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第一章

はじめに

我々の身の回りにあるものの内、海外からの輸入品、例えばスーパーマーケットに並ぶ
肉や果物、衣服、靴やバッグ、家具や雑貨、電化製品、本や新聞用紙の原料である木材チ
ップ、電気をつくるエネルギーとなる石油、石炭、天然ガスは、ほとんどが船によって運
ばれている。海運には、他の輸送手段に比較して重量・距離当たりの輸送コストが格段に
安いという特長があるため、太古の昔から大量・長距離輸送を担ってきた。また、国内輸
送においても、ドライバーの高齢化や人手不足などを背景に、貨物車を丸ごと載せて長距
離輸送を行うフェリー等の役割が大きくなってきている1。このように、わが国において海
運業は生活に欠かせない重要な業種である。
近年では技術発展に伴い、より多くの貨物を運ぶべく船舶の大型化が進んでいる。もし、
そのような大型船舶が事故を起こしてしまった場合、その被害が莫大なものになるであろ
うことは、想像に難くない。タンカー船が輸送する石油、特殊貨物船が輸送する有害物質
として指定されている化学品等は、特に流出時のリスクが大きいことはいわずもがなであ
るが、たとえ貨物を積載していない船舶であっても、船舶の動力源が燃料油である以上、
油流出のリスクを回避することはできない。このように、海運業は常にリスクを負ってお
り、それに対するケアは不可欠である。本論では、2020 年 8 月にモーリシャス共和国にお
いて発生した大規模油濁事故を中心として、油濁損害賠償制度について考察を深めること
を目的としている。
2020 年 7 月 25 日、モーリシャス共和国の沿岸で大型貨物船「WAKASHIO」が座礁した。
その後、2020 年 8 月 6 日に WAKASHIO の燃料タンクが破損し、そこから大規模な油の流
出が発生した。
WAKASHIO の船籍国はパナマであり、日本企業の長鋪汽船が所有している。
そして、この WAKASHIO を借り受けて貨物を輸送していたのは、同じく日本企業の商船三
井である。
この事故は、日本海事新聞等のメディアにおいて「前代未聞」といった表現が使用され
ていた。そのように考えられる理由として、下記の 2 点が挙げられる。

1

https://www.mol.co.jp/ir/individual/knowledge/q1.html (website からの引用はすべて 2022 年 1
月 31 日である。)
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・モーリシャス本島の全周のおよそ 7 分の 1 の沿岸が汚染損害を被ったという規模感
・法的責任がない、用船者である商船三井が記者会見で謝罪し、社会的責任から支援を申
し出た点

このように、この事故は歴史でも類を見ない特異なものであり、この事故について適用
しうる油濁損害賠償制度はどのようなものか研究・考察する必要があろうと考えた。
また、この事故は 2022 年 1 月現在において、完全解決には至っておらず、未だ関係各所
がモーリシャスの支援を実施し続けている。現在進行形で事故対応がなされているため、
各種メディア間で情報が錯そうしているところもあり、正確な事実関係を整理することは、
この事故についての油濁損害賠償制度を研究するために必須である。
また、この事故は、日本においても大々的に報道されており、その対応の内容や事故処
理の進捗等は各種メディアで報道されている。それに対するレスポンスとして、ニュース
サイト等では、事故について様々なコメントを目にする。その内容は、商船三井が法的に
責任を負っていないことの批判であったり、なぜ日本企業がパナマ籍の船舶を使用するの
かという疑問であったり、海運業界の慣習や海事条約の基本的な構造を知らないのであろ
うと思われる意見が多数であった。
筆者が思うに、海運業の仕組みは日常生活において馴染みのないものであり、大多数の
人はその前提から解説されなければ今回の事故の全容を理解することは困難であろう。そ
れを踏まえ、本論では船主と用船者の関係や、便宜置籍船制度についても言及している。

本論では下記四点を目的とする。


事故に際してモーリシャスと日本がそれぞれ実施した政策・支援、その他事故に関
係する出来事を時系列順に整理し、事故の全容をつかむ。



船舶起因の油濁損害についての賠償制度の国際的な規範の考察を行う。



日本において同様の事故が発生したことを想定して、日本国内法はこの事故に対応
することができるのか、考察する。



商船三井が強調する「社会的責任」について考察し、現代の企業が事故発生時に負
うべき「社会的責任」の在り方を示す。

本論の大まかな流れは、以下の通りである。
2

次章にあたる第二章で、この事故がどのような経緯で発生したものかを示し、また、モ
ーリシャス政府が実施した被害者への援助や、裁判等、事故に関係する出来事を時系列順
に整理する。また、長鋪汽船及び商船三井の動向を示すとともに、日本政府がこの事故に
ついてどのような見方をしているのか示した。
第三章では、貨物船等の一般船舶の油濁損害賠償制度と、タンカー船の油濁損害賠償制
度を比較した。対応する国際条約の成り立ちから条文の個別具体的な内容について述べ、
最後に、制度として優れているタンカー船の賠償の仕組みを、一般船舶のそれに流用する
ことは困難であるという結論を示す。
第四章では、もし、日本近海において今回と同様の事故が発生してしまった場合、日本
はどのような対処がとれるのか考察した。この章は二節で展開され、第一節では WAKASHIO
のような航行をする外国船舶は、国連海洋法条約で保障されている、無害通航の範疇にあ
るのか考察した。第二節では、日本近海で、外国船舶による座礁・燃料油流出事故が発生
した場合、日本はどのような国内法を根拠として、賠償を請求することができるのか考察
した。
第五章では、今回の事故において、商船三井がしばしば使用している「社会的責任」に
ついて考察する。国際環境法の変化を示すことで、人間の自然環境に対する価値観の変遷
を概観し、そのような変化から生じた社会的責任と法的責任の関係について掘り下げてい
く。

なお、本論では条約や法令が引用される場合があるが、国連海洋法条約は成山堂「英和
対訳国連海洋法条約」外務省経済局海洋課監修を使用している。油濁損害賠償に関わる条
約・法令は成山堂「船舶油濁損害賠償保障関係法令・条約集」公益財団法人日本海事セン
ター編を使用している。その他国内法は e-GOV 法令検索から引用している。研究手法は主
に文献研究であり、有識者への問い合わせやニュースサイトからの引用も併用して行って
いる。
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第二章

モーリシャス沖座礁事故の事実関係

第一節 モーリシャスにおける事故の動向
1. はじめに
この論文の主題である、貨物船 WAKASHIO(以下、わかしおと呼称する)による座礁事
故が発生したのは、南半球インド洋の群島国家、モーリシャス共和国(以下、モーリシャス
と呼称する)の領海内であった。なお、以降断りがない限り、
「事故」とは貨物船わかしおに
よる座礁事故のことを指すものとする。
この章は、二節で構成され、モーリシャス国内における事故の前後の出来事をまとめた
ものと、日本における事故に関連する出来事をまとめたものからなる。

1.1. モーリシャスの概要
モーリシャスは、首都ポート・ルイス(Port Louis)があるモーリシャス本島と周辺の島から
なっており、領土面積が約 2 千平方キロ(東京都の面積とほぼ同じ)であるのに対し、排他
的経済水域は 230 万平方キロという広大な海域を擁している。通貨はモーリシャスルピー
が採用されており、2020 年 9 月時点では、1 ルピーは 2.63 円に相当する2。公用語は英語で
あるが、現地人は英語のみならず、フランス語やクレオール語も使用するため、現地の報
道や議会議事録ではこれらの言語も併用されている。
事故現場付近にはサンゴ礁が広がり、沿岸部にはラムサール条約3に指定された地区4もあ
る。そのため、漁業のみならず観光業にも大きな被害がもたらされている。また、この事
故以前から、新型コロナウィルスによるパンデミックの影響もあり、2020 年の GDP は前年
比 14.9%減となっており、その中でも特に観光業の業績が悪化し続けている5。それに伴い
雇用の状況も悪化しており、モーリシャス労働者人口は、2019 年の 551,300 人から 2020 年
2

https://stworld.jp/feature/MU/about/
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（The Convention on Wetlands of
International Importance especially as Waterfowl Habitat）1971 年 2 月 2 日、イランのラムサー
ルで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において採択された（1975 年 12
月 21 日発効）
。湿地の定義が広く定められていることが特徴であり、低潮時における水深
が 6 メートルを超えない海域も含まれる。
4
わかしおが座礁したのは、ラムサール条約の指定地域に含まれているポワント・デスニー
で、ブルーベイ海洋公園、イルオーエグレテス自然保護区、グランドポートフィッシング
リザーブ、マングローブなど特に自然豊かな地点に近い。
5
モーリシャス政府の統計によると、2019 年の観光業の業績は 35,485 百万ルピーであった
が、2020 年では 8,382 百万ルピー、さらに 2021 年は 5,898 百万ルピーと、減少率が著しい。
https://statsmauritius.govmu.org/Documents/Statistics/ESI/2021/EI1628/NAE_Dec21_231221.pdf
3

4

には 517,900 人に減少し、この一年だけで 33,400 人の失業が確認された。ただし、モーリ
シャス当局は、この GDP の減少や失業率の増加には、事故の影響も存在するが、原因は主
として新型コロナウィルスによるものであるとの見方を示していることに留意する6。

図 1 座礁地点周辺の地図
(https://www.oita-press.co.jp/1002000000/2020/09/05/NP2020090501001664 より引用)

1.2. 関係各所の概要
2020 年 7 月 25 日、モーリシャスの南東 0.9 海里沖で、現地時間 19 時 25 分ごろに大型貨
物船わかしおが座礁した。船主は OKIYO MARITIME CORP.である。書類上は長鋪汽船の子
会社とされているが、実際はパナマに籍を置くペーパー・カンパニーであるため実態は存
在せず、実質的に長鋪汽船が管理していると言える。また、用船者は商船三井である。な
お、日本企業が所有している船舶の船籍を他国で登録することは、海運業界では珍しいこ
とではない。このことについては、第三章第三節で個別に扱っている。また、船主と用船
者の関係については、同章第二節を参照のこと。
わかしおにはインド人 3 名、フィリピン人 1 名、スリランカ人 16 名の合計 20 名が乗船
していたが、全員無事に救助された。船長はインド人のスニル・クマー・ナンデシュワ(Sunil
Kumar Nandeshwar)氏であり、船長及び船員は長鋪汽船を通して、香港に拠点を置くアング

6

https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/ESI/Labour/Labour/LF_Emp_Unemp_Yr20.aspx
5

ロ・イースタン(Angro Eastan)7から派遣されたものである。
わかしおは、2004 年にユニバーサル造船株式会社によって建造され、2007 年 3 月 29 日
にパナマ船籍の登録が行われた。事故が発生する以前から、船舶の安全性に関する検査は
確実になされており、ClassNK（日本海事協会）8が発行する有効な技術認証はすべて、2021
年 4 月 22 日まで有効なものであった。旗国検査9は、2020 年 2 月 14 日にオーストラリアの
ポートヘッドランドと、2020 年 3 月 1 日に日本の川崎で実施されており、どちらの検査に
おいても問題は見られなかった。したがって、船は、その構造と設備の両方において、国
際条約の基準を満たしていたとされている10。また、その他のわかしおのデータは、下記の
表 1 の通りである。

IMO 番号

9337119

船種

ばら積み貨物船

船籍国

パナマ

総トン数

101932 トン

全長

299.5m

全幅

50m

表 1 わかしおのデータ(長鋪汽船 HP を参考に筆者作成。)

1.3. 事故の概要
わかしおは 2020 年 7 月 4 日に積み荷の鉄鉱石を中国で荷下ろしし11、そのまま次の貨物
を積載することなく出港した。本来の計画では、シンガポールを経由した後、モーリシャ

7

https://www.angloeastern.com/
設計図面の審査及び承認、船級及び設備の登録検査、船級及び設備の登録維持検査、材料、
機器並びに艤装品の承認といった船舶のハードに関わる業務から、船舶安全管理システム
審査や船舶保安システム審査登録のような船舶のソフトに関わる業務まで幅広くサービス
を提供している。https://www.classnk.or.jp/hp/ja/about/aboutNK/mainservices.html
9
ポート・ステート・コントロール（PSC）とも呼ばれる。船舶の船籍国（旗国）による監
督を補完する立場から、外国船舶の入港を許可した国（寄港国）が、その外国船舶に対し
て、国際基準を遵守しているかどうかを検査することをいう。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/psc.html
10
パナマ海事局ホームページ
https://amp.gob.pa/notas-de-prensa/autoridad-maritima-de-panama-lamenta-accidente-de-la-nave-jap
onesa-wakashio-en-mauricio/
11
https://www.youtube.com/watch?v=jGOayV7Dtqs
8
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ス沖の南方約 22 海里を通りブラジルの Tubarao に向かう予定だった。しかし、座礁の二日
前 2020 年 7 月 23 日に航海計画を変更し、モーリシャス沖を航行する際の沿岸からの距離
を 5 海里としたため、モーリシャスの約 100 キロ手前で通常の航路を外れ、ほぼ一直線で
島に接近する形となった。

図 2 わかしおの航跡図
(https://jp.reuters.com/article/mauritius-japan-data-idJPKBN25H160 より引用)

座礁当日の 2020 年 7 月 25 日に、わかしおは、携帯電話の通信圏内に入るべく、沿岸か
らの距離を 5 海里からさらに 2 海里程度まで縮めて航行しようとしたが、その際に、正確
な沿岸からの距離および水深を確認するには、不十分な縮尺の海図を使用していた。また、
沿岸から 2 海里沖という至近距離を航行しようとしていたにも関わらず、乗組員はレーダ
ーや目視での適切な見張りを怠り、その結果、モーリシャス沿岸から 0.9 海里沖の水深 10m
の浅瀬に座礁した12。わかしおは座礁の後、10 日あまりを経た 2020 年 8 月 6 日にタンクか
ら油の流出が確認され、これによって周辺の広域が汚染される事態となった。さらにその

12

https://www.mol.co.jp/pr/2020/20096.html
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後、わかしおは二つに折損・破断し、そのうちの前部はモーリシャス沖にて沈没作業が行
われた。
発生した油濁汚染の被害は甚大であり、モーリシャス政府は、モーリシャス本島の全周
の約 7 分の 1 の範囲を汚染区域として封鎖し、そこでの経済活動を完全に禁止した。また、
油回収作業中に死者が発生するなど、二次的な被害が重くのしかかっている状況であった。
そこでモーリシャス政府は、汚染された海域への対応と、その海域で労働に従事してい
た国民の保護のため、わかしお後部の船骸・流出した油の除去や、被害者への助成金や調
査裁判所の設立を行い、今回の事故に対応している。
ジャグナット（Pravind Kumar JUGNAUTH）モーリシャス首相13は議会において、今回の
事故について「わかしおの大破により、我が国は前例のない油流出事故に直面した。
」と述
べた。さらに、カビダス・ラマノ（Kavy Ramano）モーリシャス環境大臣14は記者会見で「わ
れわれは環境危機に直面している」と述べ、スディーア・モドゥー（Sudheer Maudhoo）モ
ーリシャスブルーエコノミー大臣15は「この種の大惨事に見舞われたのは初めてで、問題の
対応に当たるには、われわれの装備は不十分だ」と述べた16ことから、この事故の規模の大
きさが窺える。

2. 事故の詳細
以下の内容は、主にモーリシャス議会議事録(Hansard)をもとに作成したものである。そ
れ以外の情報源を使用する場合は都度脚注を入れている。また、基本的に出来事の日時は
モーリシャスの現地時間である。

2.1. 2020 年 7 月から 2020 年 8 月までに発生した事柄
わかしおは、2020 年 7 月 23 日 23 時 30 分にモーリシャスの排他的経済水域に入った時点

13

プラヴィン・クマール・ジャグナット（Pravind Kumar JUGNAUTH）モーリシャス首相。
2019 年 11 月に就任。
14
省の正式名称は、環境、廃棄物処理、気候変動省(Ministry of Environment, Solid Waste
Management and Climate Change)である。この論文においては「環境省」と呼称する。
https://environment.govmu.org/Pages/Index.aspx
15
省の正式名称は、ブルーエコノミー、海洋資源、漁業、海運省(Ministry of Blue Economy,
Marine Resources, Fisheries and Shipping)である。この論文においては「ブルーエコノミー省」
と呼称する。
16
https://www.afpbb.com/articles/-/3298127
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でその存在を認識されていた。確認を行ったのはポイント・ドゥ・ディアブル(Pointe du
Diable)に拠点を置く国立沿岸警備隊17の沿岸監視レーダーシステム局18 (以下レーダー局と
呼称する)の衛星による海上船舶自動識別装置(以下 AIS と呼称する)19である。さらに沿岸警
備隊は、その後 2020 年 7 月 25 日の 18 時 10 分に、わかしおが領海に入ったことを確認し
た。その後 19 時 25 分にわかしおは座礁することとなるが、沿岸警備隊は 18 時 15 分から、
わかしおに対して複数回連絡を取ることを試みていたと記録されている。事故当時にわか
しおの操舵を担当していたのは一等航海士であるが、その傍では、飲酒した船長が航路に
ついて口をはさんでいたことが、後の調査裁判記録で明らかになっている(詳細は同節第 3
項を参照)。
なお、ポイント・デュ・ディアブルのレーダー局はポスト・ド・フラック(Poste de Flacq)
からブルーベイ(Blue Bay)までの広範囲を監視しており、この範囲の中には座礁地点からほ
ど近いポワント・デスニー(Pointe D’esny)を含んでいる。そのため、今回の事故と特にかか
わりの深い機関であると言える。なお、各地の位置は図 3 に示す通りである。

17

モーリシャスは広大な海域の警備と航行安全を担務するため、モーリシャス島内に５か所
のレーダー局と５か所の AIS 局(後述する)、さらに Rodrigues、St. Brandon、Agalega(この
三点は離島)にそれぞれレーダー局を設置し、レーダー局には 国立沿岸警備隊隊員を配置し
24 時間体制で監視を行っている。https://nikkaibo.or.jp/pdf/588_2021-topic.pdf
18
原文では「Coastal Surveillance Radar System (CSRS)」とされている。
19
原文では「Sea Vision Satellite Automatic Identification System」とされている。
「Automatic
Identification System(AIS)」は船舶自動識別装置と訳されるため、ここでは「衛星による海上
船舶自動識別装置」とした。AIS は、衝突防止と海上交通管制に活用する電波航法装置の導
入が必要であるとの要望にこたえるためにＳＯＬＡＳ条約により 2002 年 7 月から一定の船
舶に段階的に導入されている。
9

レ・サリーヌ

ポスト・ド・フラック
ポート・ルイス

ポイント・デュ・ディアブル

ポワント・デスニー

ブルーベイ

図 3 モーリシャスの地図(グーグルマップをもとに筆者加工。)

以下は、レーダー局がわかしおに対して行った呼びかけ等を、時系列順により詳細にま
とめたものである20。
（i）2020 年 7 月 25 日 18 時 15 分、レーダー局は、領海内(基線より 11.5 海里沖)でわかし
おを発見した。
（ii）慣例に従い、レーダー局は 18 時 15 分に、わかしおを呼び出したが、返答はなかっ
た。その後もレーダー局は 4 回連絡を試みたが、その連絡に対しても返答は得られなかっ

20

https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2020/hansard312020.pdf#search=Wakas
hio
10

た。レ・サリーヌ21(Les Salines)に本拠地を置く沿岸警備隊のオペレーションルームは、AIS
を通じてわかしおの監視を続けた。
（iii）19 時 10 分に、わかしおがマエブール(Mahebourg)から約 6 海里の近さにあり、さら
に速度 11 ノットで沿岸に接近していることが確認されたため、レーダー局は、船長に進路
を変更し、沿岸に近づかないように指示するよう連絡するも、応答は得られなかった。こ
の時点で警察長官は、
「It(わかしお) became a suspect vessel.22」と判断し、高速迎撃艇23の配
備を試みたが、海のうねりが大きく、実行には移されなかった。
（iv）19 時 25 分に、わかしおがポワント・デスニーに停泊しているように見られたため、
レーダー局が 2 回通信を試みたが、応答はなかった。
（v）その後、19 時 45 分から 20 時 10 分の間に、マエブールとブルーベイの国立沿岸警
備隊が 4 回連絡を試みたが、これにも応答はなかった。
（vi）20 時 10 分に、ようやくわかしおの船長は、レーダー局の呼び出しに応答した。当
初船長は「通常の航路上にいるので問題ない」と応答したが、そのわずか数分後に、船長
は座礁したことを伝える連絡を行った。この通信の中では、①座礁地点の詳細な座標。②
最後の寄港地はシンガポールであり、次の寄港地はブラジルを予定していたこと。③無害
通航中であること。④船の制御が失われてしまったこと。の四点をレーダー局に伝えたと
されている。
当初、モーリシャスのメディアは、わかしおの乗組員がモーリシャス沿岸警備隊に応答
しなかったことについて批判していたが、後の調査裁判記録によると、わかしおに残され
ていた通信の受信記録は、20 時 10 分以降のもののみであった。調査裁判所はこの記録につ
いて「これは技術的な問題によるものであり、詳しい調査には専門家が必要だ」として、
おそらくは機器の不調によって、乗組員は応答することができなかったとみなされている。
よって、わかしお乗組員は故意に連絡を無視し続けていたわけではなかった可能性がある
ということに留意する。
モーリシャス沿岸警備隊は、わかしおが座礁した後、ポート・ルイス港に拠点を置く沿
岸警備船艇を出動させたが、悪天候の影響24で到着までに 9 時間を要した。
21

モーリシャスの首都であるポート・ルイスの沿岸に位置する。
おそらく、無害通航の範疇を超えるものだと判断したものと考えられる。何の容疑
(suspect)かに関する記載は原文にはなし。
23
原文では「Fast Interceptor Boat」とされている。
24
事故当時、モーリシャスでは大うねりによって海況が不安定になっており、気象海象は、
22
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モーリシャス沿岸警備隊は、わかしおが座礁した翌日の 2020 年 7 月 26 日にブルーベイ
海洋公園の周辺に 332m のオイルフェンスを配置し、被害を最小限にとどめるよう努めた。
また、モーリシャス政府は船主の長鋪汽船と連絡を取り、モーリシャス国内法である 2007
年商船法第 150 条25および第 147 条26に従い、海運局長は長鋪汽船に船舶の救助に関する救
助契約を締結するよう指示した。長鋪汽船は即日、サルベージ会社である SMIT Salvage Pte
Ltd と契約を結び27、海運局長にロイズ救助契約標準書式28を送付した。
同日 2020 年 7 月 26 日、海運局長は、わかしおの船長に対して事故に関する情報を提出
するように、モーリシャス現地の船舶代理店である Rogers Shipping Ltd.を通して要請した。
また、長鋪汽船が加入している保険会社である日本船主責任相互保険組合は、2020 年 7
月 28 日に Polyeco Société Anonyme (以下 Polyeco S.A.と呼称する)と契約し、防除作業を行っ
た。
座礁から二週間近く経過した 8 月 6 日の午前 8 時 50 分に、荒天の高波による船舶の損傷
が確認され、油流出のリスクが高まっていることが、海運局長によって明らかになり、同
日 11 時 5 分に、船舶右舷にある第一燃料タンクが破損した。このタンクには、既に流出し
たものも含めて 1,183 立方メートルの重油が含まれていたとされている29。この油の流出に

南東の風 8.9m/s、波高 3.5m であった。また、気象当局から特殊警報が発令されていたこと
が明らかになっている。
25
「海運局長は、サルベージに関する指示を与えることができる。また、甚大な被害から環
境を保護するために、国際法の一般に認められた原則に従って措置を講じることができる。
」
旨が記載されている。
https://www.ecolex.org/details/legislation/merchant-shipping-act-2007-no-26-of-2007-lex-faoc0942
71/
26
「サルベージおよび救助費用は船主(the owner of the vessel)が負担する」旨が記載されて
いる。
https://www.ecolex.org/details/legislation/merchant-shipping-act-2007-no-26-of-2007-lex-faoc0942
71/
27

https://pmo.govmu.org/News/SitePages/MV-Wakashio--Appropriate-containment-and-mitigation-act
ions-taken,-says-PM.aspx
28
ロイズ救助契約標準書式（LOF）は 1 世紀以上にわたり使用され続けている契約の形式
である。LOF では救助された財産の価額を基に、成功に対する報酬を受け取る「不成功・
無報酬」の原則に従って救助作業を行う。料金プランの相談を行う前に救助に当たること
が可能であるため、LOF はその迅速性が最大の特徴である
https://www.gard.no/Content/29447061/Gard%20Insight%20-%20The%20challenges%20to%20Llo
yd's%20Open%20Form%20salvage%20contract%20-%20from%20a%20shipowners%20perspective
%20(JP)%2020200224.pdf
29

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/08/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b
/
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対応するため、モーリシャスは、沿岸警備隊特別機動隊、環境省の生活環境部、中央電力
委員会、消防救助隊などの公的機関を派遣した。また、同時に NGO や地域コミュニティ、
被害者の漁師や船長を含む一般市民も参加し、油の防除にあたった。
2020 年 8 月 10 日頃、国家危機管理委員会(National Crisis Management Committee)30の要請
により、日本船主責任相互保険組合31と国際タンカー船主汚染防止連盟(International Tanker
Owner’s Pollution Federation Limited)32は、海岸線の浄化活動計画を策定した。国家危機管理
委員会は、わかしおのタンクから燃料油を回収するため 2 隻のタンカーとタグボートを手
配した33。また、国家危機管理委員会は、同日 GN341148 号を発令し、ポワント・デスニー
からドル・ドー・デュース(Trou d’Eau Douce)までの海岸線を封鎖し、この区間における漁
業・観光業の経済活動を全面的に禁じた。
さらに、モーリシャス政府は、GN1148 により漁業者や観光業者に与えられる打撃に対す
る補助として、
「わかしお連帯助成金(WAKASHIO SOLIDARITY GRANT)」を設立し、上記
の区間で業務に従事する者に対して、月 10,200 ルピーの援助を実施している。なお、わか
しお連帯助成金についての詳細は同節第 3 項を参照のこと。

30

モーリシャス地方自治体・災害リスク管理省(Ministry of Local Government and Disaster
Risk Management)の管轄下にある組織である。国家危機管理委員会は、下部組織である国家
緊急作戦司令部（NEOC）を通じて即時に強制力のある措置を取ることができる。脅威の範
囲、規模、および重大度に応じて、NEOC が複数の機関とともに効力を生じ、危機への対応、
救助活動、および復旧活動を調整・監督する。https://ndrrmc.govmu.org/SitePages/Index.aspx
31
長鋪汽船が契約する保険会社。
32
ITOPF とも呼称される。本部をロンドンに置く。1968 年タンカー船主が自主的に構築し
た補償協定 TOVALOP（油濁責任に関する油送船船主間の自主協定）の管理組織として発足、
1997 年に協定が終了した後は油濁事故のクレーム評価、汚染防除対策、環境アセスメント
等に関する技術支援を行う組織として活動している。
https://www.jsanet.or.jp/glossary/wording_txt2_i.html
33

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/10/%e5%bd%93%e7%a4%be%e8%88%b9-%e5%ba%a
7%e7%a4%81%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%b2%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3
%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac2%e5%a0%b1/
34
Government notice の略。モーリシャスの法務長官府(attorney general's office)の下で発令さ
れる。
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トル・ドー・デュース

ポワント・デスニー

図 4 GN1148 によって封鎖された範囲(グーグルマップをもとに筆者加工。)

モーリシャス海運局長は、2020 年 8 月 11 日に、長鋪汽船と日本船主責任相互保険組合の
両方に、
「モーリシャスの海事担当者は、今回の事故の予防・緩和・回復措置の請求・汚染
被害後の補償等に関して、あなた方へ請求を行う予定である。」35という旨を通知し、モー
リシャスはこの時点で、船舶からの油濁汚染によって船外で生じたすべての損失および損
害について、船主と保険会社に責任を負わせるという意向を示した。油の排除および予防
措置の費用は、2007 年商船法の第 195 条36に従って請求するものとした。
また、長鋪汽船の発表により、2020 年 8 月 12 日の時点でわかしおのタンクに残留してい

35

原文では、
「The State of Mauritius, its préposé, intends to make claims against you(前文よりこ
の you には船主と保険会社が含まれている), including claims for preventive, mitigating and
reinstatement measures, actions for compensation following the pollution damage.」とされている。
36
第 195 条には、
責任制限が適用されない項目について述べられている。
議事録の文脈から、
第 195 条(a)の「契約に基づくサルベージ作業や対処に関する請求に対しては責任制限が適
用されない。
」ということを述べたいものであると考えられる。
14

た重油のほぼ全量の回収が完了したことが明らかになった37。わかしおは座礁した時点で、
燃料としての重油約 3,800 トンと軽油約 200 トンを保有していたが、このうちの本船上に残
っていた推定約 3,000 トンの油はほぼ全量を回収した。しかし、残りのおよそ 1000 トンの
油は船外に流出したままであった。
モーリシャス政府は、この事故による被害状況をとりまとめるために、被害状況を陳述
するためのプラットフォームを設置した。このプラットフォームは、2020 年 8 月 14 日から
使用可能であり、個人法人を問わず使用することができる。
また、わかしおが船籍を置いているパナマは、旗国として責任を果たすべく、パナマ海
事庁38主導の下で、同日 2020 年 8 月 14 日からこの件についての調査を始めた。
モーリシャス領海内に座礁したわかしおの船骸であるが、2020 年 8 月 15 日の 14 時の時
点で二つに分断されたことが明らかになった。モーリシャス政府は 2020 年 8 月 17 日の 18
時に、前方の船首部を事故現場より 8 海里沖へ曳航し、水深 2000 メートルの海底に沈没さ
せる作業を開始し、この作業は 24 日に完了した39。この措置に対して、環境保護団体グリ
ーンピースはモーリシャスを非難している。グリーンピース・アフリカ、ハッピー・カン
ブル氏は、
「すべての選択肢の中で、モーリシャス政府は最悪の選択肢を選ぼうとしていま
す。この船を沈めれば、生物多様性を危険にさらし、大量の有害な重金属が海を汚染し、
他の地域を脅かすことになります。
」と述べた40。
また、モーリシャスはこの事故の調査のため日本以外の国からも協力を募っており、2020
年 8 月 17 日の時点で、フランス海外県レユニオン島、マダガスカル、ケニア、フランス、
ロシア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、インド、オランダ、ベルギー、ドイツ、
イタリアより合計 103 名の専門家が集結していた。加えて、国際タンカー船主汚染防止連
盟や IMO など、国際機関もこの件に関して協力を宣言している。
2020 年 8 月 18 日、モーリシャス警察当局は、モーリシャス国内法「2011 年海賊および海

37

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/13/%e5%bd%93%e7%a4%be%e8%88%b9-%e5%ba%a
7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7
%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac4%e5%a0%b1/
38
パナマの経済成長に貢献するというビジョンのもと、海事・物流・港湾サービスの提供を
行っている。https://amp.gob.pa/acerca-de-nosotros/misionyvision/
39
船主である長鋪汽船の発表によると、船首部が曳航され、沈められたのは 2020 年 8 月 19
日のことであるとされているが、モーリシャス国会議事録によると、2020 年 8 月 17 日に実
施されたことであると記載されている。
40
https://www.greenpeace.org/japan/nature/press-release/2020/08/20/18048/
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上暴力法」 の第 5 項（1）
（b）
、
（2）および（9）に基づき、わかしおの船長41と一等航海士
42

を逮捕したと発表した43。また、同日ブルーエコノミー省は、わかしおからの油流出によ

って汚染された海域において漁獲された海産物の調査・分析を行い、汚染された海域にお
いて漁獲された海産物を消費しないよう、国民に対して周知を行った44。
2020 年 8 月 19 日から、日本船主責任相互保険組合が任命したサルベージ業者 Le Floch
Depollution が油の除去作業を開始した。しかし、モーリシャス環境省は、Le Floch Depollution
の作業ペースに懸念を抱き、その旨を表明する書簡を 2020 年 8 月 21 日に日本船主責任相
互保険組合へ送付した。それに応える形で、2020 年 8 月 23 日には、日本船主責任相互保険
組合と再契約した PolyecoS.A(2020 年 7 月 28 日、事故直後の防除作業にあたっていた会社)
も 作 業 に 加 わ り 、 二 社で 汚 染 区 域 を 分 担 し て作 業 に あ た る こ と に なっ た 。 Le Floch
Depollution は、ポイント・デュ・ディアブルからリヴィエール・デ・クレオールまでの地
域を担当し、PolyecoS.A はリヴィエール・デ・クレオールからブルーベイまでの地域を担
当することになった(図 5 を参照)。
2020 年 8 月 29 日、首都ポート・ルイスでは、政府の対応をめぐり大勢の人が抗議デモを
行った。ポート・ルイス中心部にあるセントルイス大聖堂（Saint-Louis Cathedral）前の広場
には、7 万 5000 人が集結し、過去 40 年で最大規模のデモとなった45。

41

スニル・クマー・ナンデシュワ(Sunil Kumar Nandeshwar)。インド国籍で年齢は 58 歳。
ヒティハニランギー・ティラカラトナ・スホーダ(Hitihanilangee Tilakaratna Subhoda)。ス
リランカ国籍で年齢は 45 歳。
42

43

https://www.lexpress.mu/article/381514/naufrage-wakashio-capitaine-donne-sa-deposition-aujourdh
ui
44
https://govmu.org/FR/Communique1/press%20communique%20-%20MV%20Wakashio%20Cons
umption%20of%20fish%20and%20fish%20products.pdf#search=Wakashio
45
https://www.lexpress.mu/video/381930/marche-citoyenne-retour-sur-une-marche-historique
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ポイント・デュ・ディアブル

リヴィエール・デ・クレオール

ブルーベイ

図 5 清掃区間図(グーグルマップをもとに筆者加工。)

2.2. 2020 年 9 月から 2020 年 12 月までに発生した事柄
2020 年 9 月 3 日、
海上に流出した燃料油の回収作業にあたっていたタグボートが転覆し、
タグボートに乗っていた乗組員 8 名のうち 3 名の死亡が確認された。これによって、今回
の事故は物損事故から人損事故として扱われることになる(第三章第一節を参照)。
また、同日モーリシャスのカビタス・ラマノ環境大臣と、日本の小泉進次郎環境大臣が
オンラインで会談を行った。以降、モーリシャスと日本政府は、足並みをそろえて活動す
ることができるよう、会談や訪問をまめに行っている。これらの内容の詳細については第
二章を参照のこと。
2020 年 9 月 7 日、午後 3 時 35 分頃から約 20 分間、ジャグナット首相と、茂木敏充外務
大臣が電話会談を行ったことが、外務省によって発表された46。

46

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000668.html
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モーリシャス首相は、わかしおが座礁に至った事実と背景を調査するために、2007 年商
船法の第 10 条に従って、9 月 18 日に調査裁判所(同節第 3 項を参照)を設置した。
2020 年 12 月 13 日に、茂木敏充外務大臣は、モーリシャスの表敬訪問を行った47。
モーリシャス首相は、2020 年 11 月 7 日から、GN1148 によって経済活動を禁止していた
区域48の制限を一部解除した。これにより、トル・ドー・デュースからペチ・セイブル(Petit
Sable)の観光業者およそ 400 名が活動再開可能となった。ただし、漁業者に対してはこれら
の区域は解放されず、漁業者からは不満の声が上がっていた。

トル・ドー・デュース

ペチ・セイブル

ポワント・デスニー

図 6 制限が解除された区域(グーグルマップをもとに筆者加工。)

しかし、約一か月後の、2020 年 12 月 12 日からは、漁業活動の制限も緩められた。わか
しおから 3.7 km（2 海里）の範囲内および、油濁汚染の影響を受けた海域、マングローブ叢
47
48

https://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/mu/page1_000910.html
トル・ドー・デュースからポワント・デスニーが GN1148 によって制限されていた。
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生地における漁業活動は未だ禁止されたまま49であるが、それ以外の地域については、漁業
活動が可能となっている。さらに、同月末の 2020 年 12 月 31 日には、ポワント・デスニー
沿岸における油濁清掃作業が完全完了したとの報告がなされた50。

2.3. 2021 年以降に発生した事柄
加えて、2021 年 1 月 9 日には、沿岸約 30 キロにわたり漂着した油の除去作業が完了し、
後日モーリシャス政府より委嘱されたフランスの環境調査会社により最終検査が実施され
た。この調査に関する会議において調査結果が説明され、
「どの場所においても環境調査会
社が定めている清掃基準に達しており、これ以上の清掃は必要ない」という見解が示され
た。会議の終わりに環境省より、
「本日の会議をもって清掃が完了した事を認める」との宣
言がなされ、これによりわかしおから流出した油の回収はすべて完了した51。
同年末には、事故の法的な手続きも進められ、2021 年 12 月 27 日、モーリシャス中央裁
判所は、船長と一等航海士に対して有罪判決を下し、1 年 8 か月の懲役と罰金 500 モーリシ
ャスルピーを言い渡した52。
わかしおの船骸の撤去については、船体前部は、2020 年 8 月中に沈没作業が完了してい
たが、後部は沈没ではなく撤去によって処理をすることになっていたため、作業が完了し
たのは 2022 年 1 月 24 日と、かなりの時間が開いている。
沈没作業に比べて、撤去作業は時間を要するものであり、作業完了までには数週間かか
る。また、モーリシャスは小さな島国であるため、気候変動の影響を受けやすく、海況の
変化が激しい53。このため、当初の予定であれば、2020 年中に作業は完了しているはずであ
ったが、悪天候による延期が繰り返され、船体後部は長期間放置されたままとなってしま
った。2021 年 2 月 15 日に、中国のサルベージ企業である Lianyungang Dali Underwater
Engineering が船体後部の撤去作業のためようやく現場入りすることができた。しかし、不

49

この海域においては、漁業活動のみならず、経済活動も同様に禁止されたままであるこ
とに留意する。
50
https://www.spf.org/opri/sp_issue/mus-oilspill_event.html
51

https://www.nagashiki-shipping.jp/2021/08/02/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac12%e5%a0%b1
/
52
https://www.yomiuri.co.jp/world/20211228-OYT1T50070/
53
https://environment.govmu.org/Pages/readmorenews.aspx?IDR=12
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安定な海況が続き、実際に作業に着手できたのは 2021 年 12 月 11 日であり54、2022 年 1 月
24 日にようやく撤去作業が完全完了したというわけである55。撤去された船骸からは 4,726
トンの金属が回収され、これは地元の金属リサイクル企業に引き渡される予定である56。

以上が、筆者が確認できた、事故に関する事柄のすべてである。また、上記の内容を簡
潔に示した表は、以下の通りである。

日付

出来事

2020/7/25 わかしおがモーリシャス沖で座礁した
8/6
8/10

わかしおの燃料油が流出した
国家危機委員会が GN1148 を発令した

8/11 モーリシャス当局が船主と保険会社へ賠償請求する意向を示した
8/15

わかしおが前部と後部に分断された

8/18

わかしおの船長および一等航海士が逮捕された

8/19

わかしお前部の沈没作業を開始した

8/24

わかしお前部の沈没作業が完了した

9/3

モーリシャスにおいて燃料油回収作業中に死者が発生した
モーリシャスと日本の環境相がオンライン会談を実施した

9/7
9/18

モーリシャス首相と日本外相が電話会談を実施した
モーリシャス首相が調査裁判所を設置した

12/12 GN1148 で封鎖された区域が一部を除いて解禁された
12/13 日本外相がモーリシャスを表敬訪問した
2021/1/9 わかしおから流出した燃料油の回収が完全完了した
12/11 わかしお後部の撤去作業を開始した
12/27 わかしお船長および一等航海士に有罪判決が下された
2022/1/24 わかしおの撤去が完全完了した
54
55

https://govmu.org/EN/Pages/PublicNotice.aspx
https://www.lexpress.mu/article/403979/wakashio-hong-bang-6-quitte-maurice

56

https://insurancemarinenews.com/insurance-marine-news/salvaging-of-grounded-stern-of-wakashiobegins/
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表 2 モーリシャスにおいて発生した事故に関連する事柄(筆者作成。)

3. モーリシャス政府による政策
3.1. わかしお連帯助成金
2020 年 8 月 10 日に、GN1148 号が発令された。この内容は、トル・ドー・デュースから
ポワント・デスニーまでの海岸線を封鎖し、この区間内における漁業・観光業等57の経済活
動を全面的に禁止するものであった。
そのため政府は事故以降58、特に漁業者や観光業者に対しての手当てに力を入れている。政
府は「わかしお連帯助成金」を導入し、事故の影響を受ける地域で活動していた漁師とヨ
ット・クルーザー等のレジャー業者に対して 2020 年 8 月から月額 10,200 ルピー59の援助を
行っている60。
2020 年 8 月から 12 月にかけて、約 850 人の漁業者、213 人の魚介類の卸売業者・魚屋、
705 人のマリンアクティビティ関連の観光業者（船舶免許保持者・遊覧船の労働者等）が援
助を受けていることが確認されており、この期間中に受給者に対して支払われた総額はお
よそ 4,500 万ルピーであると言われている61。さらに、2020 年 12 月から 2021 年 3 月末まで
には、3,800 万ルピーが漁業者・観光業者等に対して支払われた。この時点で、わかしお連
帯助成金から拠出された総額は 8,300 万ルピーに上るが、この中で日本船主責任相互保険組
合から払い戻されたのは 5,800 万ルピーのみである(2021 年 4 月 6 日時点)。
2021 年 2 月 26 日には、漁業者・観光業者に加え、タクシー運転手もわかしお連帯助成金

57

スクーバダイビング、ヨット、クルーザー等マリンアクティビティの観光業者に限る。
モーリシャスはわかしおの座礁事故が発生する以前から、新型コロナウィルスによる打撃
を受けているため、2020 年 3 月以降、財務経済計画開発省は、新型コロナウィルスの影響
を受けた国民に、①月給が最大 5 万ルピーの国民に対する賃金支援制度、②自営業者やイ
ンフォーマルセクターを支援する自営業支援制度を用意した。政府はこれらの政策に約 144
億ルピーをかけ、約 47 万人以上の国民に支援を行ったとされている。
59
この助成金は、事故発生以前から提供されている賃金支援制度・自営業支援制度とは別
に申請することができるものである。また、政府はこの助成金の対象者にビーチ・ラグー
ンの清掃代として、1 日 800 ルピーの支援を行っており。加えて、漁業者に対しては悪天候
手当として、1 日 425 ルピーの支援も実施している。
60
モーリシャスの漁業者の平均月収は 27,027 ルピーであるとされている。この数字は、被
害区域(トル・ドーデュースからマエブール間)における過去三年間の漁獲量から計算したも
のである。https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard2421.pdf
61
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard0321.pdf#search=hansard
%20wakashio
58
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を受け取れるようになった62。モーリシャスにおけるタクシー運転手は、主に観光客を相手
に経済活動を行っている。しかし、封鎖された地域においてはヨット・クルーザー等のレ
ジャー活動も全面的に禁止されているため、観光客が訪れることがなくなってしまい、タ
クシー運転手は苦境に立たされている。この状況を受けて、この助成金は 350 名のタクシ
ー運転手に対しても月に 10200 ルピーが支払われることとなり、これに関して約 1980 万ル
ピーが投じられた63。
モーリシャスの財務経済計画開発大臣のパダヤシー(R. Padayachy)氏は国会答弁64におい
て「この措置には確かに経済的費用がかかりますが、間違いなく必要な費用です。政府は
モーリシャスを支援するために全力を尽くします。もう一度、はっきりさせておきます。
必要なことは何でもします。
」と国民の支援を惜しまない姿勢を強調した。この助成金によ
る国民への援助は、2021 年 3 月末まで継続された65。

3.2. 被害申請プラットフォーム
モーリシャスのブルーエコノミー省は、わかしお連帯助成金による毎月の手当に加えて、
国民が被害状況を自分で陳述することができるオンラインサービスを設立した。このプラ
ットフォームは、2020 年 8 月 14 日から運用されており、個人・団体を問わず使用可能とな
っている。このサービスによる被害状況の申請は、2021 年 7 月 8 日の時点で、4,543 件寄せ
られており、被害総額は約 14 億ルピーにのぼっていると報告された。この中で、申請を行
った漁業者は 1,734 人であり、申請された被害総額は合計で約 5 億 9,400 万ルピーであると
されている。

3.3. 調査裁判所
モーリシャス首相は、この状況に至った原因と事実関係を調査するために、2007 年商船
法の第 10 条に従って、9 月 18 日に調査裁判所を設置した。委員長には元裁判官のアブドゥ
ラフィーク・ハムス（Abdurrafeek Hamuth）氏を任命し、海事鑑定人のジャン・マリオ・ジ
ュヌビーブ(Jean Mario Genevieve)氏とジョニー・ラム・カイ・レオン（Johnny Lam Kai Leung）
氏をメンバーに据えた。
62

https://publicnotice.govmu.org/publicnotice/?p=2244
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard0921.pdf
64
前掲註 20
65
前掲註 60
63
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この調査裁判所の主な任務は下記の通りである66。また、この機関はブルーエコノミー省
の管轄下にある。
（a）事故当時におけるわかしおの状況の調査・報告。モーリシャス当局の、わかしおに対
する監視態勢に関する調査・報告。
（b）事故による油濁損害の原因・規模の特定。海洋および沿岸環境と海洋生物への損害の
評価。
（c）事故後におけるサルベージ作業が適切に監督されていたかについての調査・報告。
（d）わかしおの断裂後に行われた、船体の沈没作業が適切に監督されていたかについての
調査・報告。
（e）この事故の被害者への補償が適切に実行されていたかについての調査・報告。
（f）上記(e)の事故被害者への補償の段取りと有効性の評価。
（g）上記（a）から（f）に関連するその他の事項についての調査・報告。
以上の目的の下、調査裁判所が設立され、船長をはじめとするわかしお乗組員への尋問
や有識者による事実関係の把握を実施している。調査裁判記録は、裁判が行われてから一
週間だけ一般公開されており、以降一般人が読むことはできないため、この項における調
査裁判記録は、主にモーリシャスのニュースサイトから手に入れたものである。
2021 年 1 月 19 日の記録によると、わかしおは事故を起こす前に、3 度の航路変更をおこ
なっていたこと、事故当時に船長はウイスキーを 1、2 杯飲んでいたこと、モーリシャス沿
岸警備隊は、2020 年 7 月 25 日 18 時 15 分からわかしおに対して五回連絡を入れていたこと
が明らかになった67。
2021 年 1 月 25 日の調査裁判記録では、事故当時に船員の誕生日パーティをしていたこと
が明らかになった。パーティでは、ウイスキーの瓶が 2 本と、ビール缶が 24 本用意されて
いた。船長は三十分ほどパーティに参加しており、このときにウイスキーを飲んでいた68。
2021 年 2 月 4 日には、わかしおの船員が、モーリシャス沿岸警備隊の連絡に応答しなか
ったことについての言及が行われた。しかし、わかしおに備え付けられていた航海データ
レコーダ(VDR)の記録には、事故当日の 20:08 以前のデータは存在しないことが明らかにな

66

https://blueconomy.govmu.org/Documents/Press%20Notice_MV.pdf
https://www.lexpress.mu/article/387760/wakashio-deux-heures-daudience-et-revelations-pelle

67
68

https://www.lexpress.mu/article/388018/mv-wakashio-au-moins-deux-bouteilles-whisky-entamees-j
our-drame
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った。調査裁判所裁判長は、機器の不調の可能性があるとして、このような事象が発生し
た原因の究明を急いでいる。
2021 年 2 月 16 日には、わかしおの船長はモーリシャス沖を 10 回から 15 回ほど航行した
経験があり、2019 年にインドからブラジルへ航行した際、モーリシャスの沿岸から 5 海里
を通航した経験があったこと、すなわち、モーリシャスの沿岸を航行することに「慣れ」
があったことが明らかになった69。

4. 実施された裁判
この項においては、上記の調査裁判所によるもの以外の裁判について記述するものであ
る。
2020 年 10 月 20 日に、ポート・ルイス地方裁判所において、わかしお船長の保釈に関す
る裁判が行われた。裁判長は、ポート・ルイス上級地区判事代理である、ニーシェル・ク
マー・ジャグナット(Neeshal Kumar Jugnauth)氏が務めた。
船長は、
「2011 年海賊および海上暴力法」70の第 5 項（1）
（b）
、
（2）および（9）に違反し
た罪で起訴されている状態であった。
第 5 項(1)(b)71は、資産の運用を妨害する場合、また、破壊・損傷または干渉が船舶の安
全な航行を妨げる可能性がある場合、違反を犯すものとするという記載がある。
(2)72では、(1)において述べられている「資産」の定義が行われている。資産とは、航海
のために使用されるあらゆる設備のことを言い、そのように使用される装置・機器は、場
所を船内に限定せず、陸上・建物などに存在するものも該当する、という記載がなされて
いる。
(9)73では、罰則が定められており、第 5 項に違反し、有罪判決を受けた者は、60 年未満
69

https://www.lexpress.mu/article/389030/capitaine-wakashio-jai-navigue-entre-10-et-15-fois-pres-cot
es-mauriciennes
70
The Piracy and Maritime Violence Act 2011
https://attorneygeneral.govmu.org/Documents/Laws%20of%20Mauritius/A-Z%20Acts/P/PIRACY%
20AND%20MARITIME%20VIOLENCE%20ACT.pdf
71
5. Endangering safe navigation (1) Subject to subsection (7), any person who—
(b) interferes with the operation of any such property, shall, where the destruction, damage or
interference is likely to endanger the safe navigation of a ship, commit an offence.
72
(2) Subsection (1) applies to any property used for the provision of maritime navigation facilities,
including any land, building, ship, apparatus or equipment so used, whether it is on board a ship or
elsewhere.
73
(9) Any person who commits an offence under this section shall, on conviction, be liable to penal
24

の懲役が課される旨を記載している。

この裁判においては、船長とモーリシャス警察が対立する形となっている。先に述べた
ように、この裁判は船長の保釈を許可するか否かを決めるためのものである。また、保釈
とは、保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の
身柄を解く制度74である。したがって、この裁判は事故の責任や刑罰を裁定するものではな
いということに留意する。結論から述べると、この裁判において警察の主張が認められた
ため、船長の保釈は却下された。なお、船長はその後 2021 年 1 月 12 日に保釈について控
訴したがこれも却下された。さらに 2021 年 6 月 7 日に同様の事を再び申し立てしたが、こ
れも受け入れられることなく終わった75。
2021 年 12 月 27 日、モーリシャス中級裁判所は、わかしお船長および一等航海士を有罪
とし、一年八か月の懲役と罰金 500 モーリシャスルピーを言い渡した。裁判を担当した判
事は、イダ・ドゥーキー・ランバルン(Ida Dookhy Rambarun)である。船長は「誕生日パーテ
ィが船内で開催され、そこで私は適度にアルコールを消費しました。乗組員は新型コロナ
ウィルスのため家族と連絡を取れておらず、電話をかける目的のもと、ネットワークをつ
なげるため、沿岸から 5 海里以上離れたところを航行するよう指示しました。」「海況は悪
かったが、視界ははっきりしていて、航行は安全に行うことができました。しかし、ある
時点から船は海底にぶつかり、停止しました。私は数杯アルコールを飲んだので、航行に
は介入しないようにしており、こんなに近くで航行していたとは思いもよらないことでし
た。」「わかしおから燃料油が漏れたことは、座礁した当時から知っていましたが、モーリ
シャスの海に燃料油が大量に流出してしまったことを知ったのは、船から降りた後の検疫
中のことでした。
」と述べた。また、船長はこの事故について、法廷でモーリシャスに謝罪
したが、一等航海士は「逮捕以来家族に会えていません。どうか恩赦をいただけませんか。」
とのみ述べた76。

servitude for a term not exceeding 60 years.
74
https://www.hosyaku.gr.jp/bail/
75

https://www.lexpress.mu/article/394849/enieme-tentative-recouvrer-liberte-capitaine-sunil-kumar-na
ndeshwar-deboute
76

https://www.lexpress.mu/article/402794/naufrage-wakashio-capitaine-et-son-second-reconnus-coupa
bles
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第二節 日本における事故の対応
1. 船主と用船者
第一節においては、現地のモーリシャスで発生した事柄や、モーリシャス政府が実施し
た政策等について示した。第二節では、日本における事故の扱いや、関係各所の動向につ
いて展開していく。
まず、今回の事故の当事者である長鋪汽船と日本船主責任相互保険組合、商船三井の関
係について確認する。
長鋪汽船77は、わかしおを所有および管理していた OKIYO MARITIME CORP.の親会社で
ある。ただし、OKIYO MARITIME CORP.はパナマのペーパー・カンパニーであるため、実
質的には長鋪汽船が、わかしおを所有・管理していた78。海運業界ではいわゆる「船主」と
呼ばれる存在である。
日本船主責任相互保険組合は船主責任保険(P&I 保険)を扱う法人であり、長鋪汽船と保険
契約を結んでいる。日本船主責任相互保険組合は、今回の事故について、一切声明や報告
を出していないため79、この節においては個別の項を用意していない。P&I 保険や、日本船
主責任相互保険組合についての詳細は第三章に示している。
商船三井は、日本で三本の指に入る巨大な海運企業である。長鋪汽船と用船契約を結ん
でおり、海運業界では「用船者」または「運航者」などの呼ばれ方をする。
ここで、
「用船」について軽く触れておきたい。一般に商船の運航に際しては、船舶所有
者である船主は船舶を用船者に貸し出して、その対価としての用船料を得る。船主は船舶
の運航上の管理業務を担う船舶管理会社と契約を結び、船員を配乗するために 船員配乗会
社とも契約を結ぶ80。この点で事故の当事者は一義的に船主であるという認識が海運業界に
おいて浸透している。また、このような形態の契約は海運業界では一般的なものであり、
実際に日本の海運大手 3 社の運航船 2000 隻前後のうち、6～7 割が船主から借り受けた船で
構築されている81。

77

https://www.nagashiki-shipping.jp/
このことに関する詳細は、第三章第三節「便宜置籍船」を参照。
79
筆者が 2021 年 11 月 2 日に、日本船主責任相互保険組合に対し「今回の事故についての
プレスリリース等は存在するか」メールで尋ねたところ、担当者の宮廣好一氏より「当組
合では、2020 年 7 月 26 日発生のモーリシャス沖座礁事故に関するニュース類の対外発信な
どはしていない」との回答をいただいた。
80
file:///C:/Users/haruka/Downloads/kad524.pdf
81
2020 年 3 月末時点の海運大手の場合、日本郵船は全運航船 702 隻のうち船主からの用船
78
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今回の事故の場合、長鋪汽船はわかしおを所有し、かつ管理も行っていたため、長鋪汽
船は船主と船舶管理会社を兼任していることになる。また、長鋪汽船は船員の配乗につい
ては自社内で行っておらず、香港の船員配乗会社、アングロ・イースタンと契約を結んだ
形となっている。そして、商船三井は、船舶と船員のセットを長鋪汽船から借り受けた形
となるので、用船者として扱われる。
この項は、船主、用船者、日本政府が出した声明や、実施しているモーリシャスへの支
援策等を示すものである。

1.1 長鋪汽船
1.1.1. 長鋪汽船からの声明
この項においては、長鋪汽船の公式 HP から得られる情報をまとめている。
長鋪汽船は、2020 年 8 月 11 日に、現地での対応のため 2 名の社員を派遣した。両名は PCR
検査の陰性結果を確認し、現地へ向け出発した。現地での対応のために派遣した人員は、
現地の新型コロナウィルス感染拡大防止策に基づき、現地時間 8 月 12 日に入国してから 14
日間は行動を制限される。その間は各関係機関との情報収集・折衝と具体的行動計画の検
討策定に注力していた82。その後、モーリシャス当局より外出許可が得られたため、現地時
間 8 月 23 日、流出油が漂着したエリアを視察し、支援が必要な物資などの情報収集を実施
した。現地からの情報が得られ次第、物資の調達および輸送について検討するという83。

1.1.2. 長鋪汽船の再発防止策
長鋪汽船は今回の事故についての再発防止策を策定している。第一節にあるように、適
切な航海計画の立案と実行、海図の保有と使用が行われていないことや、レーダーや目視
での当直業務を怠っていたことから、航海を安全に遂行する上で遵守する必要がある規程

は 426 隻、商船三井は 498/742、川崎汽船は 267/438。三社全体だと、1191/1882。用船比率
は 63%となっている。2020 年 8 月 17 日の日本海事新聞記事より引用。
82

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/16/%e5%bd%93%e7%a4%be%e8%88%b9-%e5%ba%a
7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7
%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac5%e5%a0%b1/
83

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/25/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac9%e5%a0%b1/
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への認識不足と履行が不十分であったことが、今回の事故の推定原因である。そして、そ
れに対して長鋪汽船は①安全意識の不足に対する再発防止策、②安全航海に必要な規程の
認識不足や履行不十分に対する再発防止策、③ハードウェア対応の 3 項目を軸に「安全運
航、事故防止、環境汚染防止」に最大の努力を続けるとともに、同様の海難事故が二度と
発生することのない様、全従業員が一丸となって安全に対して日々切磋琢磨し、最大限の
努力を傾注して前述の再発防止策を継続的に実行する所存であると表明している84。

1.1.3. 商船三井との共同記者会見
長鋪汽船と商船三井は、
2020 年 8 月 11 日に共同記者会見を行った。会見に参加したのは、
長鋪汽船の長鋪慶明代表取締役社長、商船三井の小野晃彦代表取締役副社長、加藤雅徳常
務執行役員である。
長鋪氏は会見冒頭で「モーリシャスの国民をはじめとする関係者に多大なご迷惑とご心
配をおかけし、心より深くお詫び申し上げる」と陳謝した。その上で、「油の流出・拡散防
止と漂着した油の回収に全力で取り組む」と説明した。また、商船三井の小野氏も用船者
の立場でお詫びの言葉を述べた上で、「被害を最小限に食い止めることに全力を尽くす。解
決まで誠意をもって対応していく」と語った。
先に述べたように、海運業界においては、船舶の事故に関する責任は船主が負う者とい
う認識が一般的であった。しかし、用船者が船主と記者会見に出席し、謝罪をしたことは
前代未聞ということで、この事故の扱いについて世界中から注目が集まっている。
また、商船三井は、今回の事故で明るみになった用船者としてのリスクに、どう対応し
ていくかについて質問されたところ、小野氏が、
「用船契約での船主と用船者の責任はクリ
アになっている。とはいえ、当社は船主さんあっての運航船隊と考えている。これまでも
安全運航の取り組みを船主さんと共に、勉強を重ねてきた。船主さんと一緒になって安全
を担保していくのが用船者としての当社の務め。船主さんを精いっぱい支援していく」と
回答した。

84

https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/12/28/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac11%e5%a0%b1
/
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1.2. 商船三井
1.2.1 商船三井の声明および、実施した支援
商船三井は、2020 年 9 月 11 日の記者会見において、「法的責任は一義的に船主が負うべ
きものと当社も理解している。ただ、法的責任というだけで本件は整理できるものではな
い。今回の事故はモーリシャスの自然環境、人々の生活に大きな影響を与えるもの。その
ような事故に対して、傭船者85である我々が社会的責任を背負うことは当然であり、前面に
たって対応しなければならないという考えを持っている。」と述べ、今後実施していく予定
の支援策を発表した。
商船三井が実施する支援策は、①自然環境保護・回復プロジェクト、②寄付・資金拠出、
③地域社会産業への貢献、④人的貢献、以上の 4 本柱からなる。商船三井は、特に①を重
視しており、8 億円の拠出を宣言している。そして、②および③に 1 億円を拠出し、④につ
いては今後の方針によって額が変わっていくため、今の時点で明言はできないとした。
この記者会見について、同日 2020 年 9 月 14 日に発行された日本海事新聞では、この会
見は極めて異例であると報道された。日本の海運会社自身が、用船者という立場で事故の
原因究明や裁判が始まる前に会見を開いたケースは過去に例がない。それだけ商船三井と
して、今回の座礁事故が与えた、モーリシャスの自然環境への影響、社会的なインパクト
を重視した結果とみられる。
また、日本海事新聞は同時に、海運業界では常識とされる「用船契約」の責任範囲、そ
れに基づく船主の責任制限などの法律関係でさえ今回の事故のように社会問題化した座礁
事故では世間に通用しなくなっていると述べた。商船三井は、法的責任がない中で、用船
者として会見を開催した理由を問われ「法的責任というだけで本件が整理されるわけでも
なく、用船者である我々が社会的責任の責めを負うのは当然だ」と説明した。今回の座礁
事故を契機に、改めて海運会社の「社会的責任とは何か」という課題が突き付けられてい
る。ESG が重視される経営環境も今後、海運会社にとって社会的責任を問われる根拠の一
つとなることは間違いない。商船三井が今回、事故当時者の長鋪汽船とは別に独立した形
で会見を開き、社会的責任を負う姿勢を見せたことが、今後の海運業界に求められるスタ
ンダードになる可能性がある。
商船三井は社員の現地派遣を積極的に行っており、上記の 4 本柱からなる支援を実施す
85

用船者のことを言う。
「用船者」は「傭船者」と呼ばれる場合があり、商船三井は「傭船
者」の方を使用していたため、このように記載した。
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るべく、2021 年 1 月時点で、計 4 回商船三井社員の派遣がなされた。その主な目的は、モ
ーリシャス・日本両政府関係、NGO などの諸団体、現地日本人会などとの折衝や、資材・
技術の提供、現地人の生活支援などである86。
加えて商船三井は、
「MOL チャリタブルトラスト」を 2021 年 6 月に設立した。「MOL チ
ャリタブルトラスト」は、①の自然環境保護・回復プロジェクトの一環として、約 3 億円
の拠出を予定しており、日本国内で設立予定の公益信託基金87(詳細は後述)に先行して、モ
ーリシャスにおいて設立した基金である。公益信託基金を通して行う現地支援活動を機動
的に準備・サポートするための資金や、公益信託基金では対応し難い緊急性を要する資金
等を迅速に提供するためにモーリシャスに設立した。この基金の目的は、自然環境回復・
保護のみならず、地域社会・市民生活へのきめ細やかな支援活動、及びモーリシャスの今
後の成長・発展、SDGs をサポートする事も目指している。商船三井は「モーリシャスが事
故による影響から回復する事に留まらず、環インド洋地域のリーディング国として、また
日本国の友好パートナーとして、その存在感を世界に示せるよう、一助ながら協力支援し
ていきたいと考えております。
」と声明を出している。なお、
「MOL チャリタブルトラスト」
は在モーリシャスの有識者を含む運営委員会が運営を担い、多民族国家であるモーリシャ
スの多様性にも対応できるような構造となっている88。
上記の「MOL チャリタブルトラスト」に後続する公益信託基金は、日本において 2021
年 11 月に設立された。この基金の正式名称は、「公益信託 商船三井モーリシャス自然環境
回復保全・国際協力基金」である。この基金の目的も、
「MOL チャリタブルトラスト」と同
じく、モーリシャスにおける自然保護活動や地域社会への支援活動を行うことにある。
商船三井は、この基金に約 5 億円の拠出を予定しており、
「MOL チャリタブルトラスト」と
併せて、総額約 8 億円規模の支援を実施する89。

86

https://www.mol.co.jp/sustainability/incident/index.html
公益信託とは、個人の方が公益活動のために財産を提供しようという場合や、法人が利
益の一部を社会に還元しようという場合などに、信託銀行に財産を信託し、信託銀行は公
益信託契約で定められた公益目的に従ってその財産を管理・運用し、公益活動を行う制度
である。公益信託は、昭和 52 年に第 1 号が誕生して以来、奨学金の支給、自然科学・人文
科学研究への助成、自然環境保護活動への助成、さらには国際協力・国際交流促進など、
幅広い分野で活用されている。https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/
88
https://www.mol.co.jp/pr/2021/21053.html
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https://www.mol.co.jp/pr/2021/21109.html
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1.2.2. 再発防止策
商船三井は、①安全意識の不足に対する再発防止策、②安全航海に必要な規程の認識不
足及び履行不十分に対する再発防止策、③運航品質の強化、④ハードウェア対応の 4 項目
を軸に総額約 5 億円相当を再発防止策に投じる予定であることを示した。
①、②および④は、長鋪汽船が、船主の立場から提示した再発防止策と重なる部分のあ
るものであったが、③運航品質の強化は、用船者としての立場から提示されている。これ
についての内容は主に、陸上からのサポート体制の強化・船主への関与の強化の二点であ
る。
まず、陸上からのサポート体制を強化するにあたって、運航担当者の技量向上および業
務手順を見直しがなされるとのことである。航路選択に係る事項を新たに航海指示書に明
記の上、運航担当者が指示事項の順守状況を適宜確認できるようにする。また、船舶の動
静監視手法に関する社内セミナー等を通じ運航担当者の技量向上を図る。また、同時に、
安全運航支援センターによる支援強化もなされる予定である。当直業務マニュアルを再整
備し、24 時間監視体制が強化される。さらに、有人監視に加え、新たに座礁リスク監視シ
ステムを導入計画し、多角的手法による監視を実施する。
次に、船主への関与の強化であるが、これについては、船主との連絡会及び相互訪問、
上級職員選定への関与の強化、船質、安全管理体制に関する品質基準・評価基準の見直し
等を実施する予定である。商船三井は、船主との連絡をより頻繁に行うとともに、本来船
主側が制定する、上級職員（船長、機関長、一等航海士、一等機関士）の選定や、船舶の
安全基準に関する要望を船主に提示するとしている90。

2. 日本政府の動向
令和 3 年 2 月 17 日の、第 204 回国会参議院、国際経済・外交に関する調査会の第 2 号に
おいて、公明党の高橋光男議員は「モーリシャス首相が表明しているように、この事故に
ついては我が国の責任とは考えられていない。しかし、日本として、中長期的な視点から、
①海難事故防止、②汚染された環境の回復、③地域住民、特に零細漁業者の生計の回復、
こうしたものについて協力を約束している。
」との発言があり、当事者が実施すべき賠償・
補償以外にも、日本として支援していく姿勢を見せた。日本政府としては、主に環境省と

90

https://www.mol.co.jp/pr/2020/20096.html
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外務省が主導して、モーリシャスの支援にあたっている。また、調査については国土交通
省の運輸安全委員会も協力している。
国土交通省の運輸安全委員会は 2020 年 9 月 18 日に、モーリシャス座礁事故調査本部を
設置するとともに、調査団 5 名をモーリシャスへ派遣した。事故の調査については、年間
約 1000 件の船舶事故を扱っているという運輸安全委員会が持つ知見を十分に活用して今回
の事故の原因を究明し、再発防止策につなげていく考えを示した91。なお、運輸安全委員会
がこのように宣言したのは異例の事であると、2020 年 9 月 23 日の日本海事新聞は報じてい
る。海難事故が発生した場合は本来、SOLAS 条約92に基づき、沿岸国と船舶の旗国が調査
を実施することになっている。だが、事故を起こした船舶が日本関係船舶であるため、日
本政府はモーリシャスとパナマの了解を得て、日本の運輸安全委が現地に調査団を派遣す
ることを決めたとされている。
環境省および外務省は、モーリシャス政府の要請を受け、国際緊急援助隊を 2020 年 8 月
10 日にモーリシャスに向けて派遣した。派遣された人員は、油流出事故で防除を担う海上
保安庁の専門家 4 人のほか、外務省、国際協力機構（JICA）の職員計 6 人であった。この
派遣は、
「人類全体の財産である生物多様性の危機に繋がる事態への対処を全力でサポート
する」という目的で実行されたものである。国際緊急援助隊は、サンゴ礁やマングローブ
林の現地確認調査、そしてマングローブを傷つけない油の除去方法の検討を実施しており、
現地当局と協力し、流出状況の把握や重油除去作業への助言が行われた。その後、三度に
わたって国際緊急援助隊の派遣は行われ、二次隊は 2020 年 8 月 19 日から、三次隊は 2020
年 9 月 2 日からモーリシャスにおいて、油流出による生態系への影響の把握・適切な防除
活動の提案、長期的なモニタリング体制の構築などの支援を行った。
このように、日本政府による支援は、一時的なものではなく、長期的に行われる予定で
ある。日本政府は、油流出が発生した周辺地域の生態系を含む環境の長期的な変化を把握
するため、サンゴ及びマングローブの長期的なモニタリングの実施に必要となる詳細な環
境調査の助言、モニタリング計画の作成や実施の支援を行う姿勢を見せている。
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https://www.mlit.go.jp/jtsb/kaiken/kaiken20200929.html
正式名称は「1974 年海上人命安全条約」である。船舶の堪航性及び旅客や船員の安全を
確保するために必要な船舶の構造、救命設備や航海道具などの技術基準について、国際的
に統一された基準を定めるとともに、主管庁又は認定された団体による定期的な検査の実
施、証書の発給、寄港国による監督（ポートステートコントロール）などの規定を定めた
もの。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/imo/
92
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上記のように、調査団は事故についての調査を進め、国際緊急援助隊は現地において防
除作業やモニタリングの活動を実施している。そのさなかで日本政府は、国としての方針
を示し、モーリシャスと足並みをそろえて活動することができるよう、会談や訪問を行っ
ている。下記は、その内容を示したものである。
小泉進次郎環境大臣は、2020 年 9 月 3 日に、モーリシャス環境大臣であるカビタス・
ラマノ氏とオンライン会談を実施した。小泉環境大臣から、油流出事故に対するお見舞い、
我が国の国際緊急援助隊(第二節第二項を参照)に対するモーリシャス政府の協力への謝意
を述べるとともに、我が国として、今後とも全力で支援していく方針を伝えた。ラマノ環
境大臣は、日本からの国際緊急援助隊の活動やさらなる支援方針について、現地の環境保
全面の対応ニーズに合致するものであるとして、謝意を示した。両大臣は、本日の議論の
結果も踏まえて、引き続き、両政府間で緊密に連携協力して対応していくとの認識を共有
した93。
茂木敏充外務大臣は、2020 年 9 月 7 日に、モーリシャスのジャグナット首相と電話会談
を行った。冒頭、茂木大臣から、困難な状況下で今回の油流出事故に対応してきたモーリ
シャスの政府と国民に敬意を表するとともに、日本政府としてもこの事故を重く受け止め
ていること、モーリシャスの要請を受け、直ちに国際緊急援助隊を派遣し、資機材を提供
してきており、専門家の派遣を継続する旨を述べた。
その上で、茂木大臣は、モーリシャスの今後の復旧と復興のための課題は、環境の回復
や経済・社会の幅広い分野に及ぶものと認識している、この観点から、今後、迅速かつ中
長期的な視点で、協力を進めたいとの考えを伝えた。
具体的には、（1）事故再発防止のための海上航行安全システム、油流出事故に関する初
動体制の強化等への協力（2）地域住民、特に零細漁業者の生計回復のための漁業関連資機
材の提供や沿岸漁業振興協力（3）汚染された環境の回復のためのマングローブ林保全・再
生の専門家派遣、サンゴ礁等の環境モニタリング、生態系の再生等への協力等について迅
速に協力を進めていく方向で合意が得られた。
これに対し、ジャグナット首相は、「今回の事故については日本の責任と考えていない」
という意向を示し、日本のこれまでの迅速な対応への謝意を示すとともに、引き続き日本
の協力を得ていきたい旨の発言があった。ジャグナット首相は、このような国家間の協力
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http://www.env.go.jp/water/kaiyo/Mauritius_taiou.pdf
33

と、船主・保険会社が行う賠償は別のものと考えており、日本政府に対しては強い感謝の
念を抱いているということが強調された。この会談において、「日本に対して賠償請求をす
るつもりはない」というモーリシャス側の姿勢が明確に示されたため、今後実施される賠
償について、日本政府が関与することはほとんどないと考えられよう。
茂木外務大臣は、
午前 10 時 45 分から約 1 時間、
ナンドクマール・ボダ(Nandcoomar BODHA)
外務94大臣との間で外相会談を行った。モーリシャス側からは、ラマノ環境大臣及びモドゥ
ーブルーエコノミー大臣などが同席した。
会談に先立ち、両大臣は、ジャグナット首相同席の下で、防災能力向上のための機材供
与にかかる無償資金協力に関する交換公文の署名・交換を行った。日本は、モーリシャス
に対する防災関連機材の供与にかかるものとして、日本円で六億円の支援を実施した。こ
の計画により、モーリシャスに対し、防災関連機材（土砂試験機材、各種観測装置、災害
警報機材等）が提供されることから、防災能力の強化・向上に寄与することが期待される。
茂木外務大臣は、
「今回の事故は、モーリシャスの環境や経済に甚大な被害を及ぼしており、
日本として、幅広い分野で、これまでに無い規模で協力していく」と述べた。
その後の会談において、茂木外務大臣は「日本として中長期的な視点から、モーリシャ
スの経済回復に向けて、引き続き民間とも連携しつつ協力を続け、また、この訪問を契機
に両国関係を一層強化していきたい」と述べ、ナンドクマール外務大臣も、茂木外務大臣
の訪問を歓迎するとともに、日本からの支援に対して心から感謝すると述べた。
会談終了後、同日 15 時に、ポワント・デスニーからわかしおの視察が行われた。茂木外
務大臣はその後、リヴィエール・デ・クレオールにおいて、モドゥーブルーエコノミー大
臣から、被害状況の聞き取りを行った95。

3. 日本海事新聞の見解
日本海事新聞は、外航海運・内航海運、造船・舶用、港運、倉庫、港湾、航空貨物、ク
ルーズ、ロジスティクス等の話題を扱う、日刊総合物流紙である。日本海事新聞は、筆者
が閲覧した日本のメディアの中で、最も詳細に今回の事故の報道を行っており、さらに、
海事弁護士や海事保佐人による解説も豊富であった。よってこの項では、日本海事新聞に
94

省の正式な名称は、外務・地域統合・国際貿易省（Minister of Foreign Affairs, Regional
Integration and International Trade）である。以降、この論文においては「外務省」と呼称する。
https://foreign.govmu.org/Pages/default.aspx
95
https://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/mu/page1_000911.html
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よるこの事故についての見解を示す。
船舶による事故が発生した場合、原則論から言えば、本来は船主に事故原因についての
説明が求められる場面である。しかし、今回のように国際的な油濁事故に発展した場合、
当該国のモーリシャスや一般社会から見ると、「企業規模、社会的な知名度の観点から船主
に比べ企業基盤が圧倒的に大きい運航会社に事故の経緯や説明が求められてしまうのでは
ないか」という認識があるのも事実である。
会見で運航船社と船主の責任範囲について問われた商船三井は「船主とともに安全を担
保することは用船者の務め。こういったときも船主を精一杯支援していく」と答えた。つ
まり、海運会社にとってひとたび大規模事故が発生すれば、契約上の責任はなくとも事故
発生から処理まで、定期用船についても自社船同様の対応が求められていることを示して
いる。こうした動きについて、船舶管理関係者は「ESG や SDGs など、社会に対し企業に
求められる責任の在り方は変化し、要求も多くなってきている」と指摘する。その上で、
「安
全運航の考え方は不変だが、法的責任と社会的責任の線引き、考え方、とらえ方について、
社会の方が変わってきている。それらにどう向き合っていくかが問われている」との認識
を示した96。
ここで、「社会的責任」の果たし方として、責任制限の枠外での対応を求める声がある。
責任制限制度の根拠として、巨大で高価な船舶によって危険性の高い運送をしているため
に、ひとたび事故が起こると巨額の損害が生じ海運企業の採算や保険への責任転嫁の限界
を超えることになる。したがって、そのような業務に従事する海運企業を保護する必要性
から、保険料や用船料などが決められている。ここで、確認しておきたいのは、保険はあ
くまでも「法的責任」の枠内で第三者に対する賠償責任を填補するものであるということ
だ。制度の枠外で支払いを求められると船主の事業継続が困難になってしまう。
そもそも、
「企業の社会的責任」とは「企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長を図
るため、その活動の影響について責任を取る企業行動を指すもの」とされている。このよ
うな社会的責任からの行動には、自主性が尊重されなければならないし、利潤の追求に対
する問題視は行き過ぎてはならない。事故対応として、特定被害者に対し法的枠組みを超
えた金銭補償を行うことを強制するような考えは、社会的責任の本来的意義と異なるよう
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2020 年 8 月 17 日の日本海事新聞記事。
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に思われる97。
長鋪汽船や商船三井は今後「企業としての社会的責任」を果たしていくが、同時に、日
本もまた「国としての社会的責任」を果たす必要があろう。
日本は、長鋪汽船、商船三井の国籍国ではあるが、わかしおの船籍を置いている国ではな
いため、モーリシャスに対する国際法上の責任はない。しかし、わかしおの船主・用船者
はわが国を国籍に持つ法人であり、わが国の重要な経済活動を担っている。そうした海運
活動の中で発生した事故であり、本船の事故対応に関して世界の海運関係者の目は便宜置
籍国のパナマでなく、日本に向いている。よって、船舶所有者に対する法定の賠償責任と
は別に、関係国として実施していく本件の対応については、わが国は海洋国家としての品
格が問われていると言えよう98。

第三節 小括
以上のように、この章において、モーリシャス沖座礁事故の事実関係をとりまとめ、整
理することができた。
モーリシャスにおいて発生した被害や、それに対応すべくモーリシャス政府がとった政
策、日本政府・企業の支援、両国における報道などを整理することで、この事故による被
害状況や、それに対応しようとする関係各所の動きが見えてきた。
上記で示したように、今回の事故はモーリシャスに大打撃を与えるものであった。モー
リシャスの豊かな漁場のみならず、稀有な自然を汚染してしまったこの事故は、世界中か
ら注目を集めている。そしてその理由は、事故の規模だけに存在するものではない。近年
ますますの存在感を放つ、環境保護や社会的責任、持続可能性といった概念もまた、この
事故が注目される理由の一つである。社会的責任等の観点から、船主・用船者の対応がど
のようなものになるのか、そして、その対応は今後油濁事故が発生した際に一つの基準と
なるであろうことから、全世界がこの事故の結末を注視していると言っても過言ではなか
ろう。
これらの概念は、この数十年で発生したものであり、今回の事故で、さらにその存在を
世界中に知らしめることになった。歴史的に大きな越境汚染事故といえば、トリーキャニ
オン号事故やトレイル溶鉱炉事件などがあるが、今回の事故は、
「社会的責任」という概念
97
98

2020 年 9 月 30 日の日本海事新聞記事。
2020 年 10 月 4 日の日本海事新聞記事。
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を多くの人に意識させることになった、後世に残る重要な一件となるのではないだろうか。
ところで、現代の油濁事故について、船主や用船者は上記の社会的責任のほかに、法的
責任も求められている。決められた条約・法律の中で、この事故がどのように扱われてい
くのか、次の第三章で展開していきたい。
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第三章

船舶油濁損害賠償制度

第一節

一般船舶油濁損害賠償制度

1. バンカー条約および LLMC 条約の概要
船舶起因の油による海洋汚染が生じた場合における法的対応として重要なのは、油濁被
害者に対する適正な賠償・補償を確保することである。今回の事故においては、モーリシ
ャスの稀有な自然や豊かな漁場が、大規模な油濁汚染にさらされてしまった。これによる
油濁被害者の損害賠償や補償は必ず実施されなくてはならない。
「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(以下、バンカー条約と呼
称する)」は、タンカー以外の船舶の燃料油流出による油濁事故が増加している状況の下、
被害者に対する賠償を確実にする目的で、「油濁汚染損害の民事責任に関する国際条約（以
下、CLC 条約と呼称する）
」を範として 1995 年から IMO 法律委員会において検討されてき
た99。その目的は、船舶からの燃料油(いわゆるバンカー油)の流出等により生ずる汚染損害
について、適正、迅速かつ効果的な賠償の支払いを確保することである。内容は、船主の
厳格責任と責任制限権、登録船主の付保義務、被害者の保険者への直接請求権などの点に
おいて、タンカー船油濁損害を補償する CLC 条約(同章第二節を参照)に似た構造になって
いる。
また、一般船舶油濁損害に関する責任限度額の規定については、バンカー条約には存在
せず、
「海事債権についての責任の制限に関する条約(以降、LLMC 条約と呼称する)」にお
いて、船主の責任限度額が定められている。
この節では、一般船舶の油濁損害賠償制度について概観し、また、バンカー条約および
LLMC 条約が、今回の事故にどのような形で関わっているか論じる。

2. バンカー条約および LLMC 条約の沿革
船舶の動力源が油である以上、どのような形態の船舶であっても油流出のリスクは常に
存在している。しかし、事故発生時の被害規模が大きくなりがちであるタンカーによる油
濁損害に対する被害者補償に関する議論が優先された結果、一般船舶による油濁損害に対
する被害者補償は取り組みが進まない状況にあった。しかし、一般船舶の大型化に伴い、
一般船舶からの燃料油の流出等による環境及び経済への損害リスクに対する懸念が高まり、

99

https://www.piclub.or.jp/ja/news/10564
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国際ルールを早期に策定する必要性が認識されるようになった。
このような事情を踏まえ、IMO の法律委員会は 1996 年 10 月、燃料油による汚染損害に
ついての責任原則および賠償に係る条約の策定に向けた議論を開始し、2001 年 3 月に IMO
が主催した国際会議において、バンカー条約が採択された。同条約は、発効要件である 18
か国の国内手続きの完了を受け、2008 年 11 月 21 日に発効した(2021 年 10 月 18 日現在、103
か国が締結)100。
日本は、2020 年 7 月 1 日にバンカー条約への加入書をロンドンの IMO 本部に寄託し、そ
の三か月後の 2020 年 10 月 1 日に条約発効の運びとなった。したがって、事故発生の 2020
年 8 月 6 日時点では、日本においてバンカー条約は未発効であった。そのため、おそらく
はこれを根拠として101、商船三井は 2020 年 9 月 11 日に行われた記者会見において、商船三
井には法的責任がないことを婉曲して示し、賠償に関して断言することを避ける形で答弁
を行っている102。
次に、LLMC 条約について概観する。バンカー条約は、上記の通り 21 世紀に入ってから
成立した条約であるが、現行の LLMC 条約のひな型となる「1957 年の海上航行船舶の所有
者の責任の制限に関する国際条約」およびそれに代わるものとしての「1976 年の海事債権
についての責任の制限に関する条約」は、汚染損害に対する債権を含む船舶の運航に伴う
海事債権に対する船舶所有者等の責任制限を規定するものとして、バンカー条約よりもお
よそ半世紀早く登場していた。

100

https://www.piclub.or.jp/search/treaty/index/ja

101

バンカー条約第三条において、船主のみならず、管理人、運航者、裸用船者にも連帯責

任を課す内容が定められている。
102

商船三井は「損害賠償と社会的責任を果たすための支援策は明確に違うと考えている。

損害賠償について、どのような範囲で、どのような損害額が算定されて、船主に対して提
起されるのか、当社としても現段階では分かっていない。我々が果たすべき社会的責任の
支援対象は今発表させて頂いたような分野であると考え、傾注していきたい。」「損害賠償
については、まだモーリシャス側から請求が提起されていない。法的には船主が責めを負
うのが一般的な理解であり、当社が損害賠償請求を起こされたら、という仮定の話につい
てはコメントを差し控えさせて頂きたい。」 と、賠償に関して断言することを避ける形で
答弁を行った。https://www.mol.co.jp/sustainability/incident/pdf/20200911_qa.pdf
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上記の 2 条約は、船舶の運航に伴う損害に対する責任の制限を規定するものである。
船舶所有者の責任に限度を設けることは、伝統的な海法ないし海商法の原則であり、中世
以降のヨーロッパ大陸諸国の慣習に基づいている。船舶所有者の責任を制限する理由とし
ては、まず、危険性の大きい海運業を保護する必要性が挙げられ、その他、船長の代理権
限の範囲が広いために船舶所有者に無限責任(unlimited liability)を負わせるのは酷であるこ
となども挙げられている。
「1957 年の海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約(以下、LLMC57 と呼称
する)」は、一つの事故について船舶の総トン数に基づく責任限度額を設けており、この形
式は後の LLMC においても使用されている。ただし、通貨単位としてゴールドフランが使
用されている点や、責任の性質(過失責任か、厳格責任かについて)は規定せず、その問題を
締約国の国内法に委ねているという点は LLMC57 だけの特徴である。
「1976 年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下、LLMC76 と呼称する。)」
は、LLMC57 に代わる条約であり、1986 年 12 月に発効した。LLMC76 は LLMC57 から責
任限度額をかなり引き上げ、通貨単位をゴールドフランから SDR に変更し、責任当事者に
厳格責任を課すことを規定している。
わが国は、1982 年 6 月にこの条約を批准し、同年に国内法である船主責任制限法(第四章
第二節を参照)を改正することによって、この条約を未発効のうちに先取りし、国内で効力
を発するように取り計らっていた。
また、LLMC76 において定められている責任限度額は、現在モーリシャスにおいて採用
されているものである。このことを根拠として、各種メディアは、もしモーリシャスにお
いて責任制限に関する裁判が行われる場合はこの条約に準ずることになると報道している。
下記の表は、LLMC76 における人的損害のトン数別責任限度額を示した表である。責任
限度額は、人的損害か、そうでないかによって制限額が変化する。LLMC76 第六条によれ
ば、人的損害とは「死亡または身体の傷害に関する債権」であり、それ以外の債権につい
ては、便宜的に物的損害と呼称している。今回の事故においては、油の防除作業中に死者
が確認されているため、人的損害となる。
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総トン数

責任限度額

500 以下

333,000 SDR(一律)

500 越～3000 以下

500 SDR/トン

3000 越～30000 以下

333 SDR/トン

30000 越～70000 以下

250 SDR/トン

70000 越

167 SDR/トン

表 3

LLMC76 における人的損害のトン数別責任限度額(条約を参照し、筆者作成。)

モーリシャスにおいては LLMC76 が採用されており、これを用いて今回の事故の責任限
度額を計算する。わかしおの総トン数は 101932 トンであり、また、500 トンを超える船舶
の責任限度額については、500 トンを超える部分を下記の表の通り区分し、それぞれの区分
に応じて計算した計算単位を当該船舶のトン数に達するまで順次加算して得た計算単位と、
500 トン以下の船舶の責任限度額を加算したものが、当該船舶の責任限度額ということにな
る。よって、長鋪汽船の責任限度額を導く計算式は下記の通りとなる。

333000+500(3000-500)+333(30000-3000)+250(70000-30000)+167(101932-70000)=25906644
(単位は SDR)

上記の式より、もしモーリシャスで責任制限に関する裁判が行われた場合、25906644
SDR が上限となる。また、1 SDR はおおよそ 150 円であるため、日本円で換算すると約 39
億円となる。余談であるが、2020 年 8 月 14 日の日本海事新聞の記事においては「モーリシ
ャスが採用している LLMC76 では、19 億円が責任限度額となる」と報道されていた。しか
し、防除作業中に死者が確認されたのは 2020 年 9 月 2 日のことであったため、2020 年 8 月
14 日の時点では、今回の事故は物損事故として扱われていたのである。よってここで導い
た責任限度額と異なるのは当然であり、当時の報道に誤りはない。
次に、LLMC96 について解説する。LLMC76 における責任限度額が、物価水準の上昇に
より損害額の現状に照らして著しく低い額となっており、事故発生時に被害者に対して十
分な補償が行われなくなるおそれがあったために、1993 年 3 月に開催された IMO 第 68 回
法律委員会において、LLMC76 の改正が提起され、第 69 回法律委員会より検討が開始され
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た。
1995 年 4 月の第 72 回法律委員会で LLMC76 を改正する LLMC96 の最終案が決定、
1996
年 5 月 3 日に採択され、2004 年 5 月 13 日に発効した。
これにより、LLMC96 では、責任限度額が LLMC76 の 2～2.4 倍程度に値上がりした。詳
細な数字については、下記の表の通りである。なお、2000 トンを超える船舶の責任限度額
については、2000 トンを超える部分を下記の表の通り区分し、それぞれの区分に応じて計
算した計算単位を当該船舶のトン数に達するまで順次加算して得た計算単位と、2000 トン
以下の船舶の責任限度額を加算したものが、当該船舶の責任限度額ということになる。

総トン数

責任限度額

2000 トン以下

2,000,000 SDR

2000 トン越～30000 トン以下

800 SDR/トン

30000 トン越～70000 トン以下

600 SDR/トン

70000 トン越

400 SDR/トン

表 4

LLMC96 における人的損害のトン数別責任限度額(条約を参照し、筆者作成。)

LLMC96 は、2015 年に改正を実施し、これによって限度額がさらに 1.51 倍程度引き上げ
となった。日本は現在こちらの責任限度額を採用しており、改正に伴う責任限度額引き上
げ後の数字は下記の表の通りである。責任限度額を求める際は、LLMC96 と同様に、2000
トンを超える船舶の責任限度額については、2000 トンを超える部分を下記の表の通り区分
し、それぞれの区分に応じて計算した計算単位を当該船舶のトン数に達するまで順次加算
して得た計算単位と、2000 トン以下の船舶の責任限度額を加算したものが、当該船舶の責
任限度額ということになる。

総トン数

責任限度額

2000 トン以下

3,020,000 SDR

2000 トン越～30000 トン以下

1,208 SDR/トン

30000 トン越～70000 トン以下

906 SDR/トン

70000 トン越

604 SDR/トン

表 5

LLMC96 (2015 年改正)における人的損害のトン数別責任限度額(条約を参照し、筆
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者作成。)

ここで、日本が採用している、LLMC96 の 2015 年改正に基づいて、長鋪汽船の責任限度
額を算出したい。わかしおの総トン数を 101932 トンとして計算したとき、人的損害が発生
した場合の責任限度額の求め方は下記の通りである。

3020000+1208(30000-2000)+906 (70000-30000)+604(101932-70000)=92370928

以上の式より、LLMC96 の 2015 年改正を適用して、責任制限に関する裁判が行われた場
合、92370928 SDR となることがわかる。これは、150 円/SDR で計算した場合、日本円に換
算して約 138.5 億円である。先ほど求めた LLMC76 での責任限度額は約 39 億円であり、採
用する条約によって今回の事故についての責任限度額はおよそ 100 億円もの差がついてし
まうのである。
ここで、各 LLMC の人的損害についての責任限度額の変遷や特徴についてまとめた表を
用意した。総トン数区分の、500 以下および、501～3000、3,001～30,000 の区間は LLMC76
にのみ適用されるものであり、～2000 および 2000～30000 の区間は LLMC96(2015 年改正も
含む)にのみ適用されることに留意する。

総トン数

LLMC

LLMC76

LLMC96

LLMC96(2015年改正)

500以下

333,000 SDR

501～3000または～2000

500 SDR/トン

2,000,000 SDR

3,020,000 SDR

3001～30000または2000～30000 333 SDR/トン

800 SDR/トン

1,208 SDR/トン

30001～70000

250 SDR/トン

600 SDR/トン

906 SDR/トン

70001～

167 SDR/トン

400 SDR/トン

604 SDR/トン

表 6

各 LLMC の人的損害の責任限度額(条約を参照し、筆者作成。)
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LLMC1957

制限額

制限主体

金フランで計算

船舶所有者

LLMC1976

LLMC1996(2015 年

LLMC1996(2015 年

改正前)

改正後)

SDR を計算単位

制

に導入

LLMC1976

船舶所有者、船舶

限

額

を

の 約

制限額を改正前
LLMC1996

の 約

2-2.4 倍に引き上げ

1.51 倍に引き上げ

同左

同左

同左

同左

同左

賃借人、用船者、
管理者、運航者、
救助者および被
用者
阻却事由

故意または過失

故意または損害
の発生の恐れを
認識しながらし
た無謀な行為

主要批准国

イスラエル、フ

スイス、エジプ

日本、英国、フラ

ィジー、ガーナ

ト、メキシコ、モ

ンス、ドイツ、オ

等

ーリシャス等

ーストラリア等

表 7 各 LLMC の相違と主要な批准国(2020 年 9 月 30 日の日本海事新聞記事を参考に筆者
作成。)

実際に表にまとめてみると、責任限度額の引き上げはわずか 10 年から 20 年程度で大幅
に上昇していることがわかる。そして同時に、今後も早いペースで責任限度額の引き上げ
は行われるであろうことも予想することができる。このように、LLMC 条約は、物価の変
動や船舶の巨大化による事故の大規模化のリスクを踏まえて、まめに責任限度額を変更し
続けている。したがって、海運企業や保険会社は、今後も責任限度額の変動に対応してい
くためにも、この条約を注視し続ける必要があると言えよう。

3. 各条文の内容
この項は、条約の内容を確認することを目的とするものである。
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まず、バンカー条約において用いられている言葉の定義から確認していきたい。バンカ
ー条約第一条において、用語の定義がなされている。この項においては、今回の事故に関
わりの深い用語のみを取り上げるものとする。

第一条 1 「船舶」とは、海上航行船舶および海上用舟艇(種類の如何を問わない。)をいう。
第一条 3 「船舶所有者」とは、船舶の所有者(登録船主を含む)、裸用船者103、管理人及び
運航者をいう。
第一条 9 「汚染損害」とは次のものをいう。
(a)

船舶からの燃料油の流出または排出(その場所の如何を問わない)による汚染によっ

てその船舶の外部において生ずる損失または損害。ただし、環境の悪化について行われる
賠償(環境の悪化による利益の喪失に関するものを除く。)は、実際にとられたまたはとられ
るべき回復のための合理的な措置の費用に係るものに限る。
(b)防止措置の費用および防止措置によって生ずる損失または損害

第一条 10 「船舶の登録国」とは、登録されている船舶についてはその船舶が登録されて
いる国をいい、登録されていない船舶についてはその船舶が掲げることができる旗の属す
る国をいう。

まず、第一条の 1 で定義されている「船舶」であるが、この訳文の「海上用舟艇」にあ
たる部分は、原文では「seaborne craft, of any type whatsoever」とされており、seaborne には、
「海上輸送の」という意味がある。よって、文脈的には「貨物船を含むあらゆる形式の一
般船舶が対象になる」というものになる。ただし、この対象船舶の中に、ばら積み油を運
ぶ船舶、すなわちタンカー船は含まれないことに留意する。定義には記載されていないが、
本条約第四条の適用除外において「CLC 条約の対象となる汚染損害には適用しない。」こと
が記載されている。タンカー船の油濁損害は CLC 条約の管轄となるので、バンカー条約の
対象となる船舶は実質的に、タンカー船を除く一般船舶であるということになる。
次に、
「船舶所有者」についてであるが、この条約においては、文字通り船主のみという

103

船舶を運航するにあたって、船主が船舶と乗組員を用意し、それを用船者にそのまま貸
す形が一般的であるが、裸用船とは、船舶のみを貸し与える形式である。今回の事故では、
長鋪汽船がアングロ・イースタン社に依頼して乗組員を用意させ、それを商船三井が借り
受ける形で運航していたため、裸用船には当たらない。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/11/08.html
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わけではなく、船舶管理者、運航者(用船者)、裸用船者も含まれる。「運航者」の部分は外
務省の訳文において使用されている単語であり、原文では「operator」とされているため、
「用船者」と訳しても問題ないと判断した。
次に、
「汚染損害」に関しての規定について述べる。(a)の訳文においては、前半の一文に
かっこ書きで「その場所の如何を問わない」と記載されているが、原文 104から察するに、
その部分は後半の文章にかかるものであると考えられる。すなわち、この場合の訳として
は「船外へのバンカーオイルの流出または排出に起因する汚染により船外で生じた損失ま
たは損害。ただし、そのような流出または排出が発生した場合は、そのような事故による
環境損害に対する補償は、実際に実施された、または実施される予定の、環境回復のため
の合理的な措置の費用に限る。
」というものになる。また、同規定に関して、(b)に基づいて、
油膜除去フェンスやサルベージ費用、海域が封鎖されたことで操業が不可能となった漁業
者への手当など「防止措置の費用や防止措置によって生ずる損失または損害」に関して、
この条約において請求が認められている。
しかし、環境に対する損害については、
「汚染損害」の定義がせばまれているため、バン
カー条約に基づいて、あらゆる環境損害を訴えることは難しいと言わざるを得ない。(a)に
よれば、
「環境損害に対する補償は、実際に実施された、または実施される予定の、環境回
復のための合理的な措置の費用に限る。
」ことが明記されている、したがって、例えば今回
の事故に関して、
「事故直後に見られたイルカの大量不審死105は、確たる研究結果はないが、
油濁汚染によるものであるかもしれないので、バンカー条約に基づいて賠償を請求する。」

104

pollution damage means:

(a)loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of
bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation
for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to
costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken.
105

事故後に、モーリシャス島南東部において、39 頭のイルカが死亡しているのが確認され

た。しかし、どのイルカからも炭化水素の成分(燃料油の成分)は発見されておらず、現在も
調査中であるが、おそらく事故とは無関係であるという見方が強い。
http://www.govmu.org/English/News/Pages/Trou-d%E2%80%99Eau-Douce-region-declared-as-a-R
estricted-Zone-for-fishing.aspx
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というような、関連性を確認できない訴えを起こすことは不可能であるということになる。
もし、後に関連性が明らかになれば、訴えは可能となるが、バンカー条約第八条にある出
訴期限には注意する必要がある。第八条において、事故発生日から六年を経過すると、い
かなる訴えも起こすことができなくなる。つまり、例を挙げるなら、
「事故当時は燃料油流
出と無関係だと考えられていたイルカの大量死は、実はやはり事故が原因で起こったもの
である、ということが事故発生から十年後に明らかになった」場合は、この件の損害賠償
を求めることができなくなる。したがって、出訴期限のことを考慮し、可能な限り早急に、
油濁損害による環境への影響の調査は実施されるべきである。
第一条の 10 は、船舶の登録国の定義を定めたものである。海運業界では、船舶の国籍と
実際にその船舶を所有、運営している企業の国籍が異なる場合がある。したがって、条約
においても、そのような海運業界の慣習を考慮して、このような定義が行われている。な
お、このような慣習が存在している理由は、後の「便宜置籍船」の節で解説する。
次に、この条約が適用される範囲は、第二条において明記されている。

第二条 この条約は、次のものについてのみ適用する
(a)次の区域において生ずる汚染損害
(ⅰ)締約国の領域(領海を含む。)
(ⅱ)国際法に従って設定された締約国の排他的経済水域。排他的経済水域を設定していない

締約国については、その締約国の領海に接続しかつその締約国が国際法に従って決定する
水域であって、領海の幅を測定するための基線から 200 海里を超えないもの
(b)(a)の汚染損害を防止しまたは最小限にするための防止措置 (とられた場所の如何を問わ

ない。)

今回の事故は、モーリシャス沿岸から 0.9 海里沖で発生したものであり、モーリシャスは
バンカー条約の締約国である。以上より、第二条(a)に明らかに該当しており、この事故は
バンカー条約の対象となりうると考えられる。
先に示したように、事故当時の日本では、まだバンカー条約は発効しておらず、このこ
とを理由にバンカー条約の対象外となるのではないかという意見も存在した。
この事故について、バンカー条約を適用しているか否かについて、簡潔に述べれば、
「適用
している」と判断して問題なかろうと考えられる。そのように考えられる理由について、
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下記の事が挙げられる。
日本は 2019 年 5 月の時点で、バンカー条約発効のため、国内法である油濁損害賠償法の
改正を実施しており、バンカー条約の内容を国内法に反映させる下地作りを完了していた
106

。また、同時に国土交通省が主導して改正油賠法およびバンカー条約の周知を実施し107、

バンカー条約の発効日である 2020 年 10 月 1 日を待つばかりであった。したがって、事故
発生の 2020 年 8 月 6 日時点で国内法の整備や関係者への周知などが確実に行われていたこ
とは明らかであり、バンカー条約が日本において浸透するに十分な期間が設けられていた
と言えよう。
また、先にも述べたように、この事故は今までになく大規模なもので、モーリシャスに
対して大きな打撃を与えるものであった。座礁地点は、国際的にも価値が認められ保全さ
れている海域であるブルーベイ海洋公園やマングローブ林に近く、此度の事故はモーリシ
ャスの稀有な自然環境を損なうものであった。また、モーリシャスの漁業者、観光業者、
果てはタクシー運転手までもが日々の生活に困窮している事実については、第二章の記述
の通りである。このような事情を鑑みれば、
「手続き上は未発効であるから責任を負う必要
はない。
」という意見は無責任であり、たとえ用船者がそのような主張をしても、国際的に
まかり通らないであろう。ただし、法的に正当性があるのかという点では、裁判を実施す
るまで不明確であり、ここにおいては、道義的・社会的に用船者がそのような主張をする
ことはできない、ということを述べたい。用船者が、国際社会で活動する企業として、上
記の主張をするとなれば、被害者や環境保護団体、世論、メディア等からのバッシングの
みならず、社会的信用の失墜も避けられないということである。
また、用船者である商船三井は、長鋪汽船と共同して支援金を拠出しており、実質的に
責任を連帯している状況にある。上記の通り、バンカー条約においては船主のみならず用
船者等も連帯して厳格責任を負うことが明記されている。商船三井は、
「拠出している支援
金は社会的責任によるものであり、法的責任は一義的に船主が負う」というスタンスで一
貫しているが、
「用船者である商船三井が支援金を拠出した」ことは事実であり、バンカー
条約で定められている連帯責任を果たしているとみなすことができる。よって、事故当時
の日本においても、事実上バンカー条約は発効していたとみなしてよいと考えられる。

106

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001359602.pdf

107

https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000212.html
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次に、船舶所有者の責任について見ていきたい。

第三条 1 事故の発生の時における船舶所有者は、船舶上のまたは船舶に起因する燃料油が
もたらす汚染損害についてにより輸送されているまたは当該船舶から排出された燃料油に
よる汚染によって生ずる汚染損害について責任を負う。
第三条 2 1 の規定に従い、2 以上の者が責任を負う場合は、その責任は連帯責任とする。
第三条 3 船舶所有者は、次の事を証明した場合には汚染損害について責任を負わない。
(a)当該汚染損害が、戦争、敵対行為、内乱、暴動または例外的、不可避的かつ不可抗力的

な性質を有する自然現象によって生じたこと。
(b)当該汚染損害が、もっぱら、損害をもたらすことを意図した第三者の作為または不作為

によって生じたこと。
(c)当該汚染損害が、もっぱら、灯台その他の航行援助施設の維持について責任を有する政

府その他の当局のその維持についての過失その他不法の行為によって生じたこと。
第三条 6 この条約のいかなる規定も、この条約とは別に存在する、船舶所有者の求償権を
害するものではない。

バンカー条約は、船舶からの燃料油の流出または排出による汚染損害に関し、適正で迅
速かつ効果的な賠償の支払いを確保するため、主に以下の二つの内容を規律している。
第一に、燃料油による汚染損害についての船舶所有者の「無過失責任」を定めているこ
とである。これにより、船舶所有者は過失がなくとも、一定の場合(戦争、第三者の作為等)
を除く海難事故による汚染損害の責任を負い、汚染損害に対する賠償責任が発生すること
となる。ただし、船舶所有者等には、LLMC 条約等の適用可能な国内のまたは国際的な制
度に基づき責任を制限する権利が認められている。
第二に、①総トン数が 1000 トンを超える船舶の登録所有者に対して LLMC 条約等の国内
のまたは国際的な制度に基づく責任限度額に等しい額を担保する「保険その他の金銭上の
保証(銀行またはこれに類する金融機関の保証等)：以下「保険等保証」という)の維持等を、
②締約国に対して保険等保証の証明書の発給及び入出港船舶についての保険等保証の効力
の確保、証明書が発給されていない自国を旗国とする船舶の航行禁止等をそれぞれ義務付
け、賠償責任を担保していることである。その上で、汚染損害の被害者による①金銭上の
保証を提供する保険者等への賠償額支払いの直接請求及び②国内裁判所への船舶所有者ま
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たは保険者に対する賠償の提訴の許容に加え、③締約国間の国内裁判所が下す判決の承認
および執行力の付与を規定するなど、賠償額支払いの履行を制度的に担保する仕組みも備
えている。
上記の①についてはバンカー条約第 6 条および第 7 条において規定されている。
なお、今回の事故では、船舶の登録所有者(この場合は長鋪汽船)が加入しているのは日本船
主責任相互保険組合の P&I 保険と呼ばれる保険である。P&I 保険については同節第 4 項で
詳細を示す。

第 6 条 責任の制限
この条約のいかなる規定も、船舶所有者または保険その他の金銭上の保証を提供する者が
適用可能な国内制度または 1976 年の海事債権についての責任の制限に関する条約(将来の
改正を含む。)等の国際条約に基づき、責任を制限する権利に影響を及ぼすものではない。

第 7 条 強制保険または金銭上の保証
第 7 条 1 締約国に登録された総トン数 1000 トンを超える船舶の登録船主は、汚染損害に
ついての事故の責任を担保するため、適用可能な国際的なまたは国内の関係責任制限制度
に基づく責任の限度額に等しい額の保険または銀行もしくは同様の金融機関の保証のよう
な他の金銭上の保証を維持しなければならない。ただし、その額は、1976 年の海事債権に
ついての責任の制限に関する条約(将来の改正を含む。)に従って計算される額を超えないも
のとする。
第 7 条 2 保険その他の金銭上の保証がこの条約に従って効力を有していることを証明する
証明書が、1 に規定する要件が満たされていることが締約国の権限のある当局により確認さ
れた後に、各船舶に対して発行される。締約国に登録されている船舶については、その証
明書は、船舶の登録国の権限のある当局により発行されまたは公認される、締約国に登録
されていない船舶については、その証明書は、いずれかの締約国の権限ある当局により発
行されまたは公認されることができる。その証明書は、付属書に示す様式によるものとし、
次の事項を記載する。
(a)船名、船舶番号または信号符字及び船籍港
(b)登録船主の氏名または名称および主たる営業所の所在地
(c)国際海事機関船舶識別番号
(d)保証の種類および有効期間
50

(e)保険者その他保証を提供する者の氏名または名称および主たる営業所の所在地並びに、

適当な場合には、保険契約または保証契約を締結した営業所の所在地
(f)証明書の有効期間。その期間は、保険その他の保証の有効期間を超えるものであってはな

らない
第 7 条５ 証明書は、船舶内に据え置くものとし、その写しは、当該船舶の登録簿を保管
する当局または当該船舶がいずれの締約国にも登録されていない場合にはその証明書を発
行しもしくは公認した国の当局に寄託する。
第７条 10 汚染損害の賠償の請求は、保険者その他汚染損害についての登録船主の責任を
担保する金銭上の保証を提供する者に対して直接行うことができる。この場合には、被告
は。前条に規定する制限を含め、船舶所有者が援用できたであろう抗弁(船舶所有者の破産
及び清算を除く。)を援用することができる。被告は、また、船舶所有者が前条の規定に基
づいて責任を制限できることができない場合においても、1 の規定に従って維持することを
要求される保険その他の金銭上の保証の額に等しい額に責任を制限することができる被告
は、さらに、汚染損害が船舶所有者の悪意によって生じたことの抗弁を援用することがで
きるが、船舶所有者により被告に対して提起される訴えにおいて援用することができたで
あろう他のいかなる抗弁をも援用することができない。被告は、いかなる場合にも、船舶
所有者が訴訟手続きに参加することを要求する権利を有する。
第 7 条 12 この上の規定に従うことを条件として、各締約国は、自国の領域内の港に入港
しもしくはそこから出港しまたは時刻の領海内にある沖合の施設に到着しもしくはそこか
ら出発する船舶(登録の場所の如何を問わない。)であって総トン数 1000 トンを超えるもの
につき、自国の国内法により、1 の要件を満たす範囲において保険その他の保証が維持され
ることを確保する。

上記の②国内裁判所への船舶所有者または保険者に対する賠償の提訴の許容と③締約国
間の国内裁判所が下す判決の承認および執行力の付与についての規定がなされているのは、
バンカー条約第 9 条および第 10 条である。

第９条 1 事故が 1 もしくは 2 以上の締約国の領域(領海を含む。)もしくは第 2 条(a)(ⅱ)に規
定する水域において汚染損害をもたらし、または当該領域(領海を含む。)もしくは当該水域
における汚染損害を防止しもしくは最小限にするため防止措置がとられた場合には、船舶
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所有者、保険者またはその他船舶所有者の責任に対し金銭上の保証を提供する者に対する
賠償の請求の訴えは、当該締約国の裁判所にのみ提起することができる。

第 10 条 1 前条の規定に従い管轄権を有する裁判所が下した判決で、その判決のあった国
において執行することが可能であり、かつ、再び通常の方式で審理されることがないもの
は、次の場合を除くほか、いずれの締約国においても承認される。
(a)その判決が詐欺によって得られた場合
(b)被告が相当の通告および自己の主張を陳情するための公平な機会を与えられなかった場

合
第 10 条 2 1 の規定に基づいて承認された判決は、各締約国において、その国において必
要とされる手続きが取られたときは、執行力を付与される。その手続きは、事件の本案の
審理を許すものであってはならない。

汚染損害およびその防止措置に関する賠償は、損害が発生した締約国の裁判所において
のみ提起される。また、そこで得られた判決は原則いずれの締約国においても承認され、
また、その判決に基づいて執行力が付与される。
今回の事件に当てはめると、今回の事故の賠償に関する裁判は、モーリシャスにおいて
のみ提起され、そこで下された判決は日本においても効力が生じるということである。た
だ、今回の事故の賠償に関する裁判が実施されたという情報は入っていないため、裁判を
行うことなく、賠償については企業と政府間の話し合いで合意が得られていると見て良い。

4. P＆I 保険
この項では、今回の事故の賠償の根幹を担う保険について扱う。船主である長鋪汽船は、
P&I 保険組織である「日本船主責任相互保険組合(Japan P&I Club)」に加入している。そして、
バンカー条約に規定されていたように、モーリシャスは日本船主責任相互保険組合に対し
て、直接保険金の請求を行っている。また、日本船主責任相互保険組合は、それに対応し、
モーリシャスへの保険金の支払いを実施している。よって、ここでは今回の事故で扱われ
ている P&I 保険について概観する。
日本船主責任相互保険組合によると、P&I 保険とは､Protection & Indemnity Insurance の略
称であり、船舶の所有者等が船舶の運航による事故等で負う責任および費用をてん補する
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ものを指す108｡日本国内においては、主に 2 つの組合が P&I 保険を取り扱っている。一つは、
「日本漁船保険組合」109である。これは、その名の通り漁船用の保険であり、漁船による
人的損害や物的損害の賠償をカバーしている。

4.1.日本船主責任相互保険組合
もう一つは、わかしおの船主である長鋪汽船も加入している「日本船主責任相互保険組
合(Japan P&I Club)」である。日本船主責任相互保険組合は、1950 年に設立された組織であ
る。加入船隻数は 4085 隻で、加入総トン数は約 9700 万トン、年間正味収入保険料は約 150
億円である110。現在ではアジア諸国の船主も加入する、国際的にも充実したクラブとして
活動を実施している｡また、日本船主責任相互保険組合は、世界の主要 P&I クラブで構成す
る国際 P&I グループ(以下、IG と呼称する)へ加盟しているため､大きな事故は､グループの
プール再保険スキームで支払われるなど万全の態勢を整えている。
IG の主な機能は、乗組員、乗客、その他の人命の喪失、貨物の紛失および損傷、石油お
よびその他の有害物質による汚染、難破船の除去、財産の損失などによる補償等をカバー
することにある。同時に IG は、被害者への対応、法的問題や損失防止に関するアドバイス
を含むサービスを提供し、事故対応や海上安全管理について主導的な役割を果たしている。
また、IG は IMO への諮問資格を有しており、船主を代表して世界中の政府との様々な議論
に参加している。

4.2.

IG 再保険スキーム

上記のように、IG は再保険スキームから賠償金や補償金を拠出している。この節におい
ては、IG 再保険スキームについて解説し、今回の事故において支払われた賠償金等はどの
ようにして支払われたものか示す。
まず、再保険について概観したい。
IG のような損害保険組織は、一般の保険契約者に万一の損害に対する補償を提供すると
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https://www.piclub.or.jp/service/information#risks-covered-ocean

109

https://www.ghn.or.jp/

110

これらのデータは、2021 年 3 月 31 日時点におけるものである。

https://www.piclub.or.jp/about/organization-profile
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いう社会的使命を果たすために、安定した運営を行う必要がある。しかし、巨大タンカー
や石油コンビナートのような保険金額の高額な契約を引き受けている場合、ひとたび事故
が起こると高額の保険金を支払う可能性がある。損害保険は発生するか否か不確実な事故
に対する補償であるため、損害保険組織は運用を不安定にする要因を常に抱えていると言
える。そこで損害保険組織は、高額の保険金支払いに見舞われた場合に、どの程度までの
損害であれば経営に影響がないか判断したうえで、引き受けた保険契約上の責任の一部ま
たは全部を他の保険会社に引き受けてもらうことが必要であり、この保険契約が「再保険」
と呼ばれている。再保険は、損害保険会社が安定した経営を行っていくうえで、大きな役
割を果たしているのである111。

図 7 再保険の機能(トーア再保険株式会社 HP より引用)

IG 再保険スキームは IG の持つ主要な機能の一つであり、同スキームにより低廉なコスト
で高額な補償を提供することが可能になっている。日本船主責任相互保険組合も IG のメン
バーとして IG 再保険スキームに参加しており、2021 保険年度の IG 再保険スキームの基本
構造は以下の図のとおりである。

111

https://www.toare.co.jp/knowledge/sikumi/gaiyou/
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図 8 2021 保険年度の IG 再保険スキームの基本構造(日本船主責任相互保険組合 HP より
引用)

1 千万ドルまでは各クラブの自己負担となる。つまり今回の事故の場合、日本船主責任相
互保険組合が、まず一千万ドルを拠出する。
次に、1 千万ドルから 1 億ドルまでは、プールと称し、IG に加盟している 13 のクラブが
各々の分担率に基づき分担している。なお、プール部分のうち 3 千万ドルから 1 億ドルま
では Hydra という、IG クラブが出資して設立した専用再保険会社に出再112している。

112

再保険に付すこと。https://www.toare.co.jp/img/knowledge/pdf/glossary_sa.pdf
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1 億ドルから 21 億ドルまでは、Lloyd’s を中心とする再保険マーケットで再保険を購入し
ている。また、図中の＊、＊＊および＊＊＊は、Private Placement と呼ばれる複数年契約定
額再保険である。1st Layer から 3rd Layer に分かれており、Layer ごとに参加している再保険
会社が異なる。なお、1st Layer のうち、70％はマーケット再保険者に出再、同再保険カバ
ーには 1 億ドルの年間免責金額が設定されている。同免責金額を超過するまではマーケッ
ト再保険者ではなく Hydra でカバーする規定となっている。
21 億ドルから約 87 億 5 千万ドルまでを、オーバースピルと称し、IG 全クラブメンバー
で分担し、その資金は各クラブがメンバーに請求する分担金（オーバースピル保険料）に
より賄われる。なお、オーバースピルのうち、21 億ドルから 31 億ドルの部分については再
保険マーケットで購入した再保険で賄われる。
GI の再保険スキームは以上のような構造となっている。なお、油濁損害については 10 億
ドルの上限が設定されていることに留意する。
以上のように、GI は、最大で 10 億ドルの保険金の拠出を確保している。1 ドルあたり 110
円で換算すると、これは 1100 億円に値する。ただし、日本船主責任相互保険組合の保険契
約規定第 37 条において「組合は、法令の下で組合員が負担する責任を限度としててん補
する。ただし、組合員の責任が損害賠償責任を制限する法律により制限される場合は、そ
の責任制限額を限度とする。
」113ことが定められている。よって、GI は油濁損害について最
大 1100 億円の保険金を拠出することが可能であるが、今回の事故について拠出する保険金
は、LLMC96 の 2015 年改正を使用して概算した約 138.5 億円の責任限度額が優先される。

第二節 タンカー船油濁損害賠償制度
1. 一般船舶油濁損害賠償制度とタンカー船油濁損害賠償の比較
タンカー船とは、液体物を運ぶ船舶一般を示している。原油やガソリンを運ぶ油送船が
代表的で、そのほか、糖蜜・アスファルト・ワイン・液化ガス・液体アンモニア・苛性ソ
ーダなど専用のタンカー船も存在する114。ただし、この節において扱う「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(CLC 条約)」と「油による汚染損害の補償のための
国際基金の設立に関する国際条約(以下、FC 条約と呼称する)」は、ばら積み油を積載した
113

https://www.piclub.or.jp/attachment/insurance_guidebooks/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A
5%91%E7%B4%84%E8%A6%8F%E7%A8%8B%202021.pdf
114

https://kotobank.jp/word/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC-94883
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船舶を対象とするものであるため、以下、「タンカー船」とは油送船を指すものとする。
タンカー船が引き起こす油濁事故は、貨物船等の一般船舶115のそれと比べて被害の規模
が大きくなりがちである。そのため、CLC 条約および FC 条約は、被害者への適正な補償が
なされるように、優れた仕組みが確立されている。
この節は、タンカー船と一般船舶の油濁損害への対処を比較・検討することで、タンカ
ー船の油濁損害賠償制度が充実していることを示すとともに、さらに、タンカー船をめぐ
る手続きを一般船舶に流用することは困難であるという結論を導くことを目的としている。
なお、この節の内容は小林寛の「船舶油濁損害賠償・補償責任の構造―海洋汚染防止法と
の連関―」をベースに作成しており、これ以外からの引用は都度脚注に記載する。

2.

CLC 条約、FC 条約および FC 条約 2003 年議定書の概要
1.1. 起源および発効の経緯
CLC 条約および FC 条約は、トリーキャニオン号事故116をきっかけに、ばら積みの油を貨

物として海上輸送するための船舶からの油の流出または排出により、汚染損害を被った者
に対する適正な賠償を確保することを目的として成立した条約である。これらの条約は、
当時の政府間海事協議機関(IMCO)117の下で検討され、CLC 条約は 1969 年に、
FC 条約は 1971

115

この節においては、バンカー条約の対象となる船舶を一般船舶と呼称する。バンカー条

約においては、①軍艦、軍の支援船または国によって所有され、政府の非商業的役務に使
用されているもの。②CLC 条約の対象となる船舶(タンカー船等)。③総トン数 1000 トン未
満の船舶。を除いた船舶を対象としているため、ここにおける一般船舶とは、そのような
船舶を指すものとする。
116

リベリア籍の大型タンカー、トリーキャニオン号がクウエートで原油を満載し、英国（ミ

ルフォードヘイブン）に向けて航行中、1967 年 3 月 18 日に、英国南西部のシリー島とラン
ズエンドの間の浅瀬に座礁し、貨物油が直ちに壊れたタンクから流れ出した。離礁作業が
難航し、3 月 26 日に 2 つに折損した。英国政府は船内に残った 4 万トンの原油を燃焼させ
るために本船を爆破することを命じ、爆撃は 3 月 30 日まで続き、本船は沈没した。流出し
た油は 119,000 トンに及び、
英国の南西部とフランスの北部沿岸部を深刻な被害を及ぼした。
https://www.mlit.go.jp/kaiji/seasafe/safety11_.html
117

Inter-governmental Marine Consultative Organization 現在の国際海事機関(IMO)である。
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年に成立した。
その後、両条約の発効から 10 年以上が経過し、船舶の巨大化に伴う、油濁事故の大規模
化に対して補償が十分に果たせなくなったことから、IMO は 1992 年に両条約の責任限度額
引上げを主とする改正を行い、92CLC および 92FC を採択し、1996 年に発効した。
しかしながら、1999 年 12 月に発生したエリカ号事故118を契機として、より大きな油濁損
害事故に対処できるよう 2000 年に CLC 条約および FC 条約の補償限度額を約 50％引上げる
改正案を採択し、2004 年に発効した。
しかし、これらの改正をもってしても将来起こりうる巨大油濁事故の補償には不十分で
あるとして、2003 年に国際油濁補償追加基金(以下、追加基金と呼称する)を設立する旨の規
定を盛り込んだ「1992 年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際
条約の 2003 年の議定書」が採択された。このとき、わが国は、当初この追加基金構想に対
しては反対の立場をとっており、CLC 条約および FC 条約の責任限度額の引上げでしばらく
様子を見るべきであると主張してきたが、2001 年 10 月の IOPCF 第 6 回総会において、そ
の設立は避けられないと判断し、多額拠出国の拠出額を一定に抑えられる制度の導入を条
件に参加意思を表明した。
下記の年表は、タンカー船油濁損害賠償制度に関係する事柄についてまとめたものであ
る。

118

エリカ号は、1999 年 12 月 8 日、フランスのダンケルク港で C 重油を約 30,000 トン積載

してイタリアへ向けて出航した。同号は英仏海峡を航行中、荒天に遭遇し、積み荷の C 重
油約 14,000 トンが海上に流出したと言われている。この重油は、観光地として有名なブル
ターニュの 400km に及ぶ海岸に大規模な油濁汚染をもたらした。用船者の Totalfina(フラン
スの企業)は、油濁補償基金への拠出 1 億 2,000 万フランに加え、船体に残された重油の抜
き取り作業費として 4 億フラン、海岸の重油除去作業費として 4,000 万フランの合計 5 億
2,000 万フランを支出した。前掲註 116
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年

事柄

1967

トリーキャニオン号油濁事故が発生

1969

69 年 CLC 条約が成立

1971

71 年 FC 条約が成立

1976

日本が 69 年 CLC 条約、71 年 FC 条約を批准

1992

92 年 CLC 条約、92 年 FC 条約が成立

1999

エリカ号事故が発生

2000

CLC 条約、FC 条約の責任限度額を引き上げる改正が成立

2004

FC 条約 2003 年議定書により追加基金が成立

表 8 タンカー船油濁損害賠償制度に関する事柄の年表(筆者作成。)

1.2. 各条約の概要およびタンカー船油濁損害の賠償の流れ
CLC 条約は油タンカーの貨物である原油や重油等の流出によって生じた油濁損害につい
て、船主の無過失責任、責任限度額、強制保険の付保を定めている。船舶所有者は CLC 条
約の下で責任当事者として汚染損害について免責事由が存在する場合を除き一定の限度額
まで厳格責任を負う。そして、その責任を担保するために、2000 トンを超えるばら積みの
油を貨物として輸送している、締約国に登録された船舶所有者は保険・銀行保証その他の
金銭上の保証を維持しなければならない。なお、この条約において規定されている、船舶
所有者が負担すべき最大の金額は 8977 万 SDR である。
FC 条約は荷主の責任負担についての条約で、油タンカーから油を受け取った荷主の拠出
金を基に設立された国際油濁補償基金(以下、国際基金と呼称する)によって被害者に対する
補償を行うことを定めている。これは、CLC 条約のみでは、責任制限によって船主から被
害者への補償が十分に行われない可能性が存在する一方で、被害者への補償を担保するた
めに、責任限度額を上げることは、船主に対して重い負担を強いることにつながり、かつ、
汚染損害の責任は船主のみが負うべきではなく、その一部は輸送される油について利害関
係を有する者が負担すべきであるという考え方から生じたものである119。なお、FC 条約は
CLC 条約を補足するものであることから、タンカーからの油の流出または排出による汚染

119

92FC 前文より抜粋。
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損害の補償を前提とする。FC 条約において、被害者に対して拠出できる上限額は、2 億 300
万 SDR であると定められている。ただし、この金額は、上記の CLC 条約において規定され
ている、船舶所有者の賠償額も含めたものであることに留意する。
FC 条約 2003 年議定書は、被害者への補償が、船主による賠償と国際基金で賄いきれない
場合に効力を生ずる、追加基金の設立について規定した条約である。追加基金は、FC 条約
によって規定された国際基金の制度に追加する形で作成された制度であるため、これ単体
に加入することは不可能であり、FC 条約の締約国のみに開放されている制度であることに
留意する。また、2003 年議定書における上限額は 7 億 5000 万 SDR であり、これは CLC 条
約と FC 条約による補償を含めて 7 億 5000 万 SDR を超えない額という意味であることに留
意する。
また、FC 条約の下作成された国際基金は、IOPC FUNDS120によって運営されており、そ
の財源は、暦年中に 15 万トンを超えて油を受領した油受取人が拠出する拠出金によって賄
われている。
以上のように、第一次的には船舶所有者が CLC の下での責任限度額の範囲内で賠償を行
い、第二次的には、国際基金が FC 条約の下で保障を行い、さらに 2003 年議定書によって
創設された追加基金が補償を行うという、三段階の賠償・補償制度が構築されたのである。
この制度の構造図は下記のごとくある。なお、下記の表においては、上限額は被害者が得
られる最大金額である。例えば、被害者が第二段階の追加基金による補償まで受け取るこ
とができる場合、8977 万 SDR に 2 億 300 万 SDR を足した総額を受け取ることができると
いうわけではなく、被害者が得られる最大の金額は 2 億 300 万 SDR に留まる。

第一段階

船舶所有者による賠償(上限：8977 万 SDR)

第二段階

国際基金による補償(上限：2 億 300 万 SDR)

第三段階

追加基金による補償(上限：7 億 5000 万 SDR)

表 9

タンカー船の賠償・補償制度の基本構造（小林寛「船舶油濁損害賠償・補償責任の

構造」38 項を参考に筆者作成。
）

120

The International Oil Pollution Compensation Funds 基金の設立以来 150 件の事故の補償を

実行しており、ほぼすべての賠償請求は裁判で争われることなく解決されている。
https://iopcfunds.org/about-us/
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3.

CLC 条約および FC 条約と、バンカー条約との比較
3.1.

責任当事者

まず、タンカー船の油濁損害事故に関する責任の法的性質から比較していきたい。CLC
条約は、タンカー船に係る船舶所有者に対して、油濁損害について厳格責任を負わせる。
したがって、油濁被害者は、過失の立証を要せずに、船舶所有者に対して油濁損害の賠償
責任を追及することができる。ただし CLC 条約第 3 条 2 項の免責事由に該当する場合はそ
の限りではない。
ここで、CLC 条約における「船舶所有者」の定義について確認したい。このことは、本
条約第 1 条 3 項に記載されている。

CLC 条約第 1 条 3 項

「所有者」とは、船舶の所有者として登録されている者または、登録がない場合には船舶
を所有する者。ただし、国が所有する船舶であって、その国においてその船舶の運航者と
して登録されている会社が運航するものについては、「所有者」とは、当該会社をいう。

これより、CLC 条約における所有者とは、海運業界における通念上の「船主」を指すも
のであるということがわかる。バンカー条約では、条文中で使用されている「所有者」に
あたる単語は、
「船舶所有者」である。また、バンカー条約の第１条において、船舶所有者
とは、登録船主を含む船舶の所有者、裸用船者、管理人及び運航者であると定義されてい
る。このように、CLC 条約とバンカー条約では「(船舶)所有者」の意味が必ずしも一致しな
いため、条約について読み解く際には注意が必要である。
続いて、厳格責任を負うべき存在について規定されている条文を示す。

CLC 条約第 3 条 1 項
2 および 3 に規定する場合を除くほか、事故の発生の時または事故が一連の出来事からなる

ときは最初の出来事の発生の時における船舶の所有者は、その事故の結果その船舶から生
ずる汚染損害について責任を負う。

CLC 条約第 3 条 4 項
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汚染損害の賠償の請求は、この条約に基づく場合を除くほか、所有者に対して行うことが
できない。5 の規定に従うことを条件として、汚染損害の賠償の請求は、この条約に基づく
ものであるかどうかを問わず、次に掲げるものに対して行うことができない。
(c)船舶の用船者(裸用船者を含み、名称のいかんを問わない。)、管理人または運航者
(d)所有者の同意を得てまたは権限のある公の当局の指示に基づき救助活動を行う者
(e)防止措置をとるもの
(f)(c)から(e)に掲げる者の被用者または代理人。

ただし、(a)から(f)までに掲げる者が汚染損害をもたらす意図をもってまたは無謀にかつ汚
染損害の生ずる恐れがある事を認識して行った行為(不作為を含む。)により汚染損害が生じ
た場合は、この限りではない。

CLC 条約第 3 条 5 項

この条約のいかなる規定も、所有者の第三者に対する求償権を害するものではない。

バンカー条約との比較検討を行う際に、この項目で最も注目すべき点は、4 項(c)であろう。
CLC 条約においては、用船者、管理人、運航者に対して、汚染損害の賠償請求を行うこと
ができない、ということがここで明記されている。
ここで、今一度バンカー条約を振り返ってみたい。バンカー条約第三条においては、
「事
故の発生の時における船舶所有者は～燃料油による汚染によって生ずる汚染損害について
責任を負う。
」とされており。また、先ほど触れたように、第一条において「『船舶所有者』
とは船舶の所有者(登録船主を含む。)、裸用船者、管理人及び運航者をいう。」と明記され
ている。
このように、バンカー条約の下では船主のみならず、「裸用船者、管理人及び運航者」を
含む、船舶の用船者等にも連帯して厳格責任が課されるが、CLC 条約においては、厳格責
任を負うのは、ほぼ船主のみであるということが大きな違いの一つである。

3.2.

強制保険および賠償請求

CLC 条約においては、前述の責任を担保するために、締約国に登録されており、かつ 2000
トンを超えるばら積みの油を貨物として輸送している船舶の所有者は、保険・銀行保証そ
の他の金銭上の保証を維持しなければならないとされている。保険その他の金銭上の保証
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に対しては、これが有効であることを証明する証明書が発行される。これは CLC 条約第 7
条に記載されており、バンカー条約においても、総トン数 1000 トンを超える一般船舶に対
して、同様の義務を課している。
また、被害者が保険者に対して直接賠償の請求をすることができるという点も、バンカ
ー条約と類似する点である。このことは、CLC 条約第 8 条 8 項に記載されている。バンカ
ー条約においては、
第 7 条 10 項において記載されている。細かな表現の差異は存在するが、
概ね内容は同一のものである121。

CLC 条約第 8 条 8 項

汚染損害の賠償の請求は、保険者その他汚染損害についての所有者の責任を担保する金銭
上の保証を提供するものに対して直接に行うことができる。この場合には、被告は、所有
者が第 5 条 2122の規定に基づいて事故の責任を制限することができないときにおいても、同
条 1 に規定する責任の制限を援用することができる。被告は、また、所有者自身が援用す

121

バンカー条約第 7 条 10 項

汚染損害の賠償の請求は、保険者その他汚染損害についての登録船主の責任を担保する金
銭上の保証を提供する者に対して直接行うことができる。汚染損害の賠償の請求は、保険
者その他汚染損害についての所有者の責任を担保する金銭上の保証を提供するものに対し
て直接に行うことができる。この場合には、被告は、前条に規定する制限を含め、船舶所
有者が援用することができたであろう抗弁(所有者の破産及び清算を除く。)を援用すること
ができる。被告は、また、船舶所有者が前条の規定に基づいて責任を制限することができ
ない場合においても、1 の規定に従って維持することを要求される保険その他の金銭上の保
証の額に等しい額に責任を制限することができる。被告は、さらに、汚染損害が船舶所有
者の悪意によって生じたことの抗弁を援用することができるが、船舶所有者により被告に
対して提起される訴えにおいて援用することができたであろう他のいかなる抗弁をも援用
することができない。被告は、いかなる場合にも、所有者が提訴手続きに参加することを
要求する権利を有する。
122

第 5 条 2 項 所有者は、汚染損害をもたらす意図をもってまたは無謀にかつ汚染損害の

生ずる恐れがある事を認識して行った自己の行為(不作為を含む。)により汚染損害の生じた
ことが証明された場合には、この条約に基づいて事故の責任を制限することができない。
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ることができたであろう抗弁(所有者の破産及び清算を除く。)を援用することができる。被
告は、さらに、汚染損害が所有者自身の悪意によって生じたことの抗弁を援用することが
できるが、所有者により被告に対して提起される訴えにおいて援用することができたであ
ろう他のいかなる抗弁をも援用することができない。被告は、いかなる場合にも、所有者
が提訴手続きに参加することを要求する権利を有する。

3.3.

責任制限

92CLC の下での船舶所有者の責任限度額は、1 事故について、5000 トン以下の船舶につ
いては 451 万 SDR、5000 トンを超える船舶については、451 万 SDR に 5000 トンを超える
トン数につき 1 トンあたり 631SDR で計算した金額を加えた金額(ただし、上限は 8977 万
SDR)である。ただし、船舶所有者は、汚染損害をもたらす意図をもってまたは無謀にかつ
汚染損害の生ずるおそれがある事を認識して行った作為又は不作為により汚染損害が生じ
たことが証明された場合には、責任制限の利益を享受することはできない。
また、船舶所有者は、責任制限の利益を享受するためには、管轄裁判所その他権威のあ
る当局に、責任限度額に相当する額の基金を形成しなければならない。これを制限基金と
呼び、CLC 条約第 5 条 3 項に記載されている。

CLC 条約第 5 条 3 項

所有者は、1 の制限の利益123を享受するためには、第 9 条の規定に基づいて訴えが提起され
る締約国のうちいずれかの締約国の裁判所その他の権限のある当局に、または訴えが提起
されない場合には同条の規定に基づいて訴えを提起することができる締約国のうちいずれ
かの締約国の裁判所その他権限のある当局に、自己の責任の限度額に相当する額の基金を
形成しなければならない。基金は、その金額を供託することにより、または基金が形成さ
れる締約国の法令によって認められかつ裁判所その他の権限のある当局が十分と認める銀
行保証その他の補償を提供することによって形成することができる。

制限基金は、通常は責任限度額に相当する金額を供託することにより形成されるが、裁
判所その他の権威のある当局が十分と認める銀行保証その他の保証を提供することによっ

123

CLC 条約第 5 条 1 項に記載されている責任制限のことを指す。
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ても形成することができる。なお、制限基金を形成した場合、汚染損害に係る債権者は、
責任当事者である船舶所有者の他の財産に対して権利行使することは出来ない。
CLC 条約においては、条約内で責任制限に関する記述が完結している。対して、バンカ
ー条約においては、責任の制限に関する記述は、
「一般船舶の燃料油流出事故の責任制限に
ついては『千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(LLMC 条約)』に
依拠する」旨があるのみである。すなわち、一般船舶の燃料油流出事故に関する責任制限
を申し入れるためには、LLMC 条約とバンカー条約を締約する必要がある。

3.4.

免責事由

汚染損害が船舶所有者の前記責任限度額を超える場合などであっても、FC 条約に基づき
設立された国際基金によって一定の限度額まで油濁被害者に対する補償が行われる。すな
わち、さらに、FC 条約に関わる 2003 年議定書によって、追加基金が創設され、1 事故につ
いて、7 億 5000 万 SDR を上限とする補償が行われる体制が整備された。
しかし、国際基金はどのような類のタンカー船油濁事故であっても補償を行うというわけ
ではなく、国際基金が補償義務を負わない場合も当然存在する。これは、92FC の第 4 条 2
項および 3 項において定められている。また、CLC 条約第 3 条 2 項および 3 項においても
同一の内容が規定されている。

FC 条約第 4 条 2 項

基金は、次の場合には 1 の規定に基づく義務を負わない。
(a)汚染損害が、戦争、敵対行為、内乱もしくは暴動によって生じ、または軍艦もしくは国

によって所有されもしくは運航されるほかの船舶で事故の発生の時に政府の非商業的役務
にのみ使用されていたものから流出しもしくは排出された油によって生じたことを基金が
証明した場合
(b)損害が 1 または 2 以上の船舶の関係する事故によって生じたことを債権者が証明するこ

とができない場合

FC 条約第 4 条 3 項

基金は、汚染損害が、もっぱらまたは部分的に、汚染損害を被った者の作為もしくは不作
為(損害をもたらすことを意図したものに限る。)または過失によって生じたことを証明した
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場合には、その者に対する補償の義務の全部または一部を免れることができる。基金は、
いかなる場合にも船舶の所有者が 1992 年責任条約第 3 条 3 の規定に基づいて責任を免れた
時は、その範囲で義務を免れる。ただし、防止措置についてはこの限りではない。

すなわち、下記のいずれかに当てはまる場合、国際基金は保障義務を負わない。


汚染損害が戦争、敵対行為、内乱もしくは暴動により生じた場合



事故発生時において政府の非商業的役務のみに使用されていた国の所有または管理に
係る軍艦その他の公用船から油が流出もしくは排出された場合



損害が 1 または 2 以上の船舶の関係する事故によって生じたことを債権者が証明でき
ない場合
また、汚染損害が、損害を受けた被害者による損害をもたらすことを意図した作為もし

くは不作為又は当該被害者の過失によって生じたことを、国際基金が証明した場合には、
国際基金は保証義務の全部または一部の保証義務を回避することができる。
国際基金は、船舶所有者が FC 条約第 4 条 2 項及び 3 項に基づき責任を負わなくても良い
と見なされた場合、国際基金もまたその保証義務を免れる。例えば、前記「汚染損害が戦
争、敵対行為、内乱もしくは暴動により生じた場合」に類するものが発生した場合には、
船舶所有者は賠償義務を免れ、国際基金も同様に補償義務を負うことはない。
ただし、例外的・不可避的・不可抗力的な性質を有する自然現象によって生じた場合に
は、船舶所有者は賠償義務を免れるが、基金には補償の義務が存在する。すなわち、自然
災害によって汚染損害が生じた場合においても、被害者に対する国際基金による補償は行
われ、油濁被害者の救済は行われるのである。
対して、バンカー条約においては、第 3 条 3 項(a)において、
「当該汚染損害が戦争、敵対
行為、内乱、暴動または例外的、不可避的かつ不可抗力的な性質を有する自然現象によっ
て生じたことについては、船舶所有者は責任を負わない。」とされている。このように、タ
ンカー油による油濁損害が自然災害由来のものであった場合においても、国際基金が被害
者へ補償を行うことができるが、燃料油の油濁損害はそのような理由によって発生したも
のであると証明された場合には、船舶所有者は責任を問われないため、被害者への補償が
なされない構造になっている。
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4. タンカー船油濁損害賠償制度を一般船舶の油濁事故へ流用できない理由
以上より、タンカー船の油濁損害を賠償する制度と、一般船舶のそれとを比較してきた
が、小林寛は、一般船舶油濁損害の場合に固有の責任制限制度が存在しないのは以下の理
由によるものであると考察している。
タンカー油濁損害の場合には、油受取者による拠出金を財源とする国際基金による補償
が適用されることとの関係で、タンカー油濁損害に固有の責任制限制度を創設し、その責
任限度額を超過する場合に保証を行うというように、責任制限制度と基金の制度が連関し
ている。これに対して、一般船舶の場合にはタンカーの場合と異なり現存する油受取者に
よって拠出された国際基金に財源を求めることはできないし、新たに荷主に負担を求めて
基金を設立しようとしても荷主の範囲が広く責任分担の在り方が問われるため、適用は困
難である。これと連動する形で、一般船舶油濁損害に固有の責任制限制度の創設にもなじ
まず、船主責任制限法の適用にゆだねるのが妥当と解されるからである。
そのため、一般船舶油濁損害に係る賠償請求権は、一つの海難事故が発生した場合に生
ずる貨物に対する損害に基づく債権等、船主責任制限法の定める制限債権に該当する様々
な債権のうちの一つとして、責任制限が適用されるためタンカー油濁損害に係る賠償請求
権に比較して、被害者への保護が弱められる。そこで、タンカー油濁損害と同様に、一般
船舶油濁損害についてもこれに固有の責任制限制度を新規に創設することが考えられる。
しかし、この点は、バンカー条約の成立過程でも議論されたが結果として同条約において
は採用されなかったという経緯がある。一般船舶に係る油濁被害者の保護の見地からは、
固有の責任制限制度の創設や国際基金制度の適用が望ましいともいえるが、前記の通り、
財源との関係から補償基金の制度を適用することは出来ず、固有の責任制限制度を創設す
ることも容易ではないことを指摘しなければならない。
以上より、タンカー船油濁損害の賠償制度を一般船舶に流用することは非常に困難であ
ることがわかる。
筆者が思うに、バンカー条約および LLMC 条約によって規定されている、現行の一般船
舶油濁損害の賠償制度は、船主の保護と被害者の保護の間で板挟みになっているような印
象を受ける。タンカー船油濁損害賠償においては、船主がすべての補償を行うわけではな
く、その負担の一部は基金によって賄うことができる。対して、一般船舶の場合は、船主
や管理者、用船者と共同で補償を行う。しかし、船主等は基本的に利益を追求することを
目的とした企業であり、IOPC のような、被害者への補償のために設立された組織ではない
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ため、場合によっては、被害者へ十分な補償がなされない可能性がある。事故に際して非
のない被害者への補償を万全にすることは重要であるが、貨物船等の一般船舶は世界中の
物流の根幹を担う124存在であり、それを支える船主をはじめとした海運企業の存在もまた
保護すべきである。したがって、今後も一般船舶油濁損害賠償制度については議論を深め
ていくべきであろう。

第三節 便宜置籍船
1. はじめに
この章は、便宜置籍船について概観するものである。
近年、実質的に日本の船主が運営している、外国籍舶による事故がたびたび発生している。
この論文で扱っているわかしおの座礁事故のみならず、エヴァーギブン号の座礁によるス
エズ運河の封鎖125や、クリムゾン・ポラリス号の座礁による油濁損害126など、船籍を外国
においている日本関連船舶が重篤な事故を引き起こしている例は多々存在する。
また、これら三件の事故はすべてパナマ籍の船舶であるということが明らかになってい
る。パナマは世界でも有数の海運国であり、便宜置籍国として有名である。実際、パナマ

124

特に海運国日本においては、輸出入の 99.6%を海上輸送が担っており、国内貨物の 42%

を内航海運が占めている。http://www.jsanet.or.jp/data/pdf/shippingnow2021-2022.pdf
125

2021 年 3 月 23 日に発生した。パナマ籍のエヴァ―ギブン号は、中国からヨーロッパ方

面へ向けてスエズ運河を北上する際、荒天に遭遇し座礁した。船主は正栄汽船であり、用
船者は台湾に籍を置く長栄海運である。発生から六日後の 2021 年 3 月 29 日に離礁が完了
し、通常運行が可能になった。しかし、スエズ運河は交易の要であり、船舶の座礁による
経済的損失・風評被害は莫大なものである。スエズ運河側は約 9 億 1,600 万ドルの損害賠償
額を見積もっていたが、その後は約 6 億ドルに減額して請求した。一方で、船主側は約 1
億 5,000 万ドルを提示していた。署名式典では、最終的な賠償金額や合意条件など詳細は公
表されていない。https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/436e13cb844937c9.html
126

2021 年 8 月 11 日に発生した。パナマ籍のクリムゾン・ポラリス号は、青森県の八戸港

外で錨泊中に強風で流され座礁し、その後、船体の損傷箇所から、積み荷である木材チッ
プの一部が流出し、さらに燃料油の流出も発生した。船主は洞雲汽船であり、日本郵船が
用船していた。https://www.nyk.com/news/2021/20210811_01.html
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船籍の使用率は世界一であり、日本のみならず、世界各国がパナマ籍船に魅力を感じてい
ることは明らかである。
この節においては、まず便宜置籍船について概観し、便宜置籍国の中でも特にパナマが
人気である理由を述べ、さらに、パナマ籍船をはじめとする便宜置籍船の問題点を指摘す
る。そして最後にこれらの総括を行い、便宜置籍制度が、今回のわかしおの座礁事故の原
因の一つと考えられる背景を明らかにすることを目的とするものである。

2. 便宜置籍船の概要
2.1. 便宜置籍船の定義
便宜置籍船(flag of convenience または open registry)とは、商船三井の解釈によると、自国
の船籍ではなく、船籍国をパナマやリベリアなど乗組員の国籍規制がなく、税制メリット
がある国に登録した外航船をいうものである127。
便宜置籍船という言葉は、日本において、戦後から使用されており、現代においても広
く使われている。しかし、水上千之によると、便宜置籍の意義と特徴を単純な言葉で定義
することは困難であり、今日まで、便宜置籍または自由登録についての一般的に受け入れ
られた定義はないとされている128。国際法上、公式に確定した定義は存在しないが、多く
の研究者129が「便宜置籍船」の定義の確立を試みている。なお、1970 年の英国のロッチデ
ール海運調査委員会においては、便宜置籍船の登録国の特徴として、(1)便宜置籍船の登録
国は、自国の国民以外の者による登録船舶の保有とその支配の双方、もしくはその一つを
認めている。(2)登録が簡易である。海外の領事館を通じて船舶を登録しても良い。同様に
重要なことは、船舶所有者の選択に任せた登録の移転に制限がないことである。(3)船舶の

127

https://www.mol-service.com/ja/glossary/flag_of_convenience_vessel

128

水上千之「船舶の国籍と便宜置籍」(1994 年)142 項 。

129

Boczek は「機能的に便宜置籍船とは、船舶を登録する者にとってその理由はなんであれ、

便利かつ好都合な条件の下、船舶の外国の所有と外国の運航の登録を許す国の旗である」
と定義している。また、Metaxas は「便宜置籍は、海運会社が次のものを回避することによ
って、私的利益を最大限にし、また私的コストを最小限にする目的で、自己の船舶を登録
する国の国旗である。(1)経済的及び他の規則。 (2)船舶が本国に登録された場合に適用され
るであろう生産要素の使用の条件」と定義している。
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運航に依る所得への課税がないか、または低率である。通常、トン数を基準とした登録料
及び年間手数料が、徴収される船舶所有者の唯一の負担金である。(4)便宜置籍国は、予測
する限りどのような場合にも、自国ではすべての登録船舶を必要としない小国である。し
かし多数の船舶からの収入が、その国民所得と国際収支に相当の影響を与えるものとなる。
(5)登録国は、自国の政府の規則や国際規則を有効に施行する力も行政機構も有さず、登録
会社を管理する能力もなく希求もしていない。とまとめている。これらの特徴は、現代に
おいても便宜置籍の特徴としてしばしば使用されているものである。このように便宜置籍
とは、現代においても確固たる定義づけがなされていないあやふやな存在である。

2.2. 便宜置籍船の形態
便宜置籍船の所有、運航には様々な形態があるが、ここでは一般的な形態を述べる。便
宜置籍船の所有の多くは法人によって為される。その法人は旗国の法人であるが、ペーパ
ー・カンパニーとして存在する。当該旗国法人にはその旗国外に、便宜置籍船の実質的な
所有法人である旗国法人の親会社が存在する。外国の親会社は受益船舶所有者(beneficial
owner)としてペーパー・カンパニーである子会社を通して、所有する便宜置籍船を実質的に
支配する。すなわち、一般的な便宜置籍船には、便宜置籍国に登録されている名義上の船
舶所有者と、当該船舶の運航から金銭的利益を得る者、この二種類の船舶所有者が存在す
ることとなる130。ここでの旗国法人の子会社、すなわちペーパー・カンパニーは、書類上
は確かに旗国に籍を置いている会社であるが、実際に旗国の土地を借りて事務所を設置す
ることもない、文字通り「書類上の会社」となっている場合がある。また、便宜置籍国に
おいては、会社設立は非常に容易であり、例えば、リベリアでは、会社は一人の株主だけ
で設立されうる。

2.3. 便宜置籍船の起源
便宜置籍船の定義が明確ではないことは上記で述べた通りであり、確固たる定義が存在
しない中で、便宜置籍船の起源を断定することはできない。そのため、この項においては、
上記のロッチデール海運調査委員会による、便宜置籍船の特徴を有しており、現代の便宜
置籍船と似た性質を持つ船舶を時系列順に紹介していきたい。

130

逸見真『便宜置籍船論』信山社 2006 年 99 項。
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日本船長協会によると131、現代の便宜置籍船に通ずる性質を持つ船舶の起こりは、第一
次世界大戦後のパナマとアメリカ西岸に就航していた機帆船 Belen Quezada 号であると考え
られている。1914 年にパナマ運河が開通した直後は、パナマ籍の商船や外航船員はほとん
ど存在しなかった。パナマ政府は海上運送における地勢上の有利を生かすため、この時代
から、船主や船員の国籍に制限を設けないことで、パナマ船籍の増加を促した。
それによって、1919 年 8 月 20 日、太平洋沿岸とカリブ海の諸港との海上輸送に従事し
ていた Belen Quezada 号がはじめにパナマの国旗を掲げることとなり、さらに数ヶ月のうち
にスペインの船主、Sota Y Aznal Line が数隻の外航蒸気船をパナマ籍に移籍し、パナマ船籍
船が登場する運びとなった。なお、1921 年 10 月 7 日の行政命令により、スペイン船籍の
船舶は純トン数 1 トンあたり 1 ドルの登録税、そして年間 1R/T132 に対し 10 セントのトン
税を払えばパナマ船籍に登録出来ることとなった。
2 年後、
当時ヴォルステッド法施行下にあったアメリカの船主 United American Line（UAL）
が酒類販売禁止から逃れるためにパナマ船籍の有利さに注目しはじめた。まず、定期遊覧
船 2 隻がパナマに設立された会社に売却され、以降、パナマ船籍の下に航行された。その
後、1930 年代に入り、アメリカの船員組合の圧力により船の運航コストが値上げされたこ
とがきっかけとなり、アメリカ船員の代替として外国船員の安い労働力を使うためにパナ
マ船籍への移転が行われた。
便宜置籍に弾みをつけたのは、第二次世界大戦後における海運業界の激しい競争であっ
た。アメリカの船主は、外国との競争に生き残るために、税金が安く、登録にあたって面
倒な手続きが少ない国に船籍を登録し始めた。パナマ船籍が伸びていく一方で、パナマの
政情不安、パナマの領事(登録窓口)の正当性を欠く料金徴収、競争力を欠く管理体制を理由
に、次第にパナマに代わる船籍を望む声が大きくなった。この声に応えるように、1949 年

131

なお水上千之は、後述する United American Line（UAL）の船舶がパナマ船籍を使用した

ことが現代に通ずる便宜置籍船の起源であると主張している。先述したように、便宜置籍
船の定義づけはあいまいであり、人によって解釈が異なることに留意する。
132

レベニュートン。容積を重量換算した「容積重量（Volume weight：V/W）
」と実際の「実

重量（Gross weight：G/W）
」とを比較し、大きいほうを輸送費用の基準（R/T）にすること
を意味する。https://www.foresight.jp/tsukanshi/column/revenueton/
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には、もともとアメリカの影響力が強い国であったリベリアの便宜置籍登録も始まった。
このように勢力を増していく便宜置籍船を無視できなくなり、1951 年および 1954 年に、
国連下の国際法委員会では、著しい便宜置籍船の増加を食い止めるべく、
「公海条約」上に、
船舶への国籍付与、登録に関して何らかの基準を明文化しようとする動きがみられた。し
かし、旗国と船舶の間に具体的な規定を置こうと努力を続けてきた国際法委員会は、諸国
の慣行が 1 つの規則として纏められるにはあまりに拡大している現実を認識せざるを得な
かった。このような経緯があったため、条約中に具体的な基準は設けられず、「旗国と船舶
の間には『真正な関係』が存在しなければならない」という指導原則を明言するにとどめ
られた。このような出来事があり、同 1954 年には、OECD133のレポートに便宜置籍船(flag of
convenience)という言葉が明記されるようになった134。
また、1970 年代半ばから、シンガポール、キロプス、ソマリア等の新便宜置籍国も登場
した。1980 年代も右肩上がりで便宜置籍船の割合は増えていき、1987 年には世界の船腹量
の約半分を便宜置籍船が占めるようになった。このように、様々な国が便宜置籍国として
使用されているが、その中でも、早期から便宜置籍国として活躍してきたパナマは、現時
点で世界一位の船舶登録国別船腹量を誇っている135。

3. パナマ船籍船
2021 年 4 月時点のパナマ船籍登録隻数は 8,652 隻（約 236 百万トン）に上り、これは世
界の登録船舶のうちトン数ベースで 16％以上を占める。また日本の商船隊は隻数ベースで

133

Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)経済協力開発機構。戦争に

より疲弊した欧州経済の立て直しを目的とした米国のマーシャル・プランの受容機関とし
て 1948 年に設立された欧州経済協力機構（Organisation for European Economic Cooperation：
OEEC）を前身とする。OEEC は設立後その活動を通じて欧州経済の復興と発展に貢献し、
1950 年代後半までには目的を達成、その後自由主義経済圏諸国の協力機構に改組すること
になり、1961 年に 20 か国が参加して OECD が設立された。政治及び軍事以外の経済及び社
会のあらゆる分野にわたって広範囲に意見及び情報を交換し、各国の政策の調和を図るこ
とを目的とする。
134

榎本喜三郎「
『便宜置籍船』問題論叢」(1993 年)407 項。

135

https://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/2021pdf-full.pdf
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約 6 割がパナマ船籍であり、船籍国別割合ではパナマ船籍が突出して高い136。日本は、パ
ナマ運河の第二のユーザーである137ことに加え、最大のパナマ便宜置籍船利用国であり、
海事分野におけるパナマとの結びつきには大変深いものがあると言える。
さて、パナマは便宜置籍国として人気の高い国であることは前述した通りであるが、こ
の節においては、実際にはどの程度の割合をパナマ籍が占めているか、詳しく述べていき
たい。

それを踏まえて、パナマが便宜置籍国として人気を博している理由について明ら

かにしていく。

3.1.パナマ船籍船の割合
まず、日本海事センターの 2021 年 SHIPPING NOW のデータを参照すると、日本商船隊
におけるパナマ船籍船の数が圧倒的に多いことがわかる。日本商船隊のうち 56.4%がパナマ
船籍となっており、日本船籍はわずか 12.1%である。

船籍国

隻数

隻数比(%)

1,263

56.4

日本

270

12.1

リベリア

157

7.0

マーシャル諸島

122

5.4

シンガポール

109

4.9

バハマ

81

3.6

香港

75

3.3

その他

163

7.3

2,240

100

パナマ

合計

表 10 日本商船隊の船籍国割合(日本海事センター2021 年 SHIPPING NOW データ編を参
考に筆者作成)https://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/2021pdf-full.pdf

また、パナマ船籍は日本においてのみならず、世界的に見ても広く使われていることが

136

https://www.panama.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000025.html

137

https://web.archive.org/web/20100203153256/http://www.panama.emb-japan.go.jp/rel_pol.html
73

明らかである。下記の表も、日本海事センターの 2021 年 SHIPPING NOW のデータを参照
したものであり、国別の船舶登録別船籍量を示している。船腹量の国別保有割合は、先述
の日本商船隊のデータと比べて拮抗しているが、船腹量の保有割合はパナマが世界一であ
る。

順位

国

隻数

万総トン

国別保有割合(%)

1

パナマ

8,187

22,643

15.8

2

リベリア

3,948

18,753

13.1

3

マーシャル諸島

3,815

16,573

11.6

4

香港

2,596

12,891

9.0

5

シンガポール

3,100

8,822

6.2

6

マルタ

2,097

8,051

5.6

7

中国

6,927

6,203

4.3

8

バハマ

1,288

5,909

4.1

9

ギリシャ

1,319

3,716

2.6

10

日本

5,308

2,882

2.0

11

キロプス

1.057

2,330

1.6

12

デンマーク

652

2,216

1.6

13

インドネシア

10,312

2,084

1.5

14

ノルウェー

686

1,743

1.2

15

ポルトガル

610

1,710

1.2

16

イタリア

1,477

1,436

1.0

17

マン島

311

1,320

0.9

18

アメリカ

3,051

1,294

0.9

19

韓国

5,725

1,194

0.8

20

イラン

1,102

1,184

0.8

その他

59,920

20,009

14.0

123,488

142,963

100

合計

表 11 世界の船舶登録別船腹量(日本海事センター2021 年 SHIPPING NOW データ編を参
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考に筆者作成)https://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/2021pdf-full.pdf

3.2. パナマ船籍船のメリット
まず、便宜置籍船に共通のメリットを挙げていきたい。現在、船主が便宜置籍制度を利
用する理由としては、船員コスト削減と節税にある場合が多い。例えば、日本船籍を運航
する場合、法律上高コストとなる日本人船員を乗船させねばならないが、パナマ等外国船
籍であれば、その制約はなく、フィリピン、ミャンマー等の外国船員を乗船させることが
でき、それにより船員コストの圧縮が可能になる。また、便宜置籍国で船籍登録を行うと、
登録税がかなり割安となり、さらに保有資産税も軽減できることも魅力の一つである。
ここで、特にパナマ船籍が人気である理由に迫りたい。パナマ籍船を利用する最大のメ
リットは、会社経営・管理の容易さにあろう。わずか数日で設立できてしまうパナマのペ
ーパー・カンパニーは、パナマ当局に決算報告等の義務もなく、国をまたいでビジネスを
する会社への規制が少ない。また、租税負担も安く、ドルを使用しているため、為替管理
に手間がかからない。さらに、海運国らしく、国際金融センターや充実した海上保険サー
ビス、弁護士サービスなどを受けることができる。
また、容易であるのは会社の設営だけではなく、船舶の登録も手間がほとんどかからな
い上に、船主にとって面倒な規制が課されない。例えば、パナマ籍船所有権者となる資格
については、国籍、個人・法人等何の制限もなく、だれでもパナマ船籍船の船主となるこ
とができる。これは、国籍制限のあるリベリアと比べて大きな利点である。所有船舶に関
しても、トン数、船齢等特段の制限はなく、パナマ船籍への乗組員の国籍についても、実
質上、制限がない。さらに、他国に登録されている船舶で二年間以上の用船契約にあるも
のは、その国での登録を失うことなくその所有者および用船者の連名でパナマの特別登録
簿に登録でき、特別航行許可証が発効され、実質上パナマ船籍としての運航が可能となる、
二重登録制を採用しているのも他の国では見られない点である。
このように、即効性があり、船主にとって煩雑な規制が存在しないため、パナマは便宜
置籍国として最も高い人気を博しているのである。

4. 便宜置籍船の問題点
便宜置籍船は、現代の国際海運に就航している船舶数の大半を占めている商船の形態で
ある。主として伝統的海運国の船舶所有者が、旗国による登録船舶への課税を含めた諸々
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の運航経費の節減を目的とするばかりに、便宜置籍船の使用を選択する。その結果として、
便宜置籍船は、実質的な船舶所有者や荷主、乗組員の国籍や就航航路とはほとんど関係を
持たない国の国籍を有する船舶となる。即ち、国籍を付与する国である旗国とは政治的、
経済的、技術的にも実質的なつながりを持たない、形骸化した国籍の下で運航される船舶
となるのである。
このように、便宜置籍制度は船舶所有者に多大な利益をもたらす一方で、時には国際社
会に負担を増加させる存在でもあった。便宜置籍船の最たる問題は、その国籍が形式的な
ものに過ぎない点である。このような形骸化した国籍は、登録船舶に対する旗国の規制と
管理の欠如に繋がるものであった。便宜置籍国が自国籍船に対して実効的な管理を行わな
いために、船舶の安全基準が満たされず、ひいては海難事故を引きおこし、大規模な貨物
の損失や人身事故、海洋汚染を引き起こす温床となっているとされてきた。また、便宜置
籍船の船員については、船舶所有者の運航経費削減の対象とされ、低賃金かつ過酷な環境
の下に雇用される発展途上国船員の保護の欠落とその質の低下が指摘されてきた。世界の
船舶全損事故の統計によると、1984 年から 1988 年における国別全損率を見ると上位八か国
は便宜置籍船国である138。特にこの時代は便宜置籍国では海事法規・設備に関する制約が
緩く、また国際条約の未批准などにより基準以下船が多いため、海難事故、海洋汚染など
も先進国に比べて多く発生している事実が存在した。
そして、この形骸化した国籍は、船舶の法的位置についても論争を生むのである。便宜
置籍国の船舶所有者はペーパー・カンパニーであるがゆえに、便宜置籍船による不法行為
や債務の弁済に問題が生じる。資産や人的資源を書く船舶所有者は当然のことながら第三
者へ及ぼした損害について旗国の船舶所有者が賠償能力を欠く場合、その責任を果たしえ
ない問題が生ずるのである。
さらに、便宜置籍船は有事の際に責任の所在が即座にわからないことも問題であると考
えられる。今回の事故においても、「インドに籍を置く船主の所有船であった。」という誤
った報道がモーリシャスでなされた。船体には船籍港と船名の記載が必須であるが、これ
らの情報のみで、実質的に責任を負う船主や船舶管理者にたどり着くことは非常に困難で
ある。

138

池本和気「パナマの便宜置籍船制度の現況(上)―パナマ船籍登録の優位性と日本船舶の

貢献―」
『ラテン・アメリカ時報』2001 年 30 項。
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最後に、便宜置籍国の法制は、船舶所有者の所有船舶を誘致するために完備された制度
であると言えよう。これは、旗国への登録の合理性、簡易性、即効性が追及された結果で
あり、これらの法制に、
「真正な関係」の概念が入り込む余地は全くない。真正な関係に関
する記述は公法条約第 5 条 1 項に記載されている。

公法条約第 5 条 1 項
各国は、船舶に対する国籍の許与、自国の領域内における船舶の登録及び自国の旗を掲げ
る権利に関する条約を定めるものとする。船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍
を有する。その国と当該船舶との間には、真正な関係が存在しなければならず、特にその
国は、自国の旗を掲げる船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管
轄権を行使し、および有効に規制を行わなければならない。

また、国連海洋法条約第 91 条139においても、船舶と旗国の間には真正な関係が存在しな
ければならないとされている。
しかし結局、「真正な関係」の具体的な内容については規定されず、「真正な関係」が存
在しない場合に、いかなる結果が伴うかについても不明確なまま残されることとなった。
ただし、山本草二によると、現在の国際法上、「真正な関係」について二つの解釈が存在す
るとされている。一つは、旗国に対して、船舶と船舶所有者または一定の船員との国籍の
一致を図るよう義務付ける意味を表すとするものである。もう一つは、旗国が自国籍船に
対して実効的な管轄、規制を維持する要件は各国の判断にゆだね、国籍付与の基準にまで
国際法は介入すべきでないとするものである。
前者は旗国の国内法にも干渉して、実効的な意味での管轄・規制を求めるものであり、
国際法委員会によって作成された公海条約成立当時の目的を汲むものである。後者は、旗
国の裁量的法規制による「真正な関係」を求めるにとどめるものと理解できよう。
現実の実定国際法上の解釈として妥当なものは、後者の説とされる。「真正な関係」が存
在するとは、旗国が自国船舶に対して実効的な管轄権を行使し、有効な規制が行使されて

139

第 91 条 いずれの国も、船舶に対する国籍の付与、自国の領域内における船舶の登録

及び自国の旗を掲げる権利に関する条件を定める。船舶は、その旗を掲げる権利を有する
国の国籍を有する。その国と当該船舶の間には、真正な関係が存在しなければならない。
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いるとの趣旨である。この解釈により、旗国は船舶に対する国籍付与に関する国内法をど
のように定めようとも、その国際的な対抗力を主張するには旗国と船舶の間に「真正な関
係」の存在が要求されるのである。ただし、この、山本草二による解釈も、公式に認めら
れたものではないため、便宜置籍制度について考える際の手がかり以上の存在にはなりえ
ない。
このように、便宜置籍制度は、定義も不明確であれば関係する言葉も不明確である。全
体的に輪郭がはっきりしないが故に、改めて条約等を作成する際に二の足を踏んでしまい、
結果、時間が経つにつれて、ますますややこしくなるループにはまっている印象を受ける。
もはや便宜置籍制度は、誰も触れられない爆弾となってしまっていると言っても過言では
ないだろう。

5. 便宜置籍制度が今回の事故の原因の一つであると考えられる理由
今回の事故については、様々な要因が重なって発生したものではあるが、大きな原因は、
乗組員の過失にあることは間違いないだろう。そして、乗組員の質の問題は便宜置籍制度
が大きなウエイトを占めていると言って良いだろう。
事故当時、船橋で操舵をしていたのは一等航海士で、そこに飲酒した船長がやってきて、
航路について指示を出していたという。このときに誤った縮尺の海図を使用し、見張りを
怠ったために事故を起こしたことが明らかになっており、これは、乗組員の質が低かった
ために起こったものと言わざるを得ない。
パナマ船籍船においては、船員の配乗要件がほぼ無いに等しい。船員の 10%がパナマ国
民でなければならないという要件は存在しているが、船員が雇用される港で十分なパナマ
国民が確保できないときは、放棄されうる。また、士官がパナマ国民でなければならない
という要件もない。今回の事故においても、乗組員はインド人、フィリピン人、スリラン
カ人のみであり、パナマ国民は一人も乗船していなかった。
このように、便宜置籍国であるパナマには、事実上、自国民を乗船させる規定が存在し
ない。また、世界の船腹量に占める割合で二位の座にいるリベリアも、配乗に関する制限
は存在しない。そのため、便宜置籍国は、質が不明確な他国の船員を雇うことが可能であ
り、そのような船員たちが安全な航行を怠ったために、今回の事故が発生したと言っても
良いのではなかろうか。
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6. 便宜置籍船制度の今後について
上記のように、便宜置籍船制度の欠点や問題点を指摘してきたが、筆者は、便宜置籍制
度は、未だ発展途上のシステムであり、今の時点で存在を完全に排除することを考慮すべ
きではないと考えている。
確かに、便宜置籍船が登場したばかりの時代においては、船舶の点検が甘くなっていた
り、乗組員の教育が十分に行き届いていなかったりしたことが原因で、事故や環境汚染が
発生していた140。しかし、便宜置籍国は長い年月をかけて、サブスタンダート船 141を排除
し、国籍を与えている船舶の検査の水準を高める努力をしてきたというのも事実である。
1980 年代から国際労働運動、国際世論の圧力等により、便宜置籍船に関係する政府及び会
社は、便宜置籍船の雇用条件、乗組員の給料水準及び堪航性の条件を国際的なレベルまで
近づけることに目を向けはじめた。特にリベリアでは、船舶基準を改善し、事故率はアメ
リカ船より低いといわれるまでに成長せしめた。パナマもまた、安全検査プログラムの充
実により、1984 年から 1989 年までの間に、事故率を半分に減らしたといわれている。1990
年代に入っても IMO の指導により、ISM(国際安全管理コード)が導入され、船舶の安全運航
体制が強化されている142。現在では、この ISM が順守されているか、ポート・ステート・
コントロール143によってチェックされる体制が整っている。さらに、パナマ、リベリア、
マーシャル諸島等の船籍国として有名な国は、先進国と同様に国際的によく知られている
船級協会に 船舶検査を委託するなどして、船舶の質を確保している144。
実際、今回事故を起こしたわかしおも、船舶の検査は確実になされていたことが確認さ
れている。したがって、船は、その構造と設備の両方において、国際条約の基準を満たし

140

前掲註 138

141

船舶の耐用年数に近く、通常の運航に合致しない乗組員数で、かつ資質の劣る船員を配

乗した、劣悪な労働条件を適用している船舶。端的に言えば、国際条約の基準に適合しな
い船舶をいう。条約の制定によって問題のいくつかは改善が見えているが、根絶には至っ
ていない。前掲註 142、逸見真『便宜置籍船論』信山社 2006 年ⅹページ。
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前掲註 138

143

前掲註 9
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中村秀之「なぜ座礁事故では船主がその責任を負うのでしょうか？便宜置籍船とはどの

ようなものなのでしょうか？」運輸と経済、第 81 巻、第 7 号、2021 年 7 月、109 頁。
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ていたとされている145。このような事実から、便宜置籍国が、船主に課している、船舶の
検査のシステムに関しては、明らかな欠陥は見られない。
ただし、国際機関の声は厳しく、国際労働機関(ILO)は 2019 年に、便宜置籍船は、運営に
関する規制が弱く、登録料が安く、節税しやすく、そしてなにより低賃金で労働者を雇う
ことができてしまうため、便宜置籍船は根絶すべきであると主張している 146。また、国際
運輸労連(ITF)は、便宜置籍船反対の声明を出し続けており、本来の所有の国籍に返すこと
を訴えている。1960 年代には便宜置籍船の荷役ボイコット運動を展開していたが、現状は
便宜置籍船の排除の原則を持ちながら、便宜置籍船乗組員の待遇改善を含めた一定の条件
を設定し、それを満たした船舶についてはボイコットを行わないとの現実策をとっている。
このように、便宜置籍制度に反対する声は多く存在している。しかし、便宜置籍国とし
て人気の高い国は、発展途上国である場合が多く、便宜置籍制度の廃絶は、そのような国
とって大きな打撃となる、ということには留意すべきである。
例えば、パナマは、南北アメリカ大陸の結節点という地理的な優位性と、国際交易の要
衝であるパナマ運河を有する利点を活かし、観光業、海事産業などのサービス業が GDP の
要となっている。サービス業の内訳には商業貿易、コロン・フリーゾーン 147等の国際企業
に向けたサービス、ロジスティック、国際金融センターなどがあり、2015 年のデータでは、
GDP の 77％をこれらのサービス業が占めている148。また、船舶登録料等の便宜置籍制度関
連の収入は GDP の 1%弱を占め、重要な国庫収入となっている149。このように、パナマに
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パナマ海事局ホームページ

https://amp.gob.pa/notas-de-prensa/autoridad-maritima-de-panama-lamenta-accidente-de-la-nave-jap
onesa-wakashio-en-mauricio/
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CONDITIONS OF WORK AND EMPLOYMENT SERIES No. 105

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/
wcms_655541.pdf
147

いわゆる免税地帯であり、1948 年にパナマ政府の自治体機関として設立された。南北ア

メリカ、欧州、アジア、アフリカ、オーストラリア地域間の貿易拠点である。世界の主要
な海事および貨物運送関係会社が揃っており、それらのサービスを利用できる。
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http://www.embassyofpanamainjapan.org/jp/economy/
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前掲註 138
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とって便宜置籍制度関連の収入は、決して小さくない存在である。もし、便宜置籍制度を
廃絶した場合、パナマをはじめとする発展途上の便宜置籍国は大いに苦しむことになろう。
そのあたりのケアも考える必要があるため、便宜置籍制度の是非については、今後慎重な
判断が求められよう。

第四節 小括
以上より、一般船舶とタンカー船、それぞれの油濁損害賠償制度を概観し、最後に、便
宜置籍船の問題に触れることで、油濁損害賠償をとりまく問題点や、今回の事故が法的に
どう扱われているのか示した。
一般船舶油濁損害は、船主・用船者・管理者等が連帯して厳格責任を負い、さらに船主
が加入している P&I 保険で賠償を実施している。今回は、日本船主責任相互保険組合が加
入している GI の再保険プールを使用できるため、LLMC で定められている責任限度額分の
賠償は支払うことが可能であることがわかった。ただし、今回の事故は規模が非常に大き
いものであり、最終的な被害額が、責任限度額以上であった場合、長鋪汽船や用船者は、
前例がない中でどのように対応していくのか観察し、記録に残す必要があろう。
タンカー船の油濁損害賠償制度は、船主のみが厳格責任を負うものであるが、その負担
を分散させるため、国際基金が設立されている。また、国際基金は不可抗力的な性質を有
する自然現象に対しても使用可能なものであり、一般船舶油濁損害よりも、賠償可能な範
囲が広い。ただし、国際基金の制度を一般船舶に流用することは困難であり、一般船舶油
濁損害賠償制度については、今後も、船主や海運業の保護と被害者の保護の二つの観点か
ら、慎重に考察することが必要である。
最後に、便宜置籍船の問題点は根深く、今回の事故の原因の一端を担う存在であり、ま
た、長年問題点は指摘され続けてきたが、便宜置籍船の完全排除は困難な状況にあること
を示した。しかし近年、各便宜置籍国は自国船舶の質の向上に対して力を入れており、船
舶そのものの安全性については十分な水準に達していると言える。しかし、船員の質につ
いては十分であるとはいいがたい。したがって、今後も便宜置籍船と共存していくために、
便宜置籍国は船員の質向上にも力を入れるべきである。
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第四章

日本近海で今回の事故が発生した場合の対応

今回の事故は、モーリシャスの重要な海域において重篤な油濁汚染を引き起こすもので
あった。モーリシャスは島国であり、このようなリスクを常に負っているため、事故を未
然に防ぐための法整備は欠かせない。今回は、わかしおの機器不調で通信ができなかった
可能性が存在したり、悪天候により高速迎撃艇を配備できなかったりしたために、モーリ
シャスはわかしおの接近を止められず、座礁する事態となった。
ここで考えたいのは、日本近海において、同一の事故が発生した場合、日本の国内法は
対応することができるのか、ということである。日本はモーリシャスと同じ島国であり、
海運業は必要不可欠な存在である。よって、今回のような油濁事故発生のリスクを最小限
にするために、整備された国内法は必須である。この章では、第一節で日本近海における
外国船舶の航行について論じ、日本の国内法で、わかしおと同一の動きをする船舶を事前
に止めることができるのか考察する。第二節においては、船舶の航行を止められず、座礁
する事態となった場合に、日本の国内法はどのような賠償をもとめることができるのか、
そもそもそのような法が整備されているのか、考察する。最後に第三節で小括し、船舶の
油濁汚染事故に関する国内法の評価を行う。

第一節 日本近海における外国船舶の航行
1. はじめに
まず、此度の座礁事故が発生する前の行動、すなわち、大型貨物船が領海内に存在して
おり、事前連絡なしに大きく航路を外れて、呼びかけに応答することもなく、直線で沿岸
に向かってくるという行動について、法的な観点から論じてみたい。
今一度、事故直前のわかしおの挙動についてポイントを確認していきたい。ポイントは、
下記の 6 点にあると考えられる。①船舶(わかしお)は沿岸国(モーリシャス)に寄港する予定
はなかった。②通常使用されている航路から外れたところを航行していた。③わかしおは
錨泊・停留等の行動を行うことなく(領海内で停止することなく)領海内を航行し、その際の
ルートは直線的であった。④複数回にわたる沿岸警備隊の呼び出しに応答しなかった。⑤
海況は荒れており、気象当局から警報が発令されていた。⑥座礁直前までは領海を航行し
ていたが、座礁地点は内水であった。
なお、調査裁判所の調査結果より、わかしおの機器不調によって連絡がとれなかった可
能性が指摘されているが、ここでは、事故当時の状況のみを判断材料としているため、機
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器不調については考慮しないものとする。

図 9 わかしおの航跡図
(https://jp.reuters.com/article/mauritius-japan-data-idJPKBN25H160 より引用)

2. 国連海洋法条約
無害通航や沿岸国の領海警備について論じる際にポイントとなる点を指摘する上で、ま
ず参照すべき国際条約は、国連海洋法条約であろう。国連海洋法条約（正式名称: United
Nations Convention on the Law of the Sea（海洋法に関する国際連合条約））は「海の憲法」と
も呼ばれ、全 17 部 320 条と 9 の附属書からなり、その内容は、極めて包括的なものになっ
ている。
国連海洋法条約では、すべての船舶は外国領海において無害通航権を有し、「沿岸国は、
領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない」とされている。

第十七条 無害通航権
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すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条
件として、領海において無害通航権を有する。

このように、国連海洋法条約の十七条において、沿岸国の領海における外国船舶の無害
通航が認められている。この無害通航に関連した国連海洋法条約の規定の中で、特に領海
警備に関係する規定は、第十八条、第十九条、および第二十一条である。外国船舶の領海
内の通航は、継続的かつ迅速に行われなければならず、領海内での停泊および投錨は、一
定の場合を除いて通航とは認められていない。したがって、領海内での外国船舶の徘徊、
漂泊、貨物の積み下ろしなどの行為を行う場合には、そもそも「通航」に該当しないこと
となり、このような外国船舶が無害通航権を享受するものではない。このような外国船舶
に対して、沿岸国が自国法令を適用、執行するなど、領域管轄権を行使することは、原則
として認められていることになる150。
では、それ以外の行為についてはどのように判断されうるであろうか。まずは、国連海
洋法条約の第十八条から、通航の定義について考察してみたい。

第十八条 通航の意味
1.通航とは、次のことのために領海を航行することをいう。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地もしくは港湾施設に立ち寄ることなく領

海を通過すること。
(b)内水に向かってもしくは内水から航行することまたは(a)の停泊地もしくは港湾施設に立

ち寄ること。
2.通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停泊および投錨は、航行に通

常付随するものである場合、不可抗力もしくは遭難により必要とされる場合又は危険もし
くは遭難に陥った人、船舶もしくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、
通航に含まれる。

第十八条 1 より、外国船舶が領海内を通航しているとみなされるには、(a)港湾施設等に
立ち寄るために内水に入る。(b)港湾施設等には立ち寄らず、内水にも入らない。以上の二

150

村上暦造『領海警備の法構造』中央法規出版 2005 年 12 頁。
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点のどちらかに該当している必要がある。わかしおの場合、沿岸国の港湾施設等に立ち寄
る予定はなかったため、(a)「内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地もしくは港湾
施設に立ち寄ることなく領海を通過する」必要があったと言える。わかしおは、内水にお
いて座礁したが、座礁に至る直前までは領海上を航行していた。また、その航路は内水に
向かうというよりも、モーリシャスを通り過ぎようとしたように見える。わかしおは最終
的に内水で座礁しており、明らかに第十八条 1 に反している。しかし、わかしおは事故発
生の直前まではモーリシャスの領海内を航行しており、航行の扱いについては判断に悩む
ところである。よって、第十八条 1 を根拠に考えても、事が起こる前に船舶の航行を止め
られたかは疑わしい。
また、わかしおの航路は直線的であり、かつ、錨泊・停泊など船舶の航行を止める行為
はしていなかったため、第十八条 2 には反していないといえる。
なお、事故当時は海況が荒れていたことから、わかしおは「緊急入域」 151を実施してい
た可能性に気づく方もいるのではなかろうか。しかし、わかしおが座礁した区域には大型
船舶が入港できる港湾施設は存在しないため152、緊急入域に該当することはないと考えら
れる。

第十九条 無害通航の意味
1.通航は沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この

条約および国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2.外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、

沿岸国の平和、秩序または安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全もしくは政治的独立

に対するものまたはその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によ

151

緊急入域とは、船舶が遭難その他不可抗力の原因により、やむを得ず外国の港(内水)に
入港し、避難することを指す。通常、外国の港への船舶の入港は、当該船舶の意思に基づ
くものであるのに対して、この緊急入域にあってはその船舶の意思とは無関係に入港させ
られたものである。船舶がその状況からやむを得ず外国の管轄下の水域に入った場合には、
通常の入域で船舶に対して行使される沿岸国の管轄権から免除される。ただし、これにつ
いて国際法上で定められた用語法はなく、海洋法の歴史と同じくらい古いものであるが、
「緊急入域」は前章の「便宜置籍船」 と同じく、慣習法の域を出ない。前掲註 150、75 頁。
152
2021 年 12 月 22 日に、筆者が在モーリシャス日本国大使館へ問い合わせたところ、この
ように返事をいただいた。
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るもの。
(b)兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
(c)沿岸国の防衛または安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
(d)沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
(e)航空機の発着又は積込み
(f)軍事機器の発着又は積込み
(g)沿岸国の通関上、財政上、出入国管理士又は衛生上の法令に違反する物品、通貨又は人

の積込み又は積卸し
(h)この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
(i)漁獲行為
(j)調査活動又は測量活動の実施
(k)沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
(l)通航に直接の関係を有しないその他の活動

第十九条 1 は、
「通航は、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない限り、無害とされる」
とした上で、第十九条 2 においては、「沿岸国の平和、秩序または安全を害するものとされ
る」船舶の行為について、12 項目にわたって規定されている。(a)から(l)までの 12 項目のう
ち、今回のわかしおの航行で当てはまりそうなものは、「(l)通航に直接の関係を有しないそ
の他の活動」だけであろう。海洋法条約では、(l)のように規定することによって、外国船舶
の通航を無害でないと決定するに際して、若干の裁量を沿岸国に与えていると言える 153。
それを踏まえて考えると、(l)については沿岸国の国内法によって決定されるものであると解
釈することができよう。
なお、日本政府は、第十九条２は第十九条１の「限定列挙ではなく例示的な列挙」と解
釈し、2 に挙げられた類型に含まれないものであっても、無害性が否定される通航があり得
るとの立場をとっている154。つまり、日本としては「有害性の認定は 2 のみで行うのでは
なく、1 によっても行いえる」という方針が示されている。
ここで、1 の「平和、秩序または安全」にはどのような意味があるのか考えたい。第一次

153

長岡憲二「海洋環境保護を理由とする無害通航の規制―沿岸国による海洋環境保護措置
の拡大を中心に―」
『關西大學法學論集』2005 年 170 頁
154
「国連海洋法条約における無害通航権と沿岸国の保護権」佐久間惇 71 項
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海洋法会議においては、
「通航は、沿岸国の安全を害しない限り、無害である」という規定
のみであったが、修正され、
「平和」と「秩序」の項目を加え、現在の形となった。同会議
において、アメリカは「
『安全』とは沿岸国の主権に対する軍事的または他の脅威がない状
態をいい、それには経済的および思想的安全は含まない」と説明している。このように、
「安
全」については、その内容について、一定の基準が示されているが、
「平和」および「秩序」
については、その具体的内容は不明確なまま、広く解釈する余地が残されたともいえる。
よって、国際的な方針は、2 に該当しない状況が発生した場合に、1 を含めて総合的に有害
性を判断するというものであり155、日本はこのことを考慮しながら無害通航の認定を行う
必要があろう。

第二十五条 沿岸国の保護権
１ 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとるこ
とができる。
２ 沿岸国は、また、船舶が内水に向かって航行している場合又は内水の外にある港湾施設
に立ち寄る場合には、その船舶が内水に入るため又は内水の外にある港湾施設に立ち寄る
ために従うべき条件に違反することを防止するため、必要な措置をとる権利を有する。
３ 沿岸国は、自国の安全の保護(兵器を用いる訓練を含む。)のため不可欠である場合には、
その領海内の特定の水域において、外国船舶の間に法律上又は事実上の差別を設けること
なく、外国船舶の無害通航を一時的に停止することができる。このような停止は、適当な
方法で公表された後においてのみ、効力を有する。

第二十五条 1 は、沿岸国の保護権として、領海内における無害でない通航を防止するた
め、沿岸国は必要な措置をとることができる旨を定めている。しかし、ここでいう「必要
な措置」として認められる具体的な措置は、海洋法条約では明示されていない。日本政府
は、この保護権の規定は、当該船舶が有する免除を侵害しない範囲で、当該船舶による侵
害行為との比例性156を確保した上で必要な措置をとることができるとの見解を示している
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前掲註 153、172-173 頁
海上保安庁長官の答弁によると、
「個別具体的な状況によるため一概には言えないが、
例えば相手が放水をしたりした場合には当然こちらも放水しますし、相手が進路を妨害す
るような行為を我々は行うことになるのではないか」と述べている。第 189 回国会 衆議
院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第 4 号 平成 27 年 5 月 28
156
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。具体的には、無害でない通航をしている外国船舶に対し実施している措置として、退

去要求や進路規制等を挙げているほか、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁
法の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づいて強制接舷や武器の使用といった
措置をとることも排除されないとしている。

以上のように、国連海洋法条約で規定されている無害通航権を確認したところで、次に、
沿岸国は無害と認められない通航をする船舶に対して、国内法を適用・執行することがで
きる権利を持つことについて確認する。これは、海洋法条約の第二十一条と第二十四条に
おいて言及されている。

第二十一条 無害通航に係る沿岸国の法令
１ 沿岸国は、この条約及び国際法の他の規則に従い、次の事項の全部又は一部について領
海における無害通航に係る法令を制定することができる。
(a)航行の安全及び海上交通の規制
(b)航行援助施設及び他の施設の保護
(c)電線及びパイプラインの保護
(d)海洋生物資源の保存
(e)沿岸国の漁業に関する法令の違反の防止
(f)沿岸国の環境の保全並びにその汚染の防止、軽減及び規制
(g)海洋の科学的調査及び水路測量
(h)沿岸国の通関上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反の防止

２ １に規定する法令は、外国船舶の設計、構造、乗組員の配乗又は設備については、適用
しない。ただし当該法令が一般的に受け入れられている国際的な規則又は基準を実施する
場合は、この限りでない。
３ 沿岸国は、１に規定するすべての法令を適当に公表する。
４ 領海において無害通航権を行使する外国船舶は、１に規定するすべての法令及び海上に
おける衝突の予防に関する一般的に受け入れられているすべての国際的な規則を遵守する。

日 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118903929X00420150528&current=5
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第 204 回国会 衆議院 予算委員会 第 12 号 令和 3 年 2 月 17 日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405261X01220210217&current=1
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第二十四条 沿岸国の義務
1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶の無

害通航を妨害してはならない。沿岸国は、特に、この条約またはこの条約に従って制定さ
れる法令の運用にあたり、次の事を行ってはならない。
(a)外国船舶に対し無害通航権を否定しまたは害する実際上の効果を有する要件を課すこと。
(b)特定の国の船舶に対しまたは特定の国へ、特定の国からもしくは特定の国のために貨物

を運搬する船舶に対して法律上または事実上の差別を行うこと。
2 沿岸国は、自国の領海内における航行上の危険で自国が知っているものを適当に公開す

る。

第二十一条においては、沿岸国が定めることができる、無害通航に関する法令の対象と
なる事項が挙げられている。他方、第二十四条 1(a)では、同条約や規定される国内法の適用
にあたって、沿岸国は、外国船舶の無害通航権を否定したり、無害通航権を害する効果を
有する要件を課したりしてはならないとされている。このようにして、条文上は、沿岸国
の法令の執行に対して歯止めをかけているが、法令違反に関して執行管轄権を行使する以
上、ある程度無害通航権を「害する」のはやむをえないように思われる。しかし、そのよ
うな妨害も、最小限に止められなければならないのは言うまでもない。このような状況を
考慮すれば、当然のことながら、法令の予防的執行は困難であるし、法令違反に対する執
行の程度もかなり限定されたものになるであろう158。
以上の、無害通航に関する国連海洋法条約条文を鑑みると、無害通航の規定は、沿岸国
に委ねられているところも多い。しかし、国連海洋法条約は、諸国が海洋に係る活動を円
滑に行うための礎であり、世界的な基準となっているために、沿岸国は、この条約で定め
られている規定以上の制限を外国船舶へ課すことは困難である。
次の項では、日本の国内法は、このようなせめぎあいの下で作成されたものであるとい
うことを念頭に置いて、領海内における外国船舶の通航に関する日本国内法について示す。

158

前掲註 153、174 頁
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3. 日本国内法
3.1. 領海等における外国船舶の通航に関する法律
日本は、外国船舶の通航に関する国内法として、
「領海等における外国船舶の通航に関す
る法律(以下「領海警備法」と呼称する)」を定めている。これは、2008 年 6 月 11 日に公布
された法律で、2012 年に改正が行われた。
領海警備法は、日本の領海等159における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその
不審な行動を抑止し、領海等の安全を確保するため、主に以下の事項を規定している。
領海等における外国船舶の航行は、継続的かつ迅速に行われるものでなければならない
とし、また、その際には、荒天、海難その他の危難を避ける場合等のやむを得ない理由が
ある場合を除き、停留、びょう泊、係留、はいかい等を伴う航行や、内水（新内水を除く）
における我が国の港への出入りを目的としない航行を禁じている。さらに、改正によって、
外国船舶の概観、航海の態様等から、合理的に判断して、やむを得ない理由なく停留等を
行っていることが明らかになった場合、立ち入り検査を実施することなく勧告の上で退去
を命じることが可能である旨の規定が追加された160。
ここで、条文の詳細を確認していきたい。日本が外国船舶の航行方法について規定した
ものは、第三条および第四条に示されている。

第三条 領海等における外国船舶の航行は、通過（内水においては、新内水に係るものに
限る。）又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければな
らない。

第四条 外国船舶の船長等は、領海等において、当該外国船舶に次に掲げる行為（以下「停
留等」という。）を伴う航行をさせてはならない。ただし、当該停留等について荒天、海難
その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法
（昭和五十二年法律第六十二号）その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省
令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
一 停留（水域施設におけるものを除く。）

159

「領海等における外国船舶の通航に関する法律」第二条 1 より定義がなされており、
「領
海等とは我が国の領海及び内水をいう。
」と示されている。
160
https://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/keikyu/ryoukaikeibi/index.html
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二 びょう泊（水域施設におけるものを除く。）
三 係留（係留施設にするものを除く。）
四 はいかい等（気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の
事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力によ
る進行をいう。）
２ 前項に定めるもののほか、外国船舶の船長等は、内水（新内水を除く。以下同じ。）
において、当該外国船舶に水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行
以外の航行（以下「通過航行」という。）をさせてはならない。ただし、同項ただし書に規
定する場合は、この限りでない。

領海警備法第三条は、上記で示した国連海洋法条約の第十八条においてなされている
規定を要約したものであり、国連海洋法条約以上によって明記された以上の規制はされて
いない。
しかし、領海警備法第四条では、
「表現の上で」国連海洋法条約における規定以上に、外
国船舶の航行を制限している。
「係留」および「はいかい等」は国連海洋法条約では規定さ
れていないもので、日本が独自に追加したものである。ただし、ここで改めて思い出して
いただきたいのは、国連海洋法条約においては、あらゆる船舶に無害通航権が認められて
いることである。このために沿岸国の国内法は、無害通航権を侵害するような法を制定す
ることはできない。それを踏まえて考えれば、たとえ国内法で独自の規定がなされていよ
うと、国連海洋法条約を超える内容を実施することは極めて困難である。これを踏まえた
うえで、
「はいかい等」について論じていきたい。なお「係留」について言及しないのは、
係留とは岸壁や係留施設等に船舶をつなぎとめる行為であり、継続的な航行を実施してい
たわかしおとは無関係であるためである。

3.2. はいかい等
領海警備法第四条第一項の四において、はいかい等とは、
「気象、海象、船舶交通の状況、
進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なも
のとは認められない進路又は速力による進行をいう」と定義づけられている。また、平成
24 年 8 月 28 日に行われた第 180 回国会において、鈴木久泰氏は、領海警備法第四条に違反
した船舶へ立ち入り検査を行う基準として、①国旗の状況あるいは漁具、横断幕の有無等
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の外から見える船舶の状態等の船舶の外観、②進路、速力あるいは停留、徘回の有無等の
船舶の航海の状態、③乗組員が暴言を吐いたり、あるいは巡視船を見て隠れたりする等の
船員の挙動、④犯歴等、の 4 点を挙げた。さらに、鈴木久泰氏は、「これら 4 点から、客観
的、社会通念上合理的に判断される」との答弁を行った161。
ここで、わかしおの外観・挙動・犯歴また、当時の気象等について確認したい。船舶の
外観は画像のように、一般的なばら積み貨物船である。また、わかしおの当時の速力は、11
ノット162であり、継続的に航行していたため、停留・錨泊等はなされていない。そして、
船員の挙動や犯歴にも問題は見られない。また、当時のモーリシャスでは気象庁から警報
が発令されており、さらに、風向によって沿岸に船が押し流されていた可能性も存在して
いる。そのため、この要素がわかしおの航路に正当性をもたらすことはあれども、「はいか
い等」とみなされる要素として考慮されるものではないだろう。よって、これらの項目に
も瑕疵は見られない。

図 10

WAKASHO の外観(長鋪汽船 HP より引用)

では次に、わかしおがたどった進路が、この「はいかい等」に該当するか確認する。
実際に「はいかい等」に該当するとされた航行をした船舶の、具体的な例を挙げれば、
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一般的な商船は 1 時間に 22 マイル、すなわち 22 ノットで進むとされている。
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海洋資源探査の名目で徘徊した外国船舶、北朝鮮の工作船・不審船、中国公船、尖閣諸島
付近を航行する中国活動家の船舶等である。もちろん、領海警備法は、貨物船などの一般
船舶も対象となっているが163、国会で話題になる「はいかい等」の例は上記のような船舶
なのである。なお、上記の船舶がたどった航路はジグザグであったり、異様な速度で航行
していたりと、明らかに「はいかい等」に該当するものであったため、今般のわかしお事
件の考察に際しては参考にはならなかった。
しかし、このことは、よくよく考えれば当然である。その理由は、悪意なく有害な通航
をしてしまった一般船舶は、無線を通じて航路等を変更するよう注意されれば164、直ちに
改めるはずだからである。
このように、領海警備法は、不審船等、明らかに無害通航に該当しない航行をする船舶
を対象にしたものである。それゆえ、この法は一般船舶への適用はなじまないと言えよう。
しかし、だからといって不注意で航路を外れてしまった船舶に対して、日本は何もでき
ないわけではない。次の項では、海上保安庁の活動について概観し、日本が取れる措置を
示す。

3.3. 海上保安庁の活動
各海上交通センター及び管区海上保安本部では、AIS を活用した航行支援システムを運用
し、日本沿岸における気象情報などの各種航行安全情報の提供や乗揚・走錨のおそれのあ
る AIS 搭載船舶に対して注意喚起を実施している。
令和２年９月、来島海峡海上交通センターの運用管制官が、AIS により船舶の動静を監
視中、山口県の大島大橋に向け外国船舶が通航しようとしているのを認め、無線電話によ
りマストの高さを確認したところ、同橋と衝突する危険性が高かったことから、直ちに注
意喚起を実施した。その結果、同船は針路を変更し、同橋との衝突を未然に防止すること
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領海警備法第一条第三項「外国船舶とは船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条
に規定する日本船舶以外の船舶（軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非
商業的目的のみに使用されるものを除く。）をいう。」
164
海上保安庁法第十八条二において、
「海上保安官は、海上における犯罪が正に行われよ
うとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態
がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶ
おそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、航路を変更
させ、又は船舶を指定する場所に移動させる措置を講ずることができる」と規定されてい
る。
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ができた165。
このように、悪意なく航路を誤った外国船舶に対しては、全国各所に設置されている海
上交通センターが注意喚起を行う。
ただし、この注意喚起で、今回の事故を防ぐことは難しかろう。ここで一度思い出して
いただきたいのは、わかしおの通信機器に不調が発生していた可能性である。わかしおは、
機器不調により、モーリシャス沿岸警備隊からの注意を受け取ることができなかった。日
本において、同一の状況で外国船舶が航行していたとなれば、注意喚起をしたところで、
航路の変更はなされないだろう。

ここで、海上保安庁法において、海上保安官等が武器使用できる条件について定められ
ているため、これを確認し、わかしおのような航路をとる船舶に対して、武器の使用も含
めた、注意喚起以上の措置をとることは困難であることを示したい。

第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法（昭
和二十三年法律第百三十六号）第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほ
か、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれ
に応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しよう
とする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な
挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべて
に該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行
を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事
態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶（軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業
的目的のみに使用されるものを除く。）と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する
国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海
において現に行つていると認められること（当該航行に正当な理由がある場合を除く。）。
二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められ
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ること。
三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しく
は禁錮に当たる凶悪な罪（以下「重大凶悪犯罪」という。）を犯すのに必要な準備のため行
われているのではないかとの疑いを払拭しよくすることができないと認められること。
四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得るべき情報に基づいて
適確な措置を尽くすのでなければ将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止すること
ができないと認められること。

このように、海上保安庁法では、船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれ
に応じることなく、海上保安官等へ抵抗・逃亡しようとしている、かつ、この項目内で示
されている、4 点すべてに該当している場合には、武器の使用を行っても良いとされている。
そして、この 4 項目の中に、
「無害通航でない航行をしていること」が含まれている。先に
確認したように、わかしおが、
「無害通航をしていない」と判断することは困難である。よ
って、無害通航だけをとっても海上保安庁が武器を使用することは難しく、実際に行える
措置としては、注意喚起だけにとどまってしまう。
当然、武器を使用できずとも、巡視艇等を派遣し船舶へ直接の注意を行うことはできよ
う。しかし、ここでネックになるのは、日本の沿岸付近を船舶が航行することに対する「慣
れ」である。日本近海を通航する船舶が、沿岸に接近することは珍しいことではない。下
の図は、平成 28 年 8 月 1 日に観測された、日本沿岸海域において通航している AIS 搭
載船舶の航跡図である。日本は海洋国家であり、AIS 搭載船舶だけでも、一日に 5000 隻の
船が往来する166。図をみて分かるように、日本近海を通航する船舶は日本の沿岸ぎりぎり
を通航しているのが普通なのである。この図には日本籍船・外国籍船を問わず同様に赤い
線で示されているため、外国船舶のみの航路は不明である。しかし、この図から読み取れ
ることとして、モーリシャスに比べて、日本は日常的に船舶が沿岸に接近することに慣れ
ていることは間違いないだろう。
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図 11

日 本 沿 岸 海 域 の Ａ Ｉ Ｓ 搭 載 船 舶 の 通 航 状 況 （ 平 成 28 年 8 月 1 日 ）

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/info/marinesafety/genkyototaisaku/2017/dai1syou.pdf

モーリシャスでは通常、外国船舶が、座礁地点付近を航行することはないため、沿岸警備
隊は、わかしおが領海内を通航していたときから注意を払っていた。しかし、日本では沿
岸付近を船舶が航行しているのは日常茶飯事である。このために、注意を出すタイミング
が遅れてしまう危険性が指摘できよう。初動が遅れれば、それに続く巡視艇の派遣も遅れ
るのは必定である。よって、このような理由から、日本沿岸において、外国船舶がわかし
おのような航路で通航し、事故が発生してしまった場合、事前にくい止めるのは困難であ
ると考えられる。
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4. 小括
以上のように、国連海洋法条約と日本国内法を概観し、わかしおの航行を法的な観点か
ら論じた。結論としては、現行法では事故当時のような航行をする外国籍の一般船舶を停
止させることは困難であるということが明らかになった。
ただ、日本は海上保安庁法に基づいて、海上保安庁による注意は出すことができそうで
はある。しかし、それ以上の措置は難しそうであることには留意する。
国連海洋法条約において、すべての船舶に保証している無害通航権は、非常に強い権利
であり、今回の事故においてわかしおは、この権利に守られていたために、モーリシャス
沿岸警備隊は、事故を食い止めることができなかった。
しかし、水上千之によれば、無害通航権は海洋法における最も古くかつ最も一般的に認
められてきた制度の一つであり、海洋が公海と領海とに分化したことと密接な関係をもつ
存在である。
「海洋が世界の交通の公路としてすべての国民に開放されるべきである」とい
う海洋の自由は、17 世紀以来、海洋諸国に受け入れられた。一方で、領土に接する一定範
囲の海は、沿岸国の安全の維持および経済的利益の擁護の観点からその支配に服するべき
であると考えられ、領海の概念が確立した。そうした過程の中で、無害通航権は海上交通
の実際的必要に基づいて発達した。つまり、諸国は海上交通のための最大限の自由を必要
とし、その場合に、外国領海においても航行が保障される必要がある167。
このように、航行の自由と沿岸国の権利は同時に守られなければならない。今後も、こ
のことに関する問題は、引き続き考察していく必要があろう。

第二節 日本において同様の座礁事故が発生した場合の対応
1. はじめに
第一節において、今回の事故直前のわかしおの航路自体には法的に問題がないことや、
日本には、同様の航行をする外国船舶に対して、事前に実行できる措置はほとんどないと
いうことが分かった。
この項は、日本において、今回の事故と同様の被害が発生したことを想定したとき、日
本国内法に基づいてとれる対応はどのようなものか、具体的には、事故の責任当事者へ、
どのような責任を追及することができるのか考察するものである。
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「海洋汚染と無害通航権」水上千之 51 頁
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モーリシャスでは今回の事故について、2007 年商船法に基づき「船主および保険会社か
ら被害者への賠償金支払い」
、2011 年海賊および海上暴力法に基づき「船長および一等航海
士から国への罰金刑・懲役刑」を要求した。前者は民事責任に基づいて、後者は刑事責任
に基づいて実施されたものである。これらの責任の種類は明確に異なっており、民事責任
を問う場合は民事訴訟が、刑事責任を問う場合は刑事訴訟が行われる必要がある。
民事訴訟は、私人の間で権利関係に関する紛争がある場合に、裁判所がどのような事実
があるかを確認し、その事実を前提として法律を適用して、当事者間にどのような権利関
係があるかを判断するものである。民事訴訟の当事者は、原則として、人、会社(法人)など
の私人で、適用される法律は、民法、商法などの私法である。対して、刑事訴訟では、裁
判所が、どのような事実が存在し、起訴された被告人が罪を犯したか、罪を犯したとして
どのような刑罰を課すのが妥当かなどを判断する168。なお、今回の事故においては、長鋪
汽船と日本船主責任相互保険組合が実施した賠償金を含む各種支援は、関係各所での話し
合いで解決することができたためか、2022 年 1 月現在までに、これに関する裁判は確認さ
れていない。下の表は、一般船舶による油濁汚染に関する民事訴訟と、刑事訴訟を比較し
たものである。

民事訴訟(油濁汚染に関するもの)

刑事訴訟

被請求者

船舶所有者等169

法に違反した者

請求者

油濁損害を被った者

検察官

請求物

賠償を含む各種支援

罰金(国へ支払われる)・懲役等の刑罰

裁判の実施について

実施されない場合がある

必ず実施される

表 12 一般船舶による油濁汚染に関する民事訴訟と刑事訴訟の比較

この節においては、刑事責任・民事責任それぞれの観点から、事故の責任当事者に対して
問うべき責任について検討する。刑事責任についての項では、わかしおの航行や事故の責
任当事者の行動に、法に違反する行為が認められるかどうかを確かめる。第一節では事故
が発生する前にわかしおの航行を止められる根拠がないことを確認したが、この項は、事
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https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/keijitominji.html
この表の場合、バンカー条約第一条でなされている定義による船舶所有者を指す。よっ
て、船舶所有者、裸用船者、管理人及び運航者をいうものである。
169
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故後の調査や裁判を通じて、わかしおの航行や事故の責任当事者に、明確な法の違反があ
ることを立証することができるのか考察するものである。民事責任についての項では、日
本の油濁汚染損害賠償制度について示し、どのように賠償を求めることができるのか考察
する。さらに、モーリシャスにおける調査裁判所に該当するものであり、事故に関する調
査を実施する、海難審判について言及する。
さしあたって、今回の事故と同様のものが日本の内水で発生した場合、日本国内法が適
用できるという根拠を、確認しておきたい。
まず、事故地点である内水の法的地位について示す。内水(internal water)とは、基線より
陸側に存在する水域を示し、港湾等を含む。内水は、慣習国際法上も沿岸国の領域主権が
及ぶと解され、沿岸国は立法管轄権・執行管轄権・司法管轄権のすべてについて自由に行
使しうることが原則とされる170。また、国連海洋法条約第 220 条において「いずれの国も、
船舶が自国の港又は沖合の係留施設に任意にとどまる場合において、この条約に従って制
定する自国の法令又は適用のある国際的な規則及び基準であって、船舶からの汚染の防止、
軽減及び規制のためのものに対する違反が自国の領海又は排他的経済水域において生じた
ときは、第七節の規定に従うことを条件として、当該違反について手続を開始することが
できる。
」と規定されていることから、国連海洋法条約においても、沿岸国の領海および排
他的経済水域で発生した海洋汚染に関する違反については、沿岸国の国内法が適用可能で
あるということが示されている。
このように、日本の内水で発生した油濁汚染事故については、日本国内法が適用される
ことが確認できたところで、関係のある国内法について概観していく。

2. この事故について犯罪性を指摘できる可能性のある法
先に述べたように、モーリシャスにおいては、船長および一等航海士は「2011 年海賊お
よび海上暴力法」の第 5 項「安全な運航への違反」に基づき起訴され、刑罰が下された。
なぜ船舶からの油流出を禁ずるモーリシャス国内法を適用しなかったのかというと、そも
そもモーリシャスにおいては、そのような汚染を禁じる法は存在しなかったためである。
船舶からの有害物質の流出を禁止する法には、2020 年 12 月に発効した「Merchant Shipping
(Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form) Regulations
170

吉田晶子「国際海事条約における外国船舶に対する管轄権枠組の変遷に関する研究」
『国
土交通政策研究第 77 号』2007 年、4 頁
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2020」が該当する。知っての通り、事故は 2020 年 8 月に発生したものであるために、この
法は事故後に急遽作成されたものであろうことが窺える。ここで筆者は、モーリシャスが
油汚染を禁じる国内法を作成していなかったことについて、問題を提起しておきたい。
船舶による汚染の防止について規定されている国際条約は、MARPOL 条約である。この
条約において、締約国である旗国は、自国籍船舶に対して条約遵守を求める国内法令を策
定し、一定期間ごとに船舶の検査を行い、条約が遵守されていること証明する証書を発行
する。また、この条約においては、各船舶に対して、船舶運航の際に発生する汚染物質の
排出の禁止や、乗組員による操作要件に関わる規制を定めている171。「海洋汚染等及び海上
災害の防止に関する法律」も、この条約を受けて改正された個所もある172 。このように
MARPOL 条約は、船舶からの有害物質排出による海洋汚染の防止について、包括的に定め
られた国際条約であると言えよう。
モーリシャスは、MARPOL 条約の附属書ⅠからⅤまでを、2003 年までにすべて批准してい
た。また、付属書Ⅵについても、2020 年 6 月に批准済みであった 。このように、モーリシ
ャスは、海洋汚染防止について規定されている MARPOL 条約(附属書Ⅰ～Ⅴ)を 17 年以上批准
していながら、その間に国内法へ反映させる手続きを実施していなかった。今回の事故に
ついて、モーリシャスは被害者であり、一切の非がないことは明らかであるが、海洋汚染
を防止するための国際条約を以前から批准しているのであれば、その効力を担保する国内
法を早急に用意するべきであったと、筆者は考える。
刑罰は、犯罪の抑止力となり得る存在である。国の治安を守るための権利の一つであり、
これを定めないことは、その権利を放棄しているのと同義ではなかろうか。
今回の事故について日本は加害者の立場にあるが、日本はモーリシャスと同じ島国であ
り、今後、重篤な油濁汚染の被害者になる可能性は存在している。ゆえに、わが国におい
ても同様の事故が発生した場合に、罪を問うことはできるのか、考察していく必要があろ
う。
この項においては、わかしおの航行や船員の行動に、法に反している点は存在するか探
っていく。参照する法律は、船舶からの油流出を禁じる「海洋汚染等及び海上災害の防止
に関する法律」や、特定の海域における船舶の航行について定めた「海上安全法」と、さ
んご等の生物の損傷を禁じる「自然環境保全法」である。特に「海洋汚染等及び海上災害
171
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前掲註 170、39 頁。
https://www.env.go.jp/water/kaiyo/nls/index.html
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の防止に関する法律」は、日本が MARPOL 条約を批准したことと受けて改正されたという
沿革もあり、この事故に対して適用できるか、という確認は必須であろう。
これらについて、条文と照らし合わせて、今回の事故と同一のものが、日本近海で発生
した場合、罪に問うことができるのか確かめていく。

2.1.

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海洋汚染防止法と呼称する)は、船舶
から海洋に油等を流出させることを禁じるとともに、油等が流出してしまった際の対応に
ついて規定している。
まず、海洋汚染防止法で定められている、油流出の禁止およびそれに違反した場合の刑
罰を、今回の事故に適用することができるのか確認したい。

第四条 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の
一に該当する油の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の
排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者

海洋汚染等防止法では、第四条において、船舶から油を排出する行為を禁じている。た
だし、このとき、船舶の安全確保や人命救助のため、もしくは船舶の損傷等やむをえない
理由により油が排出されたが、油の排出を防止するための措置を取った場合は、その限り
ではないことが規定されている。
今回の事故については、第四条の一には該当しないと考えられるが、二に該当する可能
性は指摘できよう。先に示したように、今回の事故は新型コロナウィルスの流行中に発生
したものであるため、わかしおに乗船していた外国人船員はモーリシャス上陸後即座に隔
離される必要があった。これによって、わかしお乗組員は事故対応に当たることができず、
モーリシャス沿岸警備隊がオイルフェンスを設置するなどして処理にあたった。このよう
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な事情を鑑みると、わかしお乗組員が、当事者として必要な措置をとることができなかっ
たのは正当な理由によるものと考えられうるのではなかろうか。座礁から燃料タンクの破
損(規模油濁汚染の発生)までに 10 日以上のタイムラグがあり、その間にオイルフェンスの
設置等必要な措置をとる時間は十分にあったと考えられる。よって、責任当事者は「隔離
されることがなければ、防除措置を施すことはできた」という主張が可能となるのではな
かろうか。
もし、日本においても同様の事故が発生し、かつ、上記のように判断されることがあれ
ば、第五十五条で規定されている、千万円以下の罰金刑を適用することは難しいだろう。
このように、油濁汚染防止法では責任当事者を検挙できない可能性が指摘できる。

2.2. その他刑事責任を追及する根拠法
上記で示したことによって、海洋汚染防止法では、今回の件は法に違反していないと見
なされる可能性があることが判明した。
よって、次は、他にわかしおの航行や座礁について責任当事者に罪を問うことができる
日本国内法を考察していきたい。筆者は、わかしおの航行に違法性があったと考えられる
根拠として、
「海上交通安全法」があり、また、座礁について違法性を追及することができ
る根拠として、
「自然環境保全法」が適用できると考えた。ただし、これらの法は指定され
た区域でのみ適用することが可能であるため、条件によっては適用できない場合があるこ
とに留意する。
海上交通安全法は、船舶交通がふくそうしている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海における特
別の航法を定めたものである。同法二十二条においては、「巨大船173が航路を航行しようと
するときは、船長はあらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予
定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通
報しなければならない」旨が規定されており、これに違反した場合、同法五十三条に基づ
き、三十万円以下の罰金を課すことができる。
海上交通安全法では、東京湾等のふくそう海域において、巨大船が航行する場合に、事
前の通報を要することを規定している。わかしおは、モーリシャスに寄港する予定はなか
ったため、モーリシャスへ事前の通報も実施していなかったと解釈することが可能であろ
173

海上交通安全法第二条によって、
「巨大船とは、長さ二百メートル以上の船舶をいう」
と規定されている。なお、わかしおの全長は 255.95 メートルである。
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う。よって、日本において同一の状況で航行する船舶に対しては、海上交通安全法二十二
条が適用できる可能性がある。この法を適用することができれば、事故が発生した後の裁
判を通じて、上記の刑罰を課すことができよう。ただし、先に示したように、海上交通安
全法はふくそう海域における航行を定めたものであり、この法でカバーされていない海域
については適用することができないことには注意が必要である。
自然環境保全法では、第二十七条において、熱帯魚・さんご・海藻等の損傷を禁じてい
る。日本において外国船舶が、同法第十四条で指定された地域(自然環境保全地域)に生息す
る上記生物を損傷した場合、第五十四条の二に基づいて、五百万円以下の罰金に処するこ
とができる。ただし、自然環境保全法の自然環境保全地域として指定されている地域は、
10 箇所中 9 箇所が陸地に存在しており、唯一指定されている海域は、面積 1,077 ヘクター
ルの、沖縄県崎山湾・網取湾である。よって、この海域で事故を起こし、同法で定められ
ている生物を損傷させた場合は、自然環境保全法が適用できるが、それ以外で発生した事
故については、適用することができない。
なお、わかしおの座礁地点は、大型の船舶や外国船舶にも開かれた港ではなく、せいぜ
いモーリシャス籍の小型漁船が出入りするような、いわゆる不開場港の付近であることか
ら、日本において同様の事故が発生した場合は「船舶法」の不開港場寄港罪の適用も候補
に入ると考える方もいるだろう。船舶法第三条は、海難や国土交通大臣の許可を得た場合
を除いて、日本船舶以外の不開港場への寄港を禁じている。しかし、同条は、スパイ船や
環境活動家の船舶に対して適用された前例があり、対象とされているのは不審船であると
の見方がある。廣瀬肇氏も「不審船の取り締まりについて、漁業法令違反等、明確に国内
法令違反で罰則の適用が可能な場合(密航や密輸の既遂等)を除くと、不開港場寄港がほとん
ど唯一の検挙することができる手段である」と述べているため、一般船舶に対して適用す
るにはなじまないと思われる174。

2.3. 小括
このように、日本において同様の事故が発生した場合に、現行の日本国内法では、その
事故の経緯や結果から、違法性を見出すことが困難であることが示された。

174

海上保安事件の研究第四回「ラズエズノイ号領海侵犯事件(領海警備の根拠法としての船
舶法第三条違反、不開港場寄港の罪の判例)昭和 29 年 2 月 19 日旭川地裁判決・判決時報第
21 号 23 頁」廣瀬肇著、88 頁-89 頁。
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今回の事故では、船主や保険会社が賠償金の支払いを実施しており、また、用船者もこ
れに協力している。関係各所がそれぞれ事故の対処に当たっている中で、船員配乗会社だ
けは、油の防除措置を取ったり、声明を発したり、今回の事故について一切の反応がない。
第三章で示した通り、筆者は、今回の事故はほとんど船員の不注意が原因ではないかと考
えている。それにも関わらず、日本国内法では責任当事者である船員を裁くことが難しい
という事実は、大変残念に感じた。
海難事故について、船主等が、企業として責任を取らなければならない立場であること
は重々承知している。しかし、事故の直接の原因となった船員たちを処罰することができ
ないというのは、いかがなものだろうか。刑罰とは主に応報・一般予防・特別予防の 3 目
的があって制定されているものである。応報とは報復であり、犯人に制裁を与えること自
体が主眼に置かれている。一般予防とは、国家の社会（一般人）に対する見せしめであり、
一罰百戒で犯罪を予防することを目的としている。特別予防とは教育であり、犯人を矯正
して社会に戻すことで犯罪を予防するのが主眼である175。このように刑罰は、法を犯した
者をただ苦しめるだけのものではなく、見せしめや教育の側面を持っており、犯罪を抑制
する効果のある重要な存在なのである。
とはいえ、筆者が刑罰の重要性を訴えたところで、被害者にとって救済となりえるのは
犯人の苦しみ(刑罰)ではなく、多額の賠償金である。犯人が罰金を支払ったとしても、その
金は被害者ではなく国に入る。また、犯人が何年懲役することになろうと、被害がなかっ
たことにされるわけではない。
よって、今回のような大規模油濁事故においては、民事的な手続きによる賠償が何より
も重視されると言えよう。次項では、そのことについて見ていきたい。

3. この事故について適用されうる油濁損害賠償関連法
3.1. 油濁損害賠償法および船主責任制限法の沿革
1975 年公布の油濁損害賠償法(以下、油賠法と呼称する)は当初、タンカー船油濁損害賠償
に関する国際条約(CLC 条約および FC 条約)を国内法制化することを目的として作成された
ものであった。よって、この時代には一般船舶はこの法の対象となっておらず、一般船舶
による油濁事故について、損害賠償を担保する規定は存在しなかった。

175

http://www.soleil-mlo.jp/blog/eia/39/
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しかし、日本の周辺は世界の主要貿易航路にあたるため、日本各地で一般船舶による事
故が発生した際、被害地域に対して賠償等が行われず、被害を受けた地域と国が事故処理
費用を負担する事例(チルソン事件176等)が問題視されるようになった。
これによって、外国籍船による海上油濁損害や船骸放置事案に対処する目的で、2004 年
に油賠法の改正がなされ、バンカー条約よりも対象船舶を拡大した日本独自の措置・規制
を盛り込むことになった。具体的には、船籍を問わず国際航海に従事し、日本の港湾に入
出港するタンカー以外の一般船舶のうち、国際総トン数 100 トン以上の外航船舶に対して、
①損害177を賠償するための「一般船舶油濁損害賠償等保障契約」の締結の義務付け、②P&I
保険178に加入していない船舶の入港禁止、保障契約締結命令、罰則の適用という、二つの
規定によって入港規制を行うようになった。
しかし近年、船舶所有者が P&I 保険を維持していたとしても、事故船舶の所有者と保険
者が国内に所在する場合に、保険者が船舶所有者との保険契約に基づく免責条項を根拠に
損害賠償の支払いを拒否する、船舶所有者との連絡が取れないなどの理由によって、被害
者への十分な賠償が確保できない事件(アンファン号事件179、ネプチューン号事件180、)が発
生するようになった。
このような事例に加えて、船舶の大型化傾向も加速し、また船舶からの燃料油の流出等
による海洋汚染損害や放置座礁船等の難破物の除去費用の負担に関わる損害リスクと環境
保護の機運がさらに高まってきたことから、特に被害者への賠償が確実に実施されるため
の措置を採用する必要性が高まった181。2019 年 5 月には、バンカー条約およびナイロビ条
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2001 年 12 月、北朝鮮籍船の一般貨物船「チルソン」が茨城県日立港で座礁し、燃料油
を海上流出させた。船舶所有者が油濁損害の賠償・船骸撤去を行う資力がなく、処理を放
棄したため、国と茨城県が等分して費用負担することを強いられた。
177
燃料油による汚染除去費用、座礁船舶の撤去費用等。
178
2000 トン以上のばら積み油を輸送するタンカー船については既に CLC 条約(1992 年)に
よって P&I 保険への加入義務付けの対象となっている。
179
2013 年 3 月、カンボジア船籍の一般貨物船「アンファン」が青森県深浦町で座礁し、燃
料油を海上流出させた。この件について保険者は「船舶所有者が燃料油流出による汚染損
害の拡大防止措置を適切に講じなかった」として、P&I 保険契約上の免責条項を根拠に保険
処理を拒否した。青森県の負担で油膜の防除措置及び座礁船の撤去が実施された。
180
2016 年 5 月、タイ船籍の台船「ネプチューン」が兵庫県淡路島で座礁した。船舶所有者
の保険契約違反（出国前の保険会社による検査の際に指摘された事項の修理未実施）によ
り、保険会社が免責を主張した結果、保険金が支払われなかった。その後、船舶所有者に
よる処理ができず放置されたため兵庫県の負担で撤去が実施された。
181
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000183.html
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約182の発効を見越して、これらの条約の規定を反映した改正がなされており、これが最新
版となっている183。
ところで、バンカー条約においては、船舶所有者に対して責任制限が認められていたこ
とを思い出していただきたい。その責任制限について規定された国際条約は、LLMC 条約
であり、日本国内法では船主責任制限法がこれに該当する。
船主責任制限法は、船舶所有者等の責任を制限に関し必要な項目を定めた法であり、1975
年に公布された。その後、2015 年に改正法が施行され、船主責任制限法に定める船舶の所
有者等の責任限度額が一律 1.51 倍に引き上げられた。この改正は、2008 年 3 月に明石海
峡で発生したベリーズ船籍貨物船の衝突沈没事故184や 2009 年 3 月にオーストラリアで発
生した香港船籍貨物船パシフィック・アドベンチャラー号185の燃料油流出事故において、
甚大な損害が発生したのに対し、責任限度額が低額であったことがきっかけである。これ
らの事故の後 2012 年 12 月に開催された IMO の第 99 回法律委員会において、96LLMC
で規定された船舶の所有者等の責任の限度額を一律に 51％引き上げる国際条約の改正案
が 2015 年 6 月 8 日に発効することが決定された。これを受け、発効日に合わせ国内法で
ある船主責任制限法に定める責任限度額が改正されたという経緯がある186。
一般船舶の油濁損害賠償については、油賠法が船舶所有者の賠償を担保するとともに、
船主責任制限法が船舶所有者の責任を制限することで、被害者と船舶所有者の保護を図る
のである。この構造は国際条約で規定されているものと同型であり、日本は国際的な規範
をそのまま使用していると言えよう。

3.2. 油濁損害保障法
油賠法は、バンカー条約およびナイロビ条約の発効を見越して、2019 年に改正がなされ
182

1960 年代後半以降の大型タンカーの海上事故の問題の深刻化に伴い、放置座礁船等の問
題が多発したため、船骸等の難破物の迅速かつ効果的な除去及びこれに関係する費用の支
払を確保する目的で制定され、2015 年に発効した。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000449250.pdf
183
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000035.html
184
2008 年 3 月、明石海峡航路東入口で 3 隻の船舶が関係する多重衝突事故が発生し、4 人
が死亡した。https://www.logi-today.com/61466
185
香港籍のギア・バルク多目的船パシフィック・アドベンチャラー号、2009 年 3 月 11 日、
オーストラリア東部のモアトン岬の沖合で事故を起こし、約 270 トンの燃料油を流出して、
国立公園であるモアトン島のほか、ブリビー島東岸やサンシャイン・コーストなどが汚染
された。https://www.jpmac.or.jp/img/research/pdf/A201340.pdf
186
http://www.umitonagisa.or.jp/pdf/yudakujyoho/9/9-4.pdf
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た。この改正では、バンカー条約で規定されている内容について、国内においても同様の
効力が生じるように設計されている。したがって、第三章第一節で示した内容と重なる部
分が存在することを断っておく。なお、この項は主に、小林寛著「船舶油濁損害賠償制度・
補償責任の構造―海洋汚染防止法との連関―」に依拠しており、これ以外から引用する際
はその都度註記する。
まず、一般船舶による油濁損害についての責任当事者は、油賠法第三十九条で規定され
ている。

第三十九条 一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一般船舶等油濁損害に係る燃料油
等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等（燃料油条約第一条第三項に規
定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第四十三条において同じ。）は、連
帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該一般船舶等油濁損害が次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二 異常な天災地変により生じたこと。
三 専ら当該船舶所有者等及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕か疵しによ
り生じたこと。

ここにおける燃料油条約とは、バンカー条約を指すため、バンカー条約における船舶所
有者の定義は、油賠法にそのまま用いることができる。しかし、ここにおいて「船舶所有
者」ではなく「船舶所有者等」とされていることには注意が必要である。同法第二条にお
いて、「船舶所有者等とは船舶所有者及び船舶賃借人をいう。」ことが規定されている。で
は、船舶賃借人とは、いったいどのような存在であろうか。
船舶賃借人について同法はその定義規定を置いていないが、船舶賃借人は一般には裸用
船者であると理解されている。この解釈を踏まえて考えると、裸用船者という指定が個別
になされている以上、定期用船者は、一般船舶油濁損害に関わる賠償責任を負わないよう
にも思える。
そのため、定期用船者の衝突責任に関する議論が一般船舶油濁損害についても妥当する
と考えられる。以下に示す裁判例では、商法 704 条の適用ないし類推適用によって定期用
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船者の衝突責任が肯定されている。

商法 704 条
定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の
期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを
約することによって、その効力を生ずる。

最高裁平成 4 年 4 月 28 日判決187は、定期用船者は船舶の航行の過失による衝突の損害に
ついて、
商法 704 条１項の類推適用による船舶所有者と同一の損害賠償責任を負うとした。
この裁判において、上告側(定期用船者)は「定額の傭船料は実際には支払われたことがなく、
対価はすべて運航時間に応じて算出されており、燃料費は船舶所有者において負担し、上
告人には船長の任免権があるともいえず、また、上告人が各船舶を直接自己の占有下に置
いてはいなかった」と主張したが、最終的には「契約の期間中日常的に指揮監督しながら、
継続的かつ排他的、独占的に使用して、上告人の事業に従事させていたというのも事実で
ある」ということで、定期用船者と船舶所有者は連帯して責任を負うという判決が下った。
ただし、この判決は確定した事実関係に基づき、上告人は船舶所有者と同様の企業主体
としての「経済的実体」を有していたことを理由にしており、以後の判例は、若干の例外
を除き、本判決の立場に従うとされている188。
小林寛は、油賠法が、一般船舶油濁損害の責任主体を船舶所有者と船舶賃借人と広く規
定したのは、船舶利用について船舶所有者と同様の経済的実体を有している者に賠償責任
を課することによって油濁被害者の保護を確保するためであると主張している。これらの
事に照らせば、なお、
「本邦判例では定期用船者に船舶賃借人と同等の責任を課す場合があ
り、今後燃料油汚染損害につき定期用船者が船舶所有者・船舶賃借人と連帯して無過失責
任を問われる可能性を否定できない。」との指摘もある。
今回の事故においては、
「商船三井は、長鋪汽船からわかしおと乗組員を借り受けて運航
していた」という情報以上のものは、筆者が調べた限り、見つけることができなかった。
長鋪汽船と商船三井の間でどのような契約がされていたのか、それによって、日本で同一
の事故が発生したという想定の下で行う考察の結果もまた、変わってくるだろう。今回の
187
188

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/062997_hanrei.pdf
http://www.marinelaw.jp/download/resume_071008.pdf
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事故では、商船三井が自主的に支援を申し出たことで、特に論争がおこることなく、事故
の処理が行われている。しかし、日本で同一の状況で事故が発生し、かつ、事故船舶は定
期用船者が運航しており、その契約に「経済的実態」が存在しないことを、定期用船者が
主張することは可能である。したがって、契約の形態によっては、そのような主張が通り、
定期用船者は法的責任を免れる場合がある。ひいては、大規模油濁損害を被った被害者へ
の補償が十分に行き届かない可能性があるということである。
このように、定期用船者は、油賠法の対象とならない場合があることを指摘することが
できた。しかし、被害者への最大の救済となりうる油濁損害賠償制度の全体像を概観する
ため、以降は、定期用船者と船主間の契約において経済的実態が存在した、すなわち、定
期用船者も同一の責任を負うという想定で論を進めていく。

第三十九条二 第三条第二項及び第三項、第四条並びに第十条から第十二条までの規定は、
一般船舶等油濁損害の賠償について準用する。この場合において、第三条第二項中「タン
カーに」とあるのは「タンカー又は一般船舶に」と、
「原油等に」とあるのは「燃料油等に」
と、「タンカー所有者」とあるのは「タンカー又は一般船舶の第三十九条第一項に規定する
船舶所有者等（以下「船舶所有者等」という。）」と、同条第三項中「前二項」とあるのは
「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同項、第十条及び第十一
条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と、第十条及び第十一条中「第三条
第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三
条第二項」と、第十二条第一項中「責任条約」とあるのは「燃料油条約」と読み替えるも
のとする。

先に示したように、油賠法は当初、タンカー船による油濁損害賠償について規定してい
た。よって、先に作成された条文は、タンカー船を対象としたものであった。第三十九条
の二は、タンカー船について規定した条項を、そのまま一般船舶と置き換えることが可能
であると示している。

第三条
一 タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されて
いたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカ
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ー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二 異常な天災地変により生じたこと。
三 専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕か疵しによ
り生じたこと。

二 二以上のタンカーに積載されていた原油等によりタンカー油濁損害が生じた場合にお
いて、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであ
るかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償す
る責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。

同法第三条の二は、タンカー船所有者および一般船舶油濁損害の賠償について故意・過
失を問わず、責任を負うこと、つまり厳格責任を規定したものである。
ただ、この連帯責任はタンカー油濁損害の場合と全く同一というわけではないことに留
意する。これは、2 以上の船舶に積載されていた油により油濁損害が発生した場合に、いず
れかの船舶に積載されていた油によるものであるかを分別することができない場合の連帯
責任である。これに対して、一般船舶油濁損害の連帯責任は、一般船舶所有者等(船主、用
船者、船舶賃借人等)の間における連帯責任であり、タンカー油濁損害における連帯責任と
は異なる。第三章で示した通り、タンカー油濁損害の場合には、国際基金が用意されてい
る代わりに船舶所有者に責任が集中している。それに対して、一般船舶油濁損害の場合に
は責任を負う者を増やすことで、個々の負担を減らす考えが取られていることから生じる
相違であると解される。
また、第三条の一において適用除外が 4 項目規定されているが、これらは今回の事故に
は該当しないことは明らかである。よって、今回の事故が日本で発生した場合でも、油賠
法を適用することが可能であることがわかる。
油濁損害賠償法第二条では、一般船舶油濁損害について、一般船舶から流出し、または
排出された燃料油による汚染により生ずるわが国の領域内または排他的経済水域内におけ
る損害、並びに当該損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、または軽減す
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るためにとられる相当の措置に要する費用およびその措置により生ずる損害と規定する。

第二条十六 一般船舶等油濁損害とは次に掲げる損害又は費用をいい、タンカー油濁損害
に該当するものを除く。
イ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる
我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
ロ タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる
燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条（ａ）（ｉｉ）に規定する水
域内における損害
ハ イ又はロに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減す
るために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害

すなわち、汚染損害ないしは防止軽減措置に該当するものである。前者については燃料
油による汚染により生じた損害であること、後者については損害を防止・軽減するために
必要かつ相当と言える措置であることが必要となろう。このことから、後者については必
要性及び相当性が重要な基準になると考えられる。この項で規定されている油濁損害に該
当するものの例としては、主に下記の三点が存在するだろう。

・損害防止軽減措置にかかる費用（オイルフェンスの展張、油処理剤の散布、残っている
油の移し替え、油の回収にかかる費用等）
・財産損害（油により汚れた船体、漁具などの清掃・修繕・交換にかかる費用が考えられ
る）
、間接損失（漁業者の漁具が油により汚れ、当該漁具を清掃あるいは取り換える間、漁
ができなくなったという場合におけるその間の収入の損失）
・純経済的損失（漁業者の漁具は汚染されなかったが、油濁事故により漁場が汚染され漁
に出ることができなかったことによる収入の喪失や、汚染された海浜付近におけるホテル
あるいはレストランの経営者が汚染の間の客数の減少により被った収入の喪失）

今回の事故は、モーリシャスにおいて様々な被害を引き起こし、それに対処するため、
多額の「わかしお連帯助成金」が投入された。これによって、漁業者・観光業者・タクシ
ー業者の救済が行われた。また、被害者への直接の金銭的支援とともに、事故処理のため
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に、オイルフェンスの設置や、油の防除作業、船骸の撤去等も実施されている。
ここで筆者が問いたいのは、環境損害についての扱いはどのようなものか、ということ
である。これについての規定は、バンカー条約と異なる部分があるため、確認しておきた
い。

バンカー条約
第一条 9 「汚染損害」とは次のものをいう。
(a)

船舶からの燃料油の流出または排出(その場所の如何を問わない)による汚染によっ

てその船舶の外部において生ずる損失または損害。ただし、環境の悪化について行われる
賠償(環境の悪化による利益の喪失に関するものを除く。)は、実際にとられたまたはとられ
るべき回復のための合理的な措置の費用に係るものに限る。
(b)防止措置の費用および防止措置によって生ずる損失または損害

このように、バンカー条約においては、環境損害についての規定が存在するのに対し、
油賠法では、環境について一切触れられていないのである。
日本は 2022 年 1 月現在、バンカー条約を発効済みである。よって、バンカー条約の規定
は、国内においても効力が生じるように取りはかる必要がある。これを踏まえて考えれば、
油賠法で規定されている「損害」の中には、バンカー条約で規定される環境損害も含まれ
ており、あえて広くとらえられる規定をすることで、臨機応変に対応できるようにしてい
るという解釈もできよう。実際に、油賠法においては、財産損害・経済的損害・物的損害
というように、個別に指定するような文言は含まれていない。そうであれば、油賠法での
「損害」とはあらゆる損害を網羅しているという見方ができる。
しかし、バンカー条約においては、
「損害」と「環境の悪化について行われる賠償」につ
いてそれぞれ別に言及されていることを考えると、
「油賠法において『環境の悪化について
行われる賠償』が明記されていないということは、日本ではこの賠償についての責任は生
じない」との見方もできるのではなかろうか。
このように、日本国内法(油賠法)における表現と、国際規範(バンカー条約)における表現
は異なっているとなると、外国船舶による大規模油濁事故が日本近海で発生した場合に、
これを根拠として抗弁されてしまう可能性は否定できない。筆者は、このような「隙」は
できるだけなくしておいた方が良かろうと考えており、油賠法第二条十六の表現は変更し
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たほうが良いのではないかと主張したい。

次に、油賠法で規定されている強制保険について示していく。四十一条は、総トン数 100
トン以上の一般船舶について、一般船舶油濁損害賠償等保障契約(P&I 保険契約)の締結を要
求している。

第四十一条 次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める一般船舶等油
濁損害賠償保障契約（以下この章において単に「保障契約」という。）が締結されているも
のでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
一 タンカー又は一般船舶（いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に
際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第一種特定船舶」
という。）で日本国籍を有するもの 全ての航海
二 一般船舶（総トン数が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し燃料油等
を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第二種特定船舶」という。）で
日本国籍を有するもの 国際航海（本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。
以下同じ。）
２ 前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第
二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港
に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。

第四十一条では保険契約なしに、日本国籍を有する一般船舶が国際航海に従事すること、
外国船籍が東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦
内の係留施設の使用を禁じている。また、保険契約の範囲としては、一般船舶油濁損害の
みならず、一般船舶が座礁・沈没等により我が国の領域内に放置された場合の、一般船舶
所有者等が実施する撤去作業等の費用もこれに含まれる。
また、第四十二条において、保険契約は、損害を填補するための保険金額または賠償義
務の履行が担保されている額が、船主責任制限法上の責任限度額に満たないものであって
はならないと規定されている。次項では、船主責任制限法について示し、日本において定
められている責任限度額はどの程度のものか確認する。
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3.3. 船主責任制限法
船主責任制限法第二条において、
「この法律は、船舶所有者等の責任の制限に関し必要な
事項を定めるものとする。
」と規定されている。船舶所有者等の定義は、油賠法と同一であ
るため、この法においても、船主および用船者は責任を負うということが確認できた。
第七条においては、総トン数ごとに責任限度額を定めており、その詳細は下記の表の通
りである。なお、2000 トンを超える船舶の責任限度額については、2000 トンを超える部分
を下記の表の通り区分し、それぞれの区分に応じて計算した計算単位を当該船舶のトン数
に達するまで順次加算して得た計算単位と、2000 トン以下の船舶の責任限度額を加算した
ものが、当該船舶の責任限度額ということになる。

総トン数

責任限度額

2000 トン以下

4,530,000 SDR

2000 トン越～30000 トン以下

1,812 SDR /トン

30000 トン越～70000 トン以下

1,359 SDR /トン

70000 トン越

906 SDR /トン

表 13 船主責任制限法における人的損害のトン数別責任限度額

よって、船主責任制限法の規定で、わかしおの責任限度額を計算してみると、下記の通
りになる。
4530000+1812 (30000-2000)+1359 (70000-30000)+906 (101932-70000)=138556392
この計算によると、日本でわかしおと同じ総トン数の一般船舶にかかる責任制限は、
138556392 SDR であり、150 円/SDR で計算した場合、これは日本円でおよそ 207 億円であ
る。なお、第三章で LLMC96(2015 年改正)の責任限度額を計算したところ、およそ 138 億円
であるという結果が出ている。このように、日本国内法で規定されている責任限度額は、
LLMC 条約で規定されているものより高額となっている。下の表は、LLMC 条約と船主責
任制限法のトン数ごとの責任限度額を比較したものである。

総トン数

LLMC96(2015 年改正)

船主責任制限法

2000 トン以下

3,020,000 SDR

4,530,000 SDR
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2000 トン越～30000 トン以下

1,208 SDR/トン

1,812 SDR /トン

30000 トン越～70000 トン以下

906 SDR/トン

1,359SDR SDR /トン

70000 トン越

604 SDR/トン

906SDR SDR/トン

表 14

LLMC96 (2015 年改正)と船主責任制限法の人的損害のトン数別責任限度額の比較

このように、日本においては、責任限度額を自主的に引き上げており、日本国内で発生
した油濁事故については、これに基づいて賠償の支払いが実施されると考えられる。

4. 海難審判
審判とは、法律用語で主に二つの意味を持つ。一つは、訴訟における審理・裁判をいい、
特に家庭裁判所が家庭事件・少年事件について行う手続きを指すものである。もう一つは、
行政機関による訴訟の審理・裁定の手続きをいい、特許審判・公正取引委員会の審判など
が存在する189。
海難審判は後者の分類に入っている。海難審判は国土交通省の管轄下にある海難審判所
で実施され、海難の原因を審判によって明らかにし、その発生の防止に寄与することを目
的としている。これは、モーリシャスにおいて設置された調査裁判所の目的にも通ずるも
のがある。よって、日本における調査裁判所の役割を果たすものが海難審判であると言っ
ても良いだろう。
海難審判は、世界のあらゆる水域で発生した日本船の海難、我が国領海内で発生した外
国船（軍艦、公用船は除く）の海難及び我が国の河川や湖沼で発生した海難を対象として
いる190。審判が始まるまでの流れは以下の通りである。まず、理事官が調査を行った結果、
海技免許等の所有者に故意又は過失が認められ、審判に付する必要があると認めたものに
ついて、海難審判所又は地方海難審判所に対して審判開始の申立てを行い、審判が開始さ
れる。
審判が行われる審判所は、地方海難審判所と海難審判所の 2 種類がある。地方海難審判
所(支所も含む)は全国 8 か所に設置されているが、海難審判所は東京に置かれ、
「重大な海
難」を取り扱う。
「重大な海難」とは、下記の項目のいずれかに該当するものである。①旅
客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は 2 人以上の重傷者が発生したもの、②5 人以上
189
190

松村明編「大辞林第三版」三省堂 2015 年
https://www.mlit.go.jp/jtsb/kai/genkyou/rep2006/pdf/13_4syou.pdf
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の死亡者又は行方不明者が発生したもの、③火災又は爆発により運航不能となったもの、
④油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの⑤人の運送をする事業の用に供する
13 人以上の旅客定員を有する船舶または、物の運送をする事業の用に供する総トン数 300
トン以上の船舶または、総トン数 100 トン以上の漁船が全損となったもの、⑥前各号に掲
げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの。
もし、日本において今回の事故と同一の事故が発生した場合、上記の④、⑤に確実に該
当し、おそらく⑥にも該当するであろうことから、
「重大な海難」であると判断され、海難
審判所での審判が行われると考えられる。

5. 小括
この節においては、日本近海で発生した、今回の事故と同様の状況で発生した油濁汚染
について、責任当事者に対してどのような責任を追及することができるのか、確認するこ
とができた。
日本国内法では、責任当事者に対して罪を問うこと、刑罰を処すことは難しい場合があ
るということがわかった。適用できそうな法をいくつかピックアップすることはできたが、
どの法も、適用できる場合・場所が限られていた。また、今回の事故が特殊だったという
こともあり、どの法も決定打に欠けるものであった。
しかし、民事的な手続きによる賠償については、適用可能であり、その内容も国際的な
規範と同程度の水準であったと言えよう。油賠法の内容はほとんどバンカー条約で規定さ
れていたものと同様であったし、船主責任制限法で定められている責任限度額については、
LLMC 条約で定められているものよりも高い額を規定していた。
先にも述べたように、人的・物的・金銭的な賠償は、被害者にとって最も役立つ支援で
ある。よって、油濁損害賠償制度が十分に整備されているのであれば、責任当事者の行為
について罪を問うことはできなくても、最低のラインはクリアしていると見て良いのでは
なかろうか。しかし、刑罰という犯罪を抑制しうる存在の重要性は先に述べたとおりであ
り、特殊な状況下においても適用可能な刑罰の作成は常に考えていくべきであろう。
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第五章

社会的責任

この論文においては、たびたび「社会的責任(CSR：Corporate Social Responsibility)」とい
う言葉が登場している。今回の事故で商船三井は、法的責任はなくとも社会的責任を負っ
ているということから補償を申し出た。ここで筆者が問いたいのは、
「社会的責任とは何か」
ということである。社会的責任という概念について、様々な機関が定義を試みているが、
世界共通の定義は存在しない。多くの人はそれを知ってか知らずか、
「だいたいこういう意
味だろう」というニュアンスだけで社会的責任という言葉を使用している。
よって、今回の事故について論じるうえで、商船三井が使用した「今回の事故の文脈で
使用されている社会的責任」については正しく把握・検討していく必要があろう。
この章においては、第一節で広義の社会的責任とは、曖昧でいかようにも解釈が可能な
ものであるという根拠を示す。第二節では今回の事故において商船三井が示した社会的責
任について検討する。第三節では環境法の遷移を示し、
「技術の発展とともに環境問題が生
じ、それに対応するために環境法が策定される」という一連の流れが歴史の中で繰り返さ
れている事実と、前例のない事故の判例は後に発生する事件の裁定に大きな影響を及ぼす
という事実を示す。

第一節

広義での社会的責任

現代の日本では、大企業を中心として社会的責任を改めて認識し、具体的に実践に移す
べく CSR 担当の専門部署の設置や CSR 報告書の作成などの動きが活発化している。2003
年が「CSR 元年」といわれるように、社会的責任が半ば「ブーム」のように捉えられてい
るが191、実際には CSR の概念は非常に曖昧であり、企業はその本質を理解する必要があろ
う。
CSR の重要性が高まる中で、国際機関や経済団体などが CSR に関する指針やガイドライ
ンを公表している。たとえば、日本経済団体連合会は『企業の社会的責任（CSR）推進にあ
たっての基本的考え方』の中で CSR の定義について、
「企業活動において経済、環境、社会
の側面を総合的に捉え、競争力の源泉とし、企業価値の向上につなげること」としている192。
また、国連のグローバル・コンパクトでは、
「企業に集団行動を通じて責任ある企業市民と
して向上することを求め、それによってグローバル化の挑戦に対する解決策の一環を担う
191
192

file:///C:/Users/haruka/Downloads/AN00234698-20050400-0187.pdf
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/017.html
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ことができる」としている。
今日の CSR 概念には、特定の領域はなく、企業における CSR 活動も従業員の雇用の創出
から環境対策、NPO との協働など多岐に渡っている193。したがって、社会的責任の取り組
み内容や優先度は、事業を取り巻く環境や世界情勢、展開する地域によって変化すること
は当然である。実際に社会的責任をテーマとする研究を調べてみると、「ツーリズムの社会
的責任」
「会計学の社会的責任」「科学者の社会的責任」など、業種や分野ごとに社会的責
任とはどのようなものか説かれている様が見受けられた。
このように、広義での社会的責任とは、非常に曖昧で、企業や場面ごとにその内容を解
釈することが許されているのが現状であると言えよう。
このように、広義の社会的責任は曖昧で不確かな形をしていることがわかった。次項か
らは事故の文脈の中で使用されている社会的責任について検討するべく、商船三井が実施
した措置を示すとともに、日本海事新聞の誌面で述べられた社会的責任についての同社の
意向を示す。

第二節

今回の事故における社会的責任

まずは、商船三井が定義する広義の社会的責任について紹介したい。
商船三井は、社会的責任(CSR)について、「企業が、法令・社会倫理、安全・環境、人権
などに十分配慮した経営を行い、企業を取り巻く株主・顧客・取引先・従業員・地域社会
などのステークホルダーからの支持・信頼を得ながら、社会とともに持続的かつ相乗的に
発展していくことである」と定義している194。
商船三井が掲げる社会的責任の定義は、単語は具体的であるが、その内容が示すものは
やや抽象的である。商船三井は、これを実行する際にどのような解釈をしたのか、以下、
商船三井が実施したモーリシャスへの支援策について示す。
まず、事故に対する商船三井の対応の基本方針は、
「船主との間における用船契約におい
て本船を利用していた関係者として、人員の派遣や流出油回収用の資材提供など、現地の
ニーズに沿った具体的な支援を通じ、油濁の早期除去と今後の環境回復や地域社会への貢
献に注力していく」というものであった。
商船三井が実施する支援策は、下記の四本柱からなる。なお、各項目の下段には商船三
193
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file:///C:/Users/haruka/Downloads/AN00234698-20050400-0187.pdf
https://www.mol.co.jp/ir/data/annual/pdf/ar-j2018_22.pdf
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井が実施した具体例を示した。

① 自然環境保護・回復プロジェクト
油吸着材・清掃資材の提供、マングローブ林調査、サンゴ礁回復、野鳥の保護・希少
種保護に関する研究支援
② 寄付・資金拠出
MOL チャリタブルトラスト(基金)設立、公益信託基金設立
③ 地域社会産業への貢献
保育施設新設、食糧配給、クリスマスプレゼント配布、コンテナの提供等
④ 人的貢献
社員の現地派遣、NGO、現地日本人との折衝

このように商船三井は、四本柱を中心として、上記のような幅広い支援を実施している。
また、商船三井は日本海事新聞の誌面上で、社会的責任について以下のように語ってお
り、そこから商船三井の考える社会的責任について読み解いていきたい。

「法的責任は一義的には船主が負うべきもの。ただ、法的責任だけで本件が整理できる
わけではない。今回の事故はモーリシャスの環境、人々の生活に大きな影響を与えるもの
となった。用船者である我々が社会的責任を負うのは当然の事。しっかりと前面に立って
その責任を果たさなければならないと思った。(2020 年 9 月 15 日日本海事新聞)」
「損害賠償と、今回の社会的責任を果たす支援は明確に違う。そう理解している。損害賠
償がどのような範囲で、どのような損害額が算定され船主に訴えられ、問題提起されるの
かは、現時点では不明だ。明確な切り分けは今時点ではすべき術もない。ただ、われわれ
が社会的責任を果たす場合、それはこの発表した支援策になるのではないか。支援のゴー
ルは、いつまでやるかの回答と同様に、モーリシャスの自然、生活に及ぼした影響につい
てしっかり対応できるところまでだ(2020 年 9 月 15 日日本海事新聞)」
「現在、社内では『モーリシャス国民の健康的な生活、同国の持続可能な経済への支援貢
献』がコンセンサスになっている(2020 年 11 月 20 日日本海事新聞)」
「モーリシャス沖でのケープサイズバルカー座礁・燃料油流出事故では、モーリシャスの
人々の生活に大きな影響を与えた。これは用船していた立場とは言え、われわれにも社会
119

的な責任がある。自然環境・地域貢献のため基金設立や人的貢献などの取り組みは当然や
るべきことだと思っている(2020 年 12 月 3 日日本海事新聞)」

以上の商船三井の声明をまとめると、
「用船者が、前面に立って責任を負うのは当然のこ
とであり、自然環境・地域貢献のため基金設立や人的貢献などの取り組みもまた、当然行
われるべきである。そして、そのような取り組みのゴールは、モーリシャスの自然、生活
に及ぼした影響についてしっかり対応できるところまで実施する必要がある。
」ということ
になり、これが今回の事故の文脈での社会的責任の定義となり得るのではなかろうか。

第三節 国際環境法の遷移
この項では、環境に関する国際法の発生・発展の過程を取りまとめ、将来発生しうる油
濁事故については、今回の事故の対応を参酌できる可能性を示した。
なお、この項は主に、西井正弘・臼杵知史著「テキスト国際環境法」3 頁から 15 頁に依拠
しており、これ以外から引用する際は都度脚注に記載する。

1. 国際環境法の歴史
国際環境法の形成と発展の過程は、三つの時期に分けることができよう。第一期は、1940
年代までの、
局所的な越境汚染が問題視されている時期である。第二期は 1950 年代から 1970
年代までの時期であり、ここで国際社会が新たな環境損害に直面し関連の国際法が発展し
た。1980 年代から現代までの第三期は、経済活動の飛躍的発展と世界人口の急増に伴い地
球環境の保護が問題となる時期である。環境はわれわれ人間が住む場所であり、開発はそ
のなかでわれわれの生活を良くするための努力であって、環境と開発は密接不可分の関係
にある。環境保護と経済発展の両立はどのように実現できるか、この 1980 年代の課題は、
今日に至るまで、越境環境損害のレベルを超えて、地域的そして地球的規模の環境保護と
関わる複雑多様な諸問題として顕在化してきた。このように、環境に関する問題の増加・
複雑化は加速しつつあり、そのような現状に対処していくために、国際環境法や環境に関
する宣言などの設立も活発化している。次項より、問題の顕在化に伴う人間の環境に対す
る意識の変化を概観していく。
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1.1. 第一期(1940 年代以前)
19 世紀には、国際環境に関する多数国間または二か国条約が少数ではあるが存在したが、
汚染または生態系に関する問題はほとんど扱われることはなかった。その後、20 世紀初頭
になり、健康または財産を害する越境的な水汚染を禁止する条約が出現した195。また、1940
年代にかけて、野生動物の保護、天然資源の保全に関するいくつかの条約も締結された196。
1941 年には、トレイル溶鉱炉事件197が発生した。この事件の判決において、はじめて「領
海使用の管理責任」の原則が明確に認められた。「領海使用の管理責任」の原則によれば、
国際法上、国家は条約による特別の制限がない限り、その領域をいかなる目的のために利
用するかを自由に決定できるが、他方、その自由によって他国の権利を侵害してはならな
いとされている。国家は自らその領域を利用する場合に、またはその領域内の私人に使用
を許す場合でも、このような国際法の制約を受ける。越境環境損害に関する国際裁判例が
少ない中で、このトレイル判決は初期の重要先例である。
トレイル判決とともにしばしば引用されるのが、コルフ海峡事件 198に関する国際司法裁
判所の判決である。この判決によって、国家は、他国の権利を害する行為のために自国領
域が使用されることを知りながら、それを許してはならない義務を負うとされた。
これらの環境紛争は、相隣関係の原則に基づいて、関係国の主権対立を調整するという
方法で解決された。すなわち、国家は資源利用の領域主権を有するが、自国領域内の活動
が他国の権利を侵害しないように注意すべき一般的な義務を負うとされ、重大な越境環境
損害は禁止される。このように国際法は、基本的には国家領域内における経済活動の自由
を認めるが、同時に、それに伴う重大な越境環境損害について加害国の国家責任を事後に
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アメリカ＝イギリスの境水条約。
農業に有用な鳥類の保護に関する条約(1902)、アメリカ＝イギリスのアザラシの保護・
保全に関する条約(1911)、アメリカ＝イギリス(カナダ)の渡り鳥の保護に関する条約(1916)、
国際捕鯨取締条約(1931)、自然状態の動植物の保存に関するロンドン条約(1933)、西半球に
おける自然保護と野生動物の保存に関する条約(1940)、北西大西洋漁業条約(1949)など。
197
カナダのトレイル溶鉱炉から排出された亜硫酸ガスにより、溶鉱炉に隣接するアメリカ
のワシントン州における農作物や森林が損害を受けたとのことで、アメリカがカナダに対
して損害賠償を求めた事件である。https://jsfmf.net/gakkai/seeps2003/okammatu_seeps.pdf
198
イギリス海軍の艦艇は、ギリシャ領コルフ島と対岸のアルバニアのサランダ湾に挟まれ
た海域である北部コルフ海峡を航行していた。しかし、機雷が除去されたはずのアルバニ
アの領海であるサランダ湾において、2 隻の駆逐艦が機雷により被害を受けた。イギリス政
府は、この触雷事件に関してアルバニアの国際責任を問う決意を固め、1947 年 1 月 10 日
に本件紛争を安全保障理事会に付託した。
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/hougaku27-2-08.pdf
196
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追求するものである。

1.2. 第二期(1950 年代から 1970 年代)
1950 年代から 1960 年代にかけて、宇宙や大気の活動が地球生態系の危機をもたらすこと
が徐々に認識されるようになった。この時期に注目すべきは、このような新たな環境損害
に関する国際条約が発展し、さらに国際社会に共通の目標が設定されたことである。
また、この頃から、タンカー、航空機、原子力発電所、宇宙物体という潜在的に危険度
の高い活動については、厳格な賠償責任を設ける条約が締結された。これらの活動は人間
の社会生活に有用であるため、一般には禁止されていない。しかし、それらの事故に伴う
甚大な損害を国際社会でケアすべきであるという観点から、責任制限制度等、事業者を守
る仕組みが発生した。
1972 年には、ストックホルムで国連人間環境会議199が開催され、国際社会は地球環境問
題に積極的に取り組む姿勢を初めて明確にした。また、1970 年代は、自然保全に関する多
数国間条約が締結された年代であり、共通の環境問題を研究するための二国間協力を約束
する条約200が締結された年代でもある。
このように、第二期では多様な国際条約に基づく環境損害の効果的な規則が進展した。
国連人間環境会議は「現代」国際環境法の出発点であり、この時期から環境保護条約は急
激に増加したと言われている201。

1.3. 第三期 (1980 年代以降)
この時期に入ると、地球的規模の環境破壊が認識されるようになる。1982 年の UNEP ナ
イロビ宣言202では、オゾン層の破壊、二酸化炭素濃度の上昇、酸性雨、海洋や淡水の汚染、

199

国連人間環境会議は、1972 年 6 月 5 日から 16 日までストックホルムで開催され、
人間環境の保全と向上に関し、世界の人々を励まし導くため共通の見解と原則が必要であ
るとの考えの下で、7 の宣言と 26 の原則を示した。
https://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_03.pdf
200
環境問題の研究、協議情報交換を推奨する 1972 年米ソ環境協力協定、1975 年日米環境
協力協定など
201
1972 年海洋投棄規制条約、1972 年世界遺産条約、1973 年絶滅の恐れのある野生動物の
種の国際取引に関する条約、および UNEP 主導の地域海の諸条約など。
202
1982 年 5 月にナイロビ（ケニア）で開催された国連環境計画（UNEP）管理理事会特別
会合のことで、
「ナイロビ宣言」や「1982 年の環境:回顧と展望」などが採択された。会議
では、先進国と途上国との環境と開発をめぐる論議についての共通の土俵が初めてつくら
122

有害廃棄物の使用と処分に伴う汚染、動植物の絶滅など、地球環境に対する脅威が広範囲
にかつ現実の問題として確認された。これによって浪費的な消費や貧困の克服、国際協力
の一層の充実、開発途上国への技術的・財政的な援助の必要など、今後の国際社会の行動
方針が示された。
上記に挙げたような広域汚染損害が発生したことで、環境問題は局所的な問題だけでは
なく、地球全体の問題でもあるという認識が広まった。そのような認識を世界で共有する
ことができた 1980 年代においては、国家領域を超えた場所にある地球環境(海洋、大気、オ
ゾン層、南極地域など)の保護を目的とし、関連の多数国間条約が締結され、地球環境に与
える悪影響を未然に防止すべき義務が明確にされた。地球環境は人類全体の共有物(global
commons)203であり、条約に基づく防止義務はもはや他国に対する義務ではなく、国際社会
全体に対する普遍的な義務の性質を持つようになった。
現代の地球環境損害は、加害国や加害者の特定、および因果関係の画定は困難なものが
多い。そうした環境リスクの法的規制は、回復不能な損害が発生し、将来世代に甚大な悪
影響をもたらす可能性を軽減することを主としており、環境リスクの防止・軽減を主目的
とする国際協力が要求されている。
1980 年代後半から、先進国首脳会議の経済宣言では、地球生態系の近郊の保持は国際協
力によって解決すべき緊急の課題であるとした。1992 年の「環境と開発に関する国際連合
会議」(UNCED)204は、リオ宣言とその行動計画(アジェンダ 21)を採択し、21 世紀に向けて
地球環境を健全に維持するための国家と個人の行動原則を示した。ここで示された原則の
多くは 1972 年のストックホルムの人間環境宣言の諸原則を確認するものであった。しかし、
地球サミットでは「持続可能な開発」という共通目標を明確にし、「途上国の開発の権利」
と「先進国の特別な責任」が考慮されなければならないという原則が追加された。このよ
うに、1980 年代から国際社会は、南北問題の解消をも目標とする地球環境保護の新時代を
れた。https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1992
203
「コモンズ（commons）
」とは、本来、所有者を特定することができず、それがゆえに不
特定多数の主体の自由なアクセスが可能な「共有地」を意味する。よって、
「グローバル・
コモンズ（global commons）
」とは地球社会の公共領域を指す。
https://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H25_Global_Commons/02-general-remarks-hoshino.pdf
204
地球サミットとも呼ばれる。人類共通の課題である地球環境の保全と持続可能な開発の
実現のための具体的な方策を得ることを目的として、1992 年 6 月 3 日から 14 日までの間、
ブラジルのリオデジャネイロにおいて開催された。この会議には、国連に加盟しているほ
ぼすべての約 180 カ国が参加し、100 カ国余の元首または首相が参加するという史上かつて
ないほどの大規模な会議となった。https://www.erca.go.jp/yobou/taiki/rekishi/06_03.html
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迎えた。持続可能な開発の実現を目指して各国が連帯して取り組むべき多くの課題が残さ
れている。そのような諸問題を解決すべく、国連での話し合いで、「ミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals: MDGs）
」が採択された。これは 2000 年に採択された「国
連ミレニアム宣言」と、1990 年代の主要な国際会議で採択された国際開発目標を統合した
ものである205。そして、さらにこのミレニアム開発目標をもとに、「持続可能な開発目標
（SDGs）
」が、2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された。
「誰一人取り残
さない」をキャッチフレーズとし、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、
2030 年を期限とする 17 の国際目標がここで設定された206。

2. 国際環境法の歴史からの予測
第 1 項で、国際環境法の発生・発展について概観したことにより、人間の環境に対する
姿勢の移り変わりを感じることができよう。当初は局所的な越境汚染を防止するのみであ
ったが、時間の経過とともに、その目的に、生態系保護や環境リスクを事前に減らすこと
が追加されたり、環境問題とは地球規模の問題であるとの認識が生じ、多くの宣言や目標
が立てられたり、長い歴史の中で、明らかに人間の環境に対する興味が増してきていると
言えよう。今回の事故で商船三井が実施した支援の中に、マングローブ林の回復や野鳥保
護等が含まれているのは、このような経緯によって環境に対する価値観が変化したことが
理由にあろう。
また、トレイル溶鉱炉事件やコルフ海峡事件のように、過去の重大事件について下され
た判例は現在においても裁定の指針となりうることが示された。今回の油濁事故のように、
用船者が先陣を切って対応することは極めて稀であった。商船三井は、前例のない中で、
被害者の声を反映した補償を実施し、その補償は金銭的・物的・人的な方面からなされて
おり、かなり充実した内容であったといえよう。後世において発生する油濁事故について
は、おそらくこの事故の対応が参考にされるであろうことから、今後油濁事故を起こした
船舶所有者等は、様々な面から被害者支援を実施する「慣習」言い換えれば「社会的責任
を果たした前例」を踏襲していくべきであるという価値観が今回の事件をきっかけに生じ
たと言えるのではなかろうか。
ただし、商船三井が、モーリシャスへの支援のため 10 億円を投じ、充実した支援を実施
205
206

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202108.pdf
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できたのは、売上高 9,914 億円207という資本力によるものが大きいだろう。そのため、今後
発生する油濁事故について、他企業の用船者が今回と同レベルの支援をすることは難しい
と思われる。

第四節

小括

広義での社会的責任とは、企業が実施すべき行動方針を抽象的に定めたものであり、こ
れをそのまま今回の事故で使用されている社会的責任にあてはめることは不適である。よ
って、商船三井が示す、この事故の文脈における社会的責任について理解を深めることで、
今後の海運企業が事故時に負うべき社会的責任の在り方を示すことができる。すなわち、
船舶起因の油濁事故による補償は「金銭的・人的・物的」な方面から実施されるべきであ
り、企業ごとに、そこに投じることができる労力の量には違いがあるが、それぞれが精一
杯被害者を支援していくべきであるということである。
国際環境法の変遷を概観したところ、ここ 100 年間で、技術の発展とともに環境問題が
生じ、それに対応するために環境法が策定されるという一連の流れが馴染みのものとなっ
ているように思われる。このような歴史の流れから察するに、今後も我々が想像できない
ような要因によって、新たな環境問題が発生していくであろう。そして、技術の革新に法
整備が追い付けなくなった時、今回の事故で商船三井が法的責任を負わなかったように208、
責任を負うべきはずの者に対して法的責任を問うことができないような場合もあるだろう。
だが、今回の事故では、商船三井は事故当時にバンカー条約が未発効であったために、法
的責任を負っていないとされているものの、社会的責任からモーリシャスへの支援を申し
出た。第二節で確認したように、海運企業が負うべき社会的責任の中には事故発生時の環
境回復や被害者の救済等も含まれており、商船三井はこれらについて基金を設立したり、
コンテナを無償で提供したり、社員を現地へ派遣したりと、様々な方面から（金銭的・物
的・人的な）支援を実施している。
このように、社会的責任からの行動とはどのようなものか確認できたところで。ここで、
法的責任に基づく行動はどのようなものか、バンカー条約を振り返ってみたい。

207

2021 年度 3 月の決算記録。https://gyokai-search.com/3-kaiun.htm
商船三井は事故発生から現在に至るまで「法的責任は船主が負うものであり、当社が行
う支援とは明確に異なる」というスタンスを崩していない。また、モーリシャスも「船主
と保険会社に賠償を請求する」旨を宣言している。詳細は第二章を参照のこと。
208
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バンカー条約第三条において「…(中略)…事故の発生の時における船舶所有者は…(中
略)…汚染損害について責任を負う」とのみ規定されている。バンカー条約では、その責任
とは金銭のみを指すとは明言されていないため、油濁防除設備や人材の提供等の物的・人
的な支援も、法的責任の範疇であると解釈することは可能であろう。そうであるとしたら、
法的責任からの措置と社会的責任からの措置の内容は同一のものであり、この二つは、法
で定められている者が実施するか、法で定められていない者が実施するかということで区
別を付けることができよう。
今回の事故のように、法で定められていなくても、事故の当事者として責任を負う行為
が、合理的であると判断されたならば、法はその内容を取り込み、明文化するはずである。
よって筆者は、社会的責任からの行動とは、法整備が間に合わなかったときに発揮される
ものであり、いずれ法的責任に内包されうるものであると主張したい。
社会的責任からの行動は、あくまでも法が十分に整備されるまでの「その場しのぎ」に
過ぎない。技術発展に伴って企業が負うべき責任は大きくなり、事故や事件の発生に備え
て、企業にその責任を取らせるべく、法整備が進められている。しかし、それが間に合わ
なかったときに、企業に対して責任を取らせることができる存在が「社会的責任」なので
ある。
社会的責任とは、柔軟に法の隙間を埋めることができる存在である。社会的責任からの
行動は、法がカバーしきれなかった部分を支え、被害者の救済や環境保全など、事故直後
に発生する危機をしのぐことができる。とは言え、強制力が法に比べて大きく劣ることは
言うまでもない。しかし、一時的な措置として発揮された社会的責任は、改正等によって
法と一体化し、最終的に、習慣化された社会的責任は法的責任に内包されるようになるの
ではなかろうか。このようなプロセスをたどることで、以降発生する事故については、よ
り強い効力をもって、企業に法的に責任を取らせることができるようになる。ひいては、
環境保全や被害者への補償へ確実な支援を施すことができると、筆者は考える。

しかし、筆者はその一方で、被害者に対する賠償や補償を重んじ過ぎることについて危
機感を覚えている。今回の事故では、日本における世論で「とにかくモーリシャスへの支
援だけはしっかりやってほしい」
「いくらつぎ込んででも環境回復に全力を注ぐべき」209と

209

https://www.youtube.com/watch?v=devlw2VWXjs コメント欄を参照。
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いうような、モーリシャスへ同情する意見が多く見られた。
第三節で示したように、人間は数多の環境問題を経て、環境を保護していかねばならな
いという価値観を、世界中で共有することができた。しかし、このような環境に対する気
運の高まりは、同時に過激な思想をも生み出している。反捕鯨団体のシー・シェパードが
「海賊」として認定されるほど過激な活動を行っていたり210、環境保護団体グリーンピー
スが日本からの退去命令を出されたり211、環境保全のための行き過ぎた行為が犯罪とみな
される例もある。今後、我々が地球で生きていくうえで、環境に配慮した行動や規定を設
ける必要があることは間違いないが、そのような活動は節度を持って行われなければなら
ないことは言うまでもない。
また、今回のような油濁汚染事故には、責任制限制度が適用される。責任制限制度とは、
事故が発生した場合被害規模が大きくなりがちであるが、人間生活に欠かせない業種を保
護するために存在するものである。海運業のほかにも、原子力産業などにも責任制限制度
が存在するため、この問題提起は他の業種に対しても投げかけることができるものである。
また、今後の法整備は、被害者の保護と業種の保護だけを考慮して行われるべきではな
い、第三節で示したように、環境への機運が高まったことから、環境の保護という項目も
追加し、法整備はこの 3 者のバランスを慎重に見極めながら行われるべきであり、どれか
に対する保護の比重が強まったり、弱まったりしてはならないと、筆者は考えている。

210

裁判を担当したコジンスキー裁判長は「船で体当たりし、酸の入ったガラス瓶を投げつ
け、金属で強化したロープを海に投げてスクリューや方向舵の損壊を試み、フック付きの
発煙弾や閃光弾を撃ち、強力なレーザー光線をほかの船に向ける者がいれば、それは疑い
ようのない海賊だ」と述べた。https://www.afpbb.com/articles/-/2931351
211
グリーンピースは瀬戸内海において、産廃処理に関する主張をするために、不開港に寄
港・上陸したため、船舶法第三条違反によって退去命令を出された。前掲註 174、91 頁。
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第六章

総括

本論においては、モーリシャス沖での貨物船座礁事故をめぐって、国際的な油濁損害賠
償制度や、現代の企業が負うべき社会的責任について整理した。また、事故の事実関係を
明確にし、ここから得られた情報をもとに、日本において同一の事故が発生した場合、日
本はどのような対応ができるか考察した。
第二章では、モーリシャスにおいて発生した被害や、それに対応すべくモーリシャス政
府がとった政策、日本政府・企業の支援、両国における報道などを整理することで、この
事故による被害状況や、それに対応しようとする関係各所の動きが見えてきた。2022 年 1
月現在で、流出した油の回収、船骸の撤去は無事完了しており、モーリシャスは徐々に立
ち直ってきているとのことである。先に述べたように、この事故は規模感が大きく、また、
用船者が記者会見で謝罪するなど、異例の対応が取られていた。この事故については引き
続き、完全解決の宣言が出されるまで、つぶさに確認・記録していく必要があろう。
第三章では、一般船舶とタンカー船、それぞれの油濁損害賠償制度を概観し、最後に、
便宜置籍船の問題に触れることで、油濁損害賠償をとりまく問題点や、今回の事故が法的
にどう扱われているのか示した。油濁損害賠償制度は、タンカー船と一般船舶で構造が大
きく異なっており、制度としてはタンカー船の方が優れていると言わざるを得ない。しか
し、だからといって、その構造を一般船舶に対して流用することは困難であることがわか
った。一般船舶油濁損害賠償制度については、今後も、船主や海運業の保護と被害者の保
護の二つの観点から、慎重に吟味しつつ、ブラッシュアップをしていく必要があろう。
第四章では、今回の事故と同様の状況で生じた汚濁汚染が、日本近海で発生したならば、
責任当事者に対してどのような責任を追及することができるのか、確認することができた。
日本国内法では、責任当事者に対して刑事責任を追及することは難しい場合があるとい
うことがわかった。また、油賠法の条文の表現について若干の隙が存在していることを指
摘した。
第五章では、環境保護の沿革を示すとともに、社会的責任について探り、社会的責任の
柔軟性について示した。社会的責任とは今回の事故のように、法で定められていなくても、
事故の当事者として責任を負う行為が、合理的であると判断されたならば、法はその内容
を取り込み、明文化するはずである。筆者はこれを根拠として、社会的責任からの行動と
は、法整備が間に合わなかったときに発揮されるものであり、社会的責任が習慣化した暁
には、いずれ法的責任に内包されうるものであると述べた。
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筆者が事故について、様々な角度から考察を行い、強く実感したのは、
「この世に存在す
るあらゆる規範は、せめぎ合いの中で生まれた『折衷案』である」ということである。本
論で扱ってきた条約や国内法は、必ずどこかに「対立」が存在した。例えば、国際的な一
般船舶油濁損害賠償制度における、被害者の保護と船主の保護、無害通航権と沿岸国の主
権、便宜置籍船の利便性と安全性など、本論においては様々なジレンマがあった。
上記のような対立は、一朝一夕で解決できる問題ではなく、現在までに多くの人が考察
し、新たな案を提示してきた。今後も、ジレンマを解決することができても、そこからま
た新たなジレンマが生れ、それが繰り返されるだろう。
ドイツの思想家であるヘーゲルは、真理を固定したものでなく、変化のうちにあるもの
としてとらえ、その変化の法則を弁証法と呼んだ。弁証法とは、矛盾と統一の法則であり、
正(テーゼ)、正反(アンチテーゼ)、合(ジンテーゼ)という 3 段階を繰り返して発展する過程
である。あらゆる存在は矛盾する要素が対立し、否定しあい、そこから本質的なもの(精神)
を保存しつつ、より高次の肯定(総合)へと発展していく。この総合・発展への運動を止揚(ア
ウフヘーベン)と呼ぶ212。便宜置籍船の例にあてはめれば、便宜置籍船の利便性が「正」、船
舶の品質不良が「正反」であった。この矛盾に対して、便宜置籍国が提示した PSC やそれ
以外の定期的な検査によって、
「止揚」され、船舶の質は、他の海運国と遜色ないほどに向
上させることができた。これが「合」であるといえよう。しかし、現在においては船員の
質が問題となりはじめており、
「合」が「正」に移行している。このような流れは、永遠に
続いていくものであり、完璧な回答が出ることはない。
法整備や慣習法の清算は、手間と時間がかかるものであり、また、達成できたとしても、
それに対する何かしらの反対意見は必ず噴出するだろう。しかし、我々はこれを追求し続
けないことには、顕在化している様々な問題を解決することはできない。法整備等は、こ
のようなジレンマが生じてしまうことを織り込んだ上で、できるだけ多方面への配慮をし
ながら行われなければならないものなのである。
また、今回の事故そのものにおいても、対立は存在している。油濁事故の被害者に対す
る補償は必ず行われなければならないが、その際に、船舶所有者等の負担が重すぎてはな
らない。また、近年では環境保全の機運が高まっていることから、マングローブ林や事故
地点周辺の長期的なモニタリング等、被害者に対する直接的な賠償以外にも実施すべきこ

212

浜島書店編集部編『最新図説倫理』浜島書店、2014 年、185 頁。
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とが存在する。被害者・船舶所有者・環境、このどれもが保護されるべきであり、どこか
一方に負担を押し付けるようなことはあってはならない。今回の事故は、前例のないもの
であり、手探りで対応する必要があった。しかし、今後はこの事故が参考資料となり、後
世において発生する油濁事故における上記三者の負担の割合について、より洗練された、
高次の協議が行われるであろう。そのような意味でも、今回の事故は歴史に残る重大な一
件であったと言えよう。
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http://www.marinelaw.jp/download/resume_071008.pdf
・トーア再保険株式会社「再保険用語集」
https://www.toare.co.jp/img/knowledge/pdf/glossary_sa.pdf
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 2 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/10/%e5%bd%93%e7%a4%be%e8%88%b9-%e5%ba%a
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7%e7%a4%81%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%b2%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3
%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac2%e5%a0%b1/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 3 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/11/%E5%BD%93%E7%A4%BE%E8%88%B9-%E5%
BA%A7%E7%A4%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%B2%B9%E6%BF%81%E7%99%BA%E
7%94%9F%E3%81%AE%E4%BB%B6%E3%80%80%E7%AC%AC3%E5%A0%B1/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 4 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/13/%e5%bd%93%e7%a4%be%e8%88%b9-%e5%ba%a
7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7
%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac4%e5%a0%b1/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 9 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/25/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac9%e5%a0%b1/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 11 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/12/28/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac11%e5%a0%b1
/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件 第 12 報」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2021/08/02/%e5%bd%93%e7%a4%be%e6%94%af%e9%85%8d
%e8%88%b9wakashio-%e5%ba%a7%e7%a4%81%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e6%b2
%b9%e6%bf%81%e7%99%ba%e7%94%9f%e3%81%ae%e4%bb%b6-%e7%ac%ac12%e5%a0%b1
/
・長鋪汽船株式会社「当社船 座礁及び油濁発生の件」
https://www.nagashiki-shipping.jp/2020/08/08/%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81
%9B/
・長鋪汽船株式会社
https://www.nagashiki-shipping.jp/
・日光市「足尾銅山の歴史」
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https://www.city.nikko.lg.jp/bunkazai/ashiodouzannorekisi.html
・日本海難防止協会「モーリシャス現地調査」
https://nikkaibo.or.jp/pdf/588_2021-topic.pdf
・日本漁船保険組合
https://www.ghn.or.jp/
・日本経団連「企業の社会的責任（(CSR)推進にあたっての基本的考え方」
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/017.html
・日本船主協会「Q10：船の速さ：ノットって何？」
https://www.jsanet.or.jp/qanda/text/q2_10.html
・日本船主協会「海運用語集」
https://www.jsanet.or.jp/glossary/wording_txt2_i.html
・日本船主協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2021–2022 データ編」
https://www.jpmac.or.jp/img/relation/pdf/2021pdf-full.pdf
・日本船主協会「日本の海運 SHIPPING NOW 2021–2022」
http://www.jsanet.or.jp/data/pdf/shippingnow2021-2022.pdf
・日本船主責任相互保険組合「https://www.piclub.or.jp/search/treaty/index/ja」
https://www.piclub.or.jp/search/treaty/index/ja
・日本船主責任相互保険組合「P&I 保険について」
https://www.piclub.or.jp/service/information#risks-covered-ocean
・日本船主責任相互保険組合「バンカー条約について」
https://www.piclub.or.jp/ja/news/10564
・日本船主責任相互保険組合「組織概要」
https://www.piclub.or.jp/about/organization-profile
・日本船主責任相互保険組合「保険契約規定 2021」
https://www.piclub.or.jp/attachment/insurance_guidebooks/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5
%91%E7%B4%84%E8%A6%8F%E7%A8%8B%202021.pdf
・日本品質保証機構「ISO の基礎知識」
https://www.jqa.jp/service_list/management/management_system/
・日本貿易振興機構「スエズ運河座礁事故の損害賠償協議が終結」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/436e13cb844937c9.html
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日本郵船「CRIMSON POLARIS 号 座礁事故発生の件（第１報）」
https://www.nyk.com/news/2021/20210811_01.html
・法テラス「民事事件と刑事事件の違いについて」
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/keijitominji.html
・三井住友信託銀行「公益信託」
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/
・文部科学省「海洋保全の基本的考え方と推進方策」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/shiryo/attach/1331361.htm
・郵便局「国際郵便」
https://www.post.japanpost.jp/int/question/10.html

国会議事録
・第 5 回国会 参議院 文部委員会文化小委員会 第 1 号 昭和 24 年 4 月 19 日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=100515122X00119490419&spkNum=2&single
・第 159 回国会 衆議院 国土交通委員会 第 8 号

平成 16 年 3 月 31 日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115904319X00820040331&spkNum=87&current=6
・第 169 回国会 参議院 国土交通委員会 第 4 号

平成 20 年 4 月 10 日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116914319X00420080410&spkNum=2&current=38
・第 180 回国会 参議院 国土交通委員会 第 11 号

平成 24 年 8 月 28 日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118014319X01120120828&spkNum=204&current=7
・第 189 回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第 4
号 平成 27 年 5 月 28 日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118903929X00420150528&current=5
・第 204 回国会 衆議院 予算委員会 第 12 号 令和 3 年 2 月 17 日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120405261X01220210217&current=1

新聞記事
・2020 年 8 月 11 日の日本海事新聞記事
・2020 年 8 月 17 日の日本海事新聞記事
・2020 年 9 月 30 日の日本海事新聞記事
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・2020 年 10 月 4 日の日本海事新聞記事
・読売新聞オンライン「重油１０００トン超流出、商船三井貨物船の船長らに懲役１年８
か月判決」
https://www.yomiuri.co.jp/world/20211228-OYT1T50070/

外国語資料
・ANGLO-EASTAN
https://www.angloeastern.com/
・AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ LAMENTA ACCIDENTE DE LA NAVE JAPONESA
WAKASHIO EN MAURICIO.
https://amp.gob.pa/notas-de-prensa/autoridad-maritima-de-panama-lamenta-accidente-de-la-nave-jap
onesa-wakashio-en-mauricio/
・AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ
https://amp.gob.pa/notas-de-prensa/autoridad-maritima-de-panama-lamenta-accidente-de-la-nave-jap
onesa-wakashio-en-mauricio/
・Autoridad Marítima de Panamá 「EL REGISTRO PANAMEÑO DE NAVES CUMPLE CON
TODOS LOS REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN
DEL BARCO WAKASHIO」
https://amp.gob.pa/notas-de-prensa/el-registro-panameno-de-naves-cumple-con-todos-los-requerimie
ntos-internacionales-en-materia-de-investigacion-del-barco-wakashio/
・Autoridad Marítima de Panamá「MISIÓN & VISIÓN」
https://amp.gob.pa/acerca-de-nosotros/misionyvision/
・Embajada del Japón en Panamá
https://web.archive.org/web/20100203153256/http://www.panama.emb-japan.go.jp/rel_pol.html
・ILO CONDITIONS OF WORK AND EMPLOYMENT SERIES No. 105
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/
wcms_655541.pdf
・Interview of Minister in D+C e-magazine
https://environment.govmu.org/Pages/readmorenews.aspx?IDR=12
・Labour force, Employment and Unemployment – Year 2020
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https://statsmauritius.govmu.org/Pages/Statistics/ESI/Labour/Labour/LF_Emp_Unemp_Yr20.aspx
・MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL
TRADE
https://foreign.govmu.org/Pages/default.aspx
・MV Wakashio: Appropriate containment and mitigation actions taken, says PM
https://pmo.govmu.org/News/SitePages/MV-Wakashio--Appropriate-containment-and-mitigation-act
ions-taken,-says-PM.aspx
・Merchant Shipping Act 2007 (No. 26 of 2007)
https://www.ecolex.org/details/legislation/merchant-shipping-act-2007-no-26-of-2007-lex-faoc0942
71/
・Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping PRESS COMMUNIQUE
MV Wakashio – Non‐consumption of fish and fish products
https://govmu.org/FR/Communique1/press%20communique%20-%20MV%20Wakashio%20Consu
mption%20of%20fish%20and%20fish%20products.pdf
・Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change
https://environment.govmu.org/Pages/Index.aspx
・ NOTICE IN THE REPUBLIC OF MAURITIUS COURT OF INVESTIGATION – MV
WAKASHIO
https://blueconomy.govmu.org/Documents/Press%20Notice_MV.pdf
・National Accounts Estimates (2018 – 2021)December 2021 issue
https://statsmauritius.govmu.org/Documents/Statistics/ESI/2021/EI1628/NAE_Dec21_231221.pdf
・National Disaster Risk Reduction and Management Centre
https://ndrrmc.govmu.org/SitePages/Index.aspx
・PRIME MINISTER'S OFFICE
https://pmo.govmu.org/Pages/Services/-Prime-Minister's-Relief-Fund.aspx
・Public Notices
https://govmu.org/EN/Pages/PublicNotice.aspx
・RESOLUTION A.849(20) adopted on 27 November 1997 CODE FOR THE INVESTIGATION OF
MARINE CASUALTIES AND INCIDENTS
https://www.pfri.uniri.hr/bopri/documents/04_IMOResA849-20.pdf
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・ROGERS SHIPPING PTE. LTD. SHIPPING LINES (SCHEDULED SERVICES)
https://recordowl.com/company/rogers-shipping-pte-ltd
・ SEVENTH

NATIONAL

ASSEMBLY

PARLIAMENTARY

DEBATES

(HANSARD)

(UNREVISED) FIRST SESSION FRIDAY 28 AUGUST 2020
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2020/hansard312020.pdf
・ SEVENTH

NATIONAL

ASSEMBLY

PARLIAMENTARY

DEBATES

(HANSARD)

(UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 13 JULY 2021
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard2421.pdf
・ SEVENTH

NATIONAL

ASSEMBLY

PARLIAMENTARY

DEBATES

(HANSARD)

(UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 06 APRIL 2021
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard0321.pdf
・ SEVENTH

NATIONAL

ASSEMBLY

PARLIAMENTARY

DEBATES

(HANSARD)

(UNREVISED) FIRST SESSION TUESDAY 25 MAY 2021
https://mauritiusassembly.govmu.org/Documents/Hansard/2021/hansard0921.pdf
・Salvaging of grounded stern of Wakashio begins
https://insurancemarinenews.com/insurance-marine-news/salvaging-of-grounded-stern-of-wakashiobegins/
・TABLE OF CONTENTS
https://blueconomy.govmu.org/Documents/PQ%202017%20-2020%20Master%20doc%20(1).pdf
・The International Oil Pollution Compensation Funds
https://iopcfunds.org/about-us/
・The Piracy and Maritime Violence Act 2011
https://attorneygeneral.govmu.org/Documents/Laws%20of%20Mauritius/A-Z%20Acts/P/PIRACY%
20AND%20MARITIME%20VIOLENCE%20ACT.pdf
・Trou d’Eau Douce region declared as a Restricted Zone for fishing
http://www.govmu.org/English/News/Pages/Trou-d%E2%80%99Eau-Douce-region-declared-as-a-R
estricted-Zone-for-fishing.aspx
・Wakashio Solidarity Grant and Business Continuity Grant Scheme
https://publicnotice.govmu.org/publicnotice/?p=2244
・lexpress.mu Capitaine du Wakashio: «J’ai navigué entre 10 et 15 fois près des côtes mauriciennes»
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https://www.lexpress.mu/article/389030/capitaine-wakashio-jai-navigue-entre-10-et-15-fois-pres-cot
es-mauriciennes
・lexpress.mu Enième tentative de recouvrer la liberté: le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar
débouté
https://www.lexpress.mu/article/394849/enieme-tentative-recouvrer-liberte-capitaine-sunil-kumar-na
ndeshwar-deboute
・lexpress.mu MV Wakashio: au moins deux bouteilles de whisky entamées le jour du drame
https://www.lexpress.mu/article/388018/mv-wakashio-au-moins-deux-bouteilles-whisky-entamees-j
our-drame
・lexpress.mu Naufrage du «Wakashio»: le capitaine et son second reconnus coupables
https://www.lexpress.mu/article/402794/naufrage-wakashio-capitaine-et-son-second-reconnus-coupa
bles
・lexpress.mu Marche citoyenne: retour sur une marche historique
https://www.lexpress.mu/video/381930/marche-citoyenne-retour-sur-une-marche-historique
・lexpress.mu Naufrage du Wakashio: le capitaine a donné sa déposition aujourd’hui」
https://www.lexpress.mu/article/381514/naufrage-wakashio-capitaine-donne-sa-deposition-aujourdh
ui
・lexpress.mu Wakashio: deux heures d’audience et des révélations à la pelle
https://www.lexpress.mu/article/387760/wakashio-deux-heures-daudience-et-revelations-pelle
・lexpress.mu «Wakashio»: le «Hong Bang 6» a quitté Maurice
https://www.lexpress.mu/article/403979/wakashio-hong-bang-6-quitte-maurice
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Abstract
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海洋管理政策学

氏 名
Name

池上遥

論文題目
モーリシャス沖座礁事故と油濁損害賠償制度に関する諸考察
Title

2020 年 8 月 6 日、モーリシャス共和国の領海内で、日本企業が運航するパナマ籍の大型
貨物船「WAKASHIO」が座礁し、大量の燃料油を流出する事故を起こした。これによって、
多くのモーリシャス国民は大きな打撃を受けている。
「WAKASHIO」は、長鋪汽船が所有・管理している船舶である。長鋪汽船は、船員の手
配を行ったうえで、
「WAKASHIO」を商船三井に貸し出していた。この事故について、法的
責任は長鋪汽船に存在するが、商船三井は社会的責任から被害者への補償を申し出ている。
今回の事故が日本において報道された際に、各種メディアで「前代未聞」というような
言葉が使用されていた。モーリシャス本島の全周のおよそ 7 分の 1 の海岸が汚染されたと
いう規模感も、そのように評される一因であるが、何より異例とされていたのは、法的責
任がない商船三井が記者会見で謝罪し、長期的な支援を約束したことである。
本論では、歴史的にも稀な対応が取られているこの事故について深堀し、この事故に関
わる事実及び関連法令を明らかにするとともに、国際的な油濁損害賠償制度の歴史を概観
し、現行の制度へのつながりを示す。これらを踏まえて日本で同様の事故が発生したこと
を想定して考察を行い、最後に、国際環境法を概観し、現代の企業が負うべき社会的責任
の在り方について検討する。
第二章では、この事故がどのような経緯で発生したものかを示し、また、モーリシャス
政府が実施した被害者への援助や裁判等、事故に関係する出来事を時系列順に整理した。
また、日本における事故の扱いを概観し、関係企業である長鋪汽船や商船三井の対応や、
日本政府が出した声明を考察している。
第三章では、貨物船等の一般船舶の油濁損害賠償制度と、タンカー船の油濁損害賠償制
度を比較した。そして、制度として優れているタンカー船の賠償の仕組みを、一般船舶の
それに流用することは困難であるという結論を示した。同時に便宜置籍船の問題点にも言
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及し、海運業界が抱えている複雑な問題を今回の事故の文脈の中で整理した。
第四章では、もし、日本近海において今回と同様の事故が発生してしまった場合、日本
はどのような対処がとれるのか考察した。この章は二節で展開され、第一節では、
「WAKASHIO」のような航行をする外国船舶は、国連海洋法条約で保障されている、無害
通航の範疇にあるのか検討した。第二節では、日本近海で、外国船舶による座礁・燃料油
流出事故が発生した場合、日本はどのような国内法を根拠として、賠償を請求することが
できるのか考察した。
第五章では、今回の事故において、商船三井がしばしば使用している「社会的責任」に
ついて考察する。国際環境法の変化を示すことで、人間の自然環境に対する価値観の変遷
を概観し、そのような変化から生じた社会的責任と法的責任の関係について深堀していく。
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