある者の安全を 優先とすること  

2）船舶の運航管理要員を確保するよう努めること  

3）できる限り早期に襲撃者を船内から立ち去らせること  

52 船長及び乗組員がとることのできる選択肢は、襲撃者が、船長及び乗組員に彼らの要求を受け

入れさせるために、例えば船橋や機関室の制圧、乗組員を脅迫するための拘束によって、船舶をど

の程度制圧しているかによって異なる。しかしながら、たとえ全ての乗組員が安全区域に避難してい

る場合でも、船長は、例えばタンカーや化学物質運搬船上での火炎弾の使用など、襲撃者が安全区

域の外で引き起こすことにより生じる船舶の危険にも常に注意しなければならない。 

53 全ての乗組員が安全区域内にあって、襲撃者が安全区域に侵入できず、又は安全区域外にお

ける襲撃者の行為によっては船舶が切迫した危険に陥ることはないと船長が確信する場合には、前

述を参照して、襲撃者がボートに戻るように仕向けるような操船をすることも考慮する。 

54 十分に組織された乗組員による反撃が、過去に襲撃者を船舶から立ち去らせることに成功した

例もあるが、この方法は、乗組員に対する危険がないことが保証される場合に限り適切である。この

種の措置を試みるに当たって、船長は、襲撃者の船内における位置、火器その他の殺傷能力のある

武器の所持の有無及び、襲撃者以外の者を含む襲撃船の乗組員の数を正確に知っておく必要があ

る。反撃隊が放水ホースを使用する場合には、成功の可能性を増すよう努める。その目的は、襲撃

者を彼らのボートに戻るよう仕向けることである。乗組員は、襲撃者とボートとの間に位置したり、襲

撃者を捕らえようとしたりすべきではない。そうすることは、襲撃者の抵抗をあおることとなり、逆に反

撃隊の隊員に対する危険を増すこととなるからである。一旦安全区域の外に出たら、反撃隊は常に

一緒に行動すること。個別の襲撃者を乗組員が単独で追跡することは、興味あるものではあるが、そ

の結果乗組員が孤立し襲撃者に捕らえられれば、襲撃者が優位に立つこととなる。反撃隊は、団体

で行動し、常時船橋と連絡を取れるようにするとともに、安全区域への退路の確保が危うくなったとき

には、安全区域に呼び戻されること。 

55 乗組員が襲撃者を捕らえた場合には、確実に拘束し、厳重に見張りを行う。捕らえた襲撃者は、

できる限り速やかに沿岸国の保安当局の担当官に引致する。この行動に関係するあらゆる証拠は、

引致の際に当該当局に引き渡す。 

海賊及び武装強盗が船内の支配を開始し、及び 1 名以上の乗組員を拘束する場合 

56 襲撃者が機関室又は船橋を支配し、乗組員を拘束し、又は船舶の安全に対する切迫した脅威が

生じるおそれがある場合には、船長又は当直士官は冷静になって、可能であれば襲撃者と交渉し、
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乗組員による船舶の運航の保持、捕らえられている全ての人質の安全な返還及び襲撃者の速やか

な退船に努める。多くの場合が、襲撃者の要求に従うことのみが安全のための手段である場合、及

びあらゆる種類の抵抗または妨害が無意味と危険の両方になりうる場合となる。 

57 襲撃者が船舶の一部を支配する状況となった場合には、乗組員は、それが安全であることが確

認されれば、監視カメラの記録を作動させたままにしておく。 

58 全ての乗組員が閉じこめられる事態も発生していることから、乗組員が拘束されることの予想さ

れる区画に、脱出するための設備を隠しておくことも考慮する。 

海賊及び武装強盗が金品その他を奪った場合 

59 この段階においては、海賊及び武装強盗に、要求が全て満たされていると信じさせることが重要

であり、何も隠しているものはないと固く信じさせることが、海賊の退船を促すこととなる。 

海賊及び武装強盗の退船の開始 

60 乗組員が安全な場所にある場合には、海賊が去ったことが確認できるまでは、その場所を動くこ

とは得策ではない。 

海賊及び武装強盗が退船した場合 

61 予め定められた船内のサイレンによる信号により、「警報解除」を周知する。 

襲撃後の措置及び事件の通報 

62 船舶及び乗組員の安全が確保されたら直ちに襲撃後の通報（appendix2 の船舶通報様式による

追加報告）を関係する RCC 並びに RCC を経由して関係沿岸国の保安当局に行う。船舶の要目及び

位置に関する情報のほか、乗組員及び船舶の全ての被害、さらに襲撃者が去っていった方向、その

正確な人数及び、できれば使用された船舶に関する事項を通報する。乗組員が襲撃者を捕らえてい

る場合には、そのことも一緒に報告する。 

63 襲撃により、船内に死亡者若しくは重傷者が発生した場合又は船舶に重大な損傷が発生した場

合には、直ちに旗国の海事当局にも通報しなければならない。いずれの場合にも、襲撃の通報は旗

国の海事当局によるフォローアップを行う際に極めて重要である。 

64 監視カメラまたはその他の事件の記録は確実に保管する。損傷し又は略奪を受けた区画は、沿

岸国の保安当局による捜査が行われるまでの間、乗組員により確実に現場保存する。襲撃者と接触

した乗組員は、そのときの状況、特に、襲撃者を特定するために参考となる人相の特徴について、個

別に事情聴取が行われる。持ち去られた私物や船用品の状況（わかる場合にはその通し番号）を全

て網羅した詳細な目録も作成される。 

65 事件後できる限り速やかに、襲撃の発生した海域の沿岸国（襲撃が公海上で発生した場合に

は、 寄りの沿岸国）の当局に詳細な報告書を送付する。保安当局の担当官が、乗船し、乗組員か

らステートメントをとり、及び司法上その他の捜査を行うことについての沿岸国の当局からの要請に

応じるよう、しかるべき配慮を払う。監視カメラの記録、写真その他のコピーを提出する。 
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66 船舶は必要な警戒を行い、及び保安当局が襲撃者を捕らえる可能性を高めるために、全ての襲

撃又はその未遂が関係する沿岸国の当局に迅速な通報を確保するために必要な手続を実施すべき

である。 

67 沿岸国に送付する全ての報告書は、旗国の海事当局にも迅速に送付する。その後とられた措置

又は実際に生じた問題点を含む当該事件の完全な報告書は、 終的には旗国の海事当局に提出す

る。海事当局及び旗国の受けた報告は、旗国政府が事件の発生した沿岸国の政府に対してとるあら

ゆる外交的交渉に使用される。また、この報告書は、IMO への報告の基礎ともなる。 

68 海事当局又は国際機関を通じての IMO への報告の様式を、appendix5 に示す。実際、 近の襲

撃に関する的確な報告の欠如が、国内的及び国際的な的確な対応の可否に直接影響している。報

告は、将来の船舶に対する助言の洗練と更新にも寄与する。 

69 RCC、海岸局及び船舶の旗国の海事当局対する報告は、襲撃が未遂に終わった場合にも行う。

70 MSC 回章第 597 号の IMO 勧告によれば、運用されている RCC は、通信上の障害を取り除くこと

が求められる。 

海賊及び武装強盗発生海域を離れる場合 

71 海賊及び武装強盗発生海域を離れる場合には、船長は安全上の理由から施錠すべきでない区

域を解錠し、ホースを取り外し、並びに通常の当直体制及び灯火に戻すことを確実に行う。 

72 海賊及び武装強盗行為の段階及び海賊か否かの判定方法の概要は、appendix3 のとおり。 
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附録 1 

 

 統計、フローチャート及び他の関係情報 

 

 沿岸における襲撃に対するフローチャート 

 

注：                無線/GMDSS 

                  無線以外の も早い手段 

                  レター、ファックス、e-mail  

若しくはテレックスによる続報 

被害船舶 

船 舶 所 有 者

ま た は 運 航

旗国 

IMO 

IMO Member 

船舶及び船舶所

有者 

国際海事局 

海賊報告センター 

（クアラルンプル） 

沿岸国の RCC 

沿岸国の保安当局

沿岸国 

近隣沿岸国の RCC 

近隣沿岸国の保安当局 

迅速な報告 

続報 

迅速な報告 

海賊/武装盗賊 

警告メッセージ 

船舶への通報 

定例通告 
迅 速 な 報 告

及び続報 
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附録 2 

 

 船舶通報様式 

 

Report 1 – 初期通報 – 海賊/武装盗賊襲撃警報 

 

1 船名 及び, 呼出符号, IMO 船舶番号, インマルサット識別 (加えて海域コード) and MMSI 

 

メイデイ/遭難警報 (注：参照) 

 

緊急通報 

 

海賊/武装盗賊襲撃警報 

 

2 船位 (及び世界標準時) 

 

経度  緯度 

船首方位船速  KTS 

 

3 事件の性質 

 

注:  この通報は襲撃下において当該船舶又は人員が深刻な、または差し迫った危険に陥ったための遭

難通報と看做される。  通報は当該ケースでない場合、メイデイ/遭難警報の文言をつけてはならな

い。 

 

インマルサット装置の遭難優先度（３）の使用は、遭難通報が含められているためメイデイ/遭難警報

の文言を必要としない。 

 

Report 2 – 続報 - 海賊/武装盗賊襲撃警報 

 

1 船名 及び, 呼出符号, IMO 船舶番号 

 

2 関連初期海賊/武装盗賊襲撃警報 

 

3 事件の起きた船位 

経度  緯度 

海域名 

 

4 事件詳細, 例示.: 

航海中、錨泊又は接岸中だったか？ 
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襲撃方法 

疑わしきボートの種類/隻数 

海賊/盗賊の人数及び概略  

どのような武器を海賊/盗賊は携帯していたか? 

その他の情報 (例えば、話していた言語) 

乗組員及び乗客の怪我 

船舶の損傷 (船舶のどの部分を襲撃されたか?) 

奪われた資産/貨物の詳細概略 

船長及び乗組員が取った対応 

 

事件は沿岸当局及び関係各位に報告されか？ 

沿岸当局が取った対応 

 

5 海賊/疑わしきボートの 新監視動向,例.: 

日付/時間/進行方向/船位/船速 

 

6 要請した支援 

 

7 船舶の通報に優先した通報手段, 例.: 

適当な沿岸無線局 

HF/MF/VHF 

インマルサット識別 (加えて海域コード) 

MMSI 

 

8 報告の日付/時間 (世界標準時) 
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 附録 3 

 

 

 海賊及び武装盗賊の脅威がある海域における航海に関する"段階"  

 

 

段階  段階 

記号  説明 

 

  A  海賊/武装強盗の脅威のある海域への接近 (入域の 1 時間前) 

 

  B  海賊/武装強盗の脅威のある海域への入域時 

 

  C  海賊/武装強盗の脅威のある海域内だが、疑わしき海賊/武装強盗を発見していない時 

 

  D  海賊/武装強盗の脅威のある海域内: 疑わしき海賊/武装強盗を発見した時 

 

  E  海賊/武装強盗の襲撃が確実視された時 

 

  F  海賊/武装強盗船の自船への近接、または接触した時 

 

  G  海賊/武装強盗の自船への乗り込み開始した時 

 

  H  海賊/武装強盗の自船への乗り込みに成功した時 

 

  I  海賊/武装強盗に一人以上の乗組員を支配/監視下におかれた時 

 

  J  当該海賊/武装盗賊に船橋又は船長事務室へ入室された時 

 

  K  当該海賊/武装盗賊に資産/金品等を強奪された時 

 

  L  当該海賊/武装盗賊が下船を開始した時 

 

  M  当該海賊/武装盗賊が下船を完了した時 

 

  N  当該海賊/武装盗賊が自船から離れた時 

 

  O  自船が海賊/武装強盗の脅威のある海域から出た時 
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 附録 4 

 

 海事当局又は国際機関を通じての IMO への報告様式 

 

2* 船名及びIMO船舶番号 

船種 

旗国 

総トン数 

3 日時 

4 緯度 経度 

海域名**

航海中, 錨泊 または接岸中だったか？ 

5 襲撃方法 

疑わしきボートの種類/隻数 

海賊/盗賊の人数及び概略  

どのような武器を海賊/盗賊は携帯していたか? 

その他の情報 (例えば、話していた言語) 

6 乗組員及び乗客の怪我 

船舶の損傷 (船舶のどの部分を襲撃されたか?) 

奪われた資産/貨物の詳細概略 

7 船長及び乗組員が取った対応 

8 事件は沿岸当局及び関係各位に報告されか？ 

9 報告する国又は国際機関 

10 沿岸当局が取った対応 

 

 

 
* IMO月刊サーキュラーの附属書の欄番号に対応している。 

** “海賊行為の以下の定義が国連海洋法条約 1982（UNCLOS）の 101 条に規定されている： 

 

             “海賊行為とは、次の行為をいう： 

(a) 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は

略奪行為であって次のものに対して行われるもの： 

(i) 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産； 

(ii) いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産； 

(b) いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航

に自発的に参加するすべての行為； 

(c) （ａ）又は（ｂ）に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為。“ 
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 附録 5 

 

安全の基本原則 

 

1 船舶及び貨物の監視 

 

船長の責務は、貨物に配慮すること及び船舶全体の安全のための予防措置をとることであり、乗組員または

船上に雇用された他の人員によって実行される活動のことである。 全ての乗組員は、警戒、それらの自己の職務、

すべての疑わしき行動の当直士官への連絡に協力すること。 

 

2 船舶及び舷側の照明 

 

照明の維持、特に船外及び全長にわたる甲板に高出力投光照明を用いること。視界の不良は、違法行為に

絶好の要素を与え、見張り者の活動を妨げることになる。COLREG の第２及び 30 規則に推奨されていることを忘れて

はならない。 

 

3 外部支援に関する連絡手段の設置 

 

如何なるときでも使用可能な、当番中の見張り者又は乗組員と容易に連絡の取れる電話の設置すること。電

話により支援を要請すること。 

 

VHF-16 チャンネルの恒久的な監視をする無線局リストも記憶しておくこと。これらの無線局は権威ある当局

へ支援要請を転送できる。 

 

4 貨物及び居住区域へのアクセス管理 

 

船長室は金品や、乗組員の個人的資産及び船橋から航海機器を奪うために他の居住部のマスターキーを捜

す襲撃者の主要な目標の一つである。  船室及び他の居住部は居住者が不在のときはいつでも施錠しておくべきで

ある。 

 

通常、犯人が積荷の明細にアクセスを持つ無法な人物によって収集された情報を通して貨物の内容の事前

の知識を得る場合、貨物のみが強奪または窃盗の目標物である。  コンテナの扉を妨げる手段で高価な荷物をコン

テナに収容することを試みること。Attempt to stow the containers with valuable cargo in a manner to obstruct their 

doors.  舷門による出入り口の単一化、そこに張り付いた見張り者によってアクセス管理を保証することで、船舶への

アクセス手段また船内へのアクセスも分離すること。 

 

5 舷窓を閉鎖しておくこと 

 

舷窓を開放しておくことは器用な犯人が容易にアクセスできることになる： 不在にする時はいつでも、適当な

留め金で閉鎖すること。 舷門見張り者による入出の保証をすることで、施錠した船内へのアクセス維持を試みるこ
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と。 

 

6 貴重品を放置しないこと 

 

使用中でない全ての携帯型装置をその格納場所に置くことにより盗難の機会削減を試みること。  放置され

た貴重品は成り行き的な窃盗を誘うので、鍵の掛かる安全な場所に保管すること。 

 

7 舷梯を揚げておくこと 

 

錨地及び港内において、舷梯及び縄梯子を常に上げておくことによりアクセスを困難にすること。  港内にお

いては、岸壁側のみ下ろしたままにすること。 

 

8 襲撃された場合 

 

  I  - 襲撃の恐れがある場合、非常警報を鳴らすことに躊躇してはならない； 

 

 II  - 不審者が船側の登攀を試みている場合、目をくらますために適当な投光を続けること； 

 

III  - 当該海域内の船舶及び陸上の管轄当局（当該港の既存組織構造による）の恒久的監視システムに

VHF-16 チャンネルで警報を発すること。  保安当局による支援の効果は早期の警報に依存する； 

 

 IV  - 断続的なサイレンの吹鳴の可聴警報を発すること、また投光器や信号弾の可視警報を使用するこ

と； 

 

  V  - 適当であれば、船上の生命の防護のため、侵入者の目をくらますために高出力投光器を利用するこ

と、または乗船位置への放水もしくは信号弾の使用をすることにより不審者の乗船に抵抗する措置

を行うこと；  及び 

 

VI  - 勇敢な行動をしてはならない。 

 

9 当直士官の管理下における見張り者の存続 

 

見張り者は職務を良好に遂行すること。乗下船する全ての人員の識別をすること。  乗組員がこの管理に協

力することを推奨する。  他の見張り者または乗組員により引継がれない限り、見張り者は舷門を離れてはならな

い。 

 

10 強盗、窃盗又は襲撃に関する事件の警察への通報 

 

襲撃又は強盗事件は適切な法的処置が取られるために、保安当局へ通報すること。 
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この情報は、乗組員と船舶の安全を保障することの一助となり、これらの犯罪の防止及び闘争に対して取ら

れるべき措置の究明を可能とする。 
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