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組合員各位 

Alexandria 港及び Dekheila 港におけるフェンダー損傷クレームについて

エジプトのサーベイ会社 El Hamamsy Marine Services Ltd より、Alexandria 港及び

Dekheila 港におけるフェンダー損傷クレームに関する情報を入手しましたので、当組

合の試訳とともにご案内申し上げます。当該海域を航行する各船舶の安全航行と事故防

止を祈念いたします。 

以上 

日本船主責任相互保険組合 

ロスプリベンション推進部 

Tel: +81 3 3662 7229 

Fax: +81 3 3662 7107 

E-mail:  lossprevention-dpt@piclub.or.jp 

Website: https://www.piclub.or.jp 
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（試訳）

Alexandria 港及び Dekheila 港におけるフェンダー損傷クレームについて

はじめに：

Alexandria 港及び Dekheila 港におけるフェンダー損傷クレームが過去 2～3 年の間に増加傾向にあり

ます。

これらの港のフェンダーの殆どは古く、メンテナンスも不十分であり、中にはクラックが生じているも

のもあります。

しかしながら、これらの港に於いて、タグボートによる補助下であっても本船の着岸時にはタグからの

過度の力が加わったり、本船の姿勢が岸壁に対して平行とならないような荒い操船となった場合には、

フェンダーに損傷が及ぶ場合もあります。

さらに、Dekheila 港の入口は西方に短い防波堤を備えて北向きに海に面していますが、岸壁は全て入

口方向を向いており、海流や水深により、岸壁に向かう波のうねりが弱まることなく進入するため、着

岸時に大きなうねりが発生し、フェンダーの損傷につながるケースが頻繁に発生しています。

クレーム：

フェンダーに損傷が発生した場合、以下の理由により、Alexandria Port Authority(APA)との交渉は厳

しいものとなります。

1. フェンダー損傷の原因が本船側にあるとされた場合、これを否定するためには、港の accident 
department の当該フェンダーに関する過去の損傷記録を見るしか方法がない。

2. APA は以下のいずれかの方法でクレームが対処されるまで、本船の出港を認めない。

  ・本船の代理店が本船の責任を認め、本船の出港後ただちに APA の請求額を支払うといった内容

の、交渉の余地の無い形式の保証状にサインする方法。

APA は特定の状況下でのみ、この形式の保証状を受諾するものである。
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  ・APA クレーム相当額の銀行小切手を APA に振り出す方法。

  ・支払条件無しの銀行保証状を発行する方法。

3. APA は PI クラブの保証状を受諾しない。

事故対応：

1. 我々のサーベイヤーにより、損傷が生じたとされるフェンダーの検査、写真撮影を行う。

2. APA の accident department にて、該当のフェンダーが過去に他船により損傷が生じた記録がないか

確認し、記録が見つかった場合には本船の責任を否定、クレームを取り下げるよう交渉する。

3. フェンダーにクラックがある場合は、APA はその損傷程度に関わらず、全損と見做す。この場合、

APA クレーム相当額の銀行小切手を APA に振り出す必要がある。

4. フェンダーが外れたり、位置がずれたり、チェーンが切断された場合は、修復可能な損傷であるため、

APA に対して銀行保証状を発行、修理業者を手配し、当局の技術委員会が認める状態にフェンダー

を修復する。その後、銀行保証状をキャンセルする。この手順により損害を最小限に留めることがで

きる。

クレーム発生を避けるために：

・本船の代理店は本船が着岸する前に本船が使用する岸壁に取り付けられたフェンダーを目視点検し、

損傷を発見した際は正式に APA に書状を発行することが推奨される。本船の出港時にも同様に目視

点検を行うこと。

・船長は着岸前に損傷や欠損、あるいは状態が悪いと思われるフェンダーの写真を撮影しておけば、こ

れらを Alexandria Port Authority に報告するよう代理店に依頼できる。

・船主はサーベイヤーを起用し、着岸前、着岸中、出港直後のフェンダーの状態を点検させることがで

きる。

・状況により、APA に正式にクレーム提起される前の段階で我々が APA と交渉し、クレームを取り下

げることが可能な場合があるため、船長は、フェンダーへの損傷発生が口頭で伝えられた段階でその

旨を我々に報告することが求められる。

El Hamamsy Marine Services Ltd, 



 Fender Damage Claims in Alexandria and Dekheila Ports.

Introduction:
During the past 2-3 years, we have noticed that fender damage claims have became 
increasingly annoying to clubs and members, especially, at port of Alexandria and 
Dekheila.  
Most of the fenders in these ports are already old, not maintained and sometimes 
sustain cracks,  
On the other hand, damage to any fender, in case had been actually sustained, would 
be due to rough berthing maneuvers, especially with tugs assistance when excessive 
push or uneven berthing, can sometimes lead to fender damage in both Alexandria and 
Dekheila ports. 

Moreover, and due to the prevailing sea currents, sea depths, Dekheila port, is 
characterized by high swell during rough weather, since the port entrance is facing North 
with a short western breakwater, while all the quays are aiming toward port entrance, 
where swell propagate toward the quays uninterrupted, hence, vessels berthed 
alongside, sometimes exercise heavy swell which may frequently cause fender damages  



The Claim:

Unfortunately dealing with Alexandria Port Authority (APA), in fender claim,  is not very 
easy due to the following reasons:- 

1- Once a vessel is blamed for damaging a fender, the only way to deny vessel’s 
liability is to find previous damage record for the same fender at the port’s 
accident department. 

2- APA doesn’t allow vessel’s sailing before settlement of the claim in one of the 
following ways; 
 Vessel’s agent sign a non negotiable template format guarantee, in which 

vessel’s liability is already established, in this format vessel’s agent 
guarantee to cover PA’s claim  at their first demand after vessel’s departure. 
This format is only accepted by PA in certain circumstances. 

 The claim is fully covered by a certified bank cheque in favor of APA. 
 The claim is covered by an unconditional Bank Letter of Guarantee. 

3- APA doesn’t accept Club Letter of Undertaking. 

Handling the Case:

1. Our surveyor inspects the alleged damaged fender and takes photos of same. 
2. We attend at APA accident department to investigate, if the fender has previous 

damage record by another vessel, if the result is positive we are able to deny 
vessel’s liability and cancel the claim. 

3. If the fender sustained a crack, regardless minor or major, it is considered by PA 
as total loss, in this case we cover PA’s claim in full by certified bank cheque. 

4. If the fender is dismantled, dislocated or a chain is cut; then the damage can be 
repaired, in this case we issue Bank Letter of Guarantee to be represented to 
APA as security, until we appoint a contractor to repair the fender up to the 
satisfaction of the authorities’ technical committee, and then we can cancel the 
Bank Letter of Guarantee. In this way the claim is reduced to the minimum 

Recommendations to Avoid Such Claims:

 Vessel’s agent are kindly requested to visually inspect fenders mounted to the 
quay where the vessel is expected to berth, prior to vessel’s berthing and report 
to APA any damages found in a formal letter, also to inspect same upon vessel’s 
un-berthing 

 Vessel’s master, before berthing, can also take photos of any fender suspected 
to be damaged, missing or found in bad condition and advise agents about same 
to report to Alexandria Port Authority. 

 Owners can appoint a surveyor to inspect quay fenders before and during 
berthing and right after un-berthing. 



 Masters are kindly requested to report the incident in case they had been 
verbally advised of any fender damage, as sometimes we can interfere and 
cancel the claim before it is officially issued by APA. 
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