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Gard Insight 

米国の船主−1990年米国油濁法の指定により原油流出事故の清掃お

よび補償に対して責任を免れない 

 

こちらは、英文記事「US vessel 

owners cannot contract out of 

liability under OPA 90 for oil 

spill clean-up and 

compensation」（2017 年 11 月 29 日

付）の和訳です。 

 

米連邦第５巡回控訴裁判所により、

船舶の管理権を、傭船するか他の方

法で引き継ぐ米国の船主は、裸傭船

者や運航者に関する過失作為、さら

には違法作為に対して OPA 90 に

定める責任を負わせる可能性があ

るという。米国の弁護士であり、

Liskow＆Lewis ニューオーリンズ事務所の株主である David Reisman 氏に United States v. American 

Commercial Lines の判決要旨についてお話し頂いた。 

 

背景 

 2008 年 7 月に、原油を積載したはしけを曳いていたタグボートが、航路を外れて外航タンカーの航路

に入り込んで衝突し、おおよそ 30 万ガロンの原油がニューオーリンズ州のミシシッピ川に流出してしま

った。そのタグボート「MEL OLIVER 号」の所有者は American Commercial Lines (ACL)という会社で

あったが、同社は MEL OLIVER 号を１日につき 1 米ドルで DRD Towing Company (DRD)に向けて裸傭

船に出した。その後、ACL は、DRD から MEL OLIVER 号を定期傭船した。衝突の際には、MEL OLIVER

号が ACL 所有の原油を満載したはしけ DM-932 号を押航していた。その数日前には、MEL OLIVER 号

の船長が操船を放棄し、（船長の直属下でなければ操船の免状がない）舵手に責任を転嫁した。事故の際

には、休憩なしで 36 時間近く働いていた舵手が操船中に居眠りしていたようである。それが故に、タン

カーの TINTOMARA 号は、はしけ DM-932 号に衝突し、はしけは破断してミシシッピ川に沈没した。は

しけの船主である ACL は、1990 年米国油濁法(OPA 90)の指定により、責任当事者だとされていた。 

関係者の補償責任の裁判では、裁判官は衝突の責任が 100％DRDの方にあり、ACLおよびTINTOMARA

号（衝突したタンカー）には責任がないと判断した。また、DRD は、船舶の運航および証拠隠滅に関連

して連邦法の違反で起訴され、有罪判決を受けた。米国政府は、ACL および DRD に対して OPA 90 に基

づいて起訴し、2 千万米ドルにものぼる流出油清掃費用を請求しようとした。その 2 千万米ドルは、ACL

がすでに支払っていた 7 千万米ドルに加算された。DRD が破産申請をし、最終的には追加の 2 千万米ド

ルについて政府に有利な判決が下された。ACL は、「第三者の過失」（33 U.S.C. § 2703(a)）により、OPA 

90 の責任に対し完全に抗弁する権利があると、上訴した。33 U.S.C. § 2704(a)の規定により、責任範囲
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を制限する権利があると主張した。米連邦第５巡回控訴裁判所は、その主張を却下し、ACL に対して 2

千万米ドルを支払う義務があるという判決を支持した(United States v. American Commercial Lines, 

L.L.C., No. 16-31150, ___ F.3d ___ (5th Cir. 11/7/17))。 

 

OPA 90 

 OPA 90 とは、エクソン・ウァ゙ルディーズ号の原油流出事件を契機に制定された法律であり、「油流出

に対して迅速かつ効率的に対応できるとともに、油流出の被害者への補償および石油業界内においてコ

ストの内部化を実現するように、連邦法を合理化する」ことを目的とする（Rice v. Harken Exploration 

Co., 250 F.3d 264, 266 (5th Cir. 2001)）。油濁の処理費用および損害に対して責任のある「責任当事者」

に責任を負わせることにより、その目的を達成している（33 U.S.C. §2702(a)）。船舶からの流出に関し

ては、その「責任当事者」は「船舶を所有、運航、および裸傭船する者」（33 U.S.C. §2701(32)(A)）と

されている。 

 

見解 

１）ACL は 33 U.S.C. §2703(a)(3)に規定される「第三者」であるとして OPA90 上の責任がないと主張

することはできない 

 船舶所有者である ACL は、「責任当事者」として適格である。OPA 90 はよく「厳格責任」のスキーム

とされているが、責任のある当事者が「証拠の優越で、原油…の流出およびその損害またはその除去費用

が（１）不可抗力、（２）戦災、（３）責任当事者の従業員や代理人でない第三者、または責任当事者との

契約関係に関連して生じた第三者の作為または過失…または（４）（１）、（２）および（３）の任意の組

み合わせに起因した（33 U.S.C. §2703(a)）（強調は引用者）」ということを立証すれば、責任を回避でき

ることとなっている。ACL は、当該流出が第三者（DRD）の作為または過失に起因し、DRD との契約関

係「に関連して」生じたことではないと主張した。米連邦第５巡回控訴裁判所は、「に関連して」につい

て、OPA 90 に定める責任当事者に対する幅広い責任を考慮して解釈しなければならないと指摘し、「油

流出が第三者の作為または過失によるものであり、責任当事者と第三者間の契約関係がなければそのよ

うな作為や過失は起こらなかった（強調は引用者）」場合には、第三者を理由として抗弁の主張ができな

いという結論に至った。当該事件では、ACL と DRD 間の契約関係がなければ、DRD の作為（MEL OLIVER

号の不注意な操縦）が起こらなかったということが明らかである。すなわち、傭船契約がなければ、DRD

が MEL OLIVER 号を運航していなく、原油流出も起こらなかったということになる。DRD の作為および

過失が適用法に違反し、契約条件に直接違反したという事実にもかかわらず DRD の作為が契約関係「に

関連して」生じたものではないという ACL の主張を裁判所は認めなかった。よって、OPA 90 に基づい

て第三者を理由として抗弁する権利が ACL にないという判決を維持した。 

 

２）ACL には 33 U.S.C. § 2704(a)に定める責任制限を主張する権利がない 

さらに、ACL は 33 U.S.C. § 2704(a)に基づいて責任を制限する権利があると主張したが、その主張も

却下された。33 U.S.C. § 2704(a)の責任制限規則とは、原油が流出した船舶のトン数に基づいて、責任
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当事者の負債を特定のドル金額に制限するという規則である。裁判所は、§2704(a)に規定する責任制限

は「事件が（A）責任当事者の重過失行為または故意の不法行為、または（B）責任当事者、責任当事者

の代理人・従業員、または責任当事者との契約関係に基づいて行動する者に適用される連邦の安全・建

設・運営規則に違反することにより生じたものである場合には適用しない」（33 U.S.C. § 2704(c)(1)）

と指摘した。DRD の作為が重過失行為または故意の不法行為であるのは明らかであるが、問題なのは

DRD が ACL「との契約関係に基づいて」行動したかどうかということである。「に基づいて」という言葉

の意味は、「に関連して」よりも狭義であるが、責任当事者との契約関係の義務を履行するにあたって重

過失行為、故意の不法行為または規則違反を犯した場合には「に基づいて」という「条件」が満たされて

いると、裁判所が判断した。本件において、DRD は ACL との契約関係の義務を履行するにあたって重過

失行為・故意の不法行為を犯した。ACL のはしけを曳航し、原油貨物を運送する義務を DRD に負わせる

定期傭船契約である。それで、米連邦第５巡回控訴裁判所は、事実的には責任がないのに、ACL に責任

制限を主張する権利がないと判断した。 

 したがって、米連邦第５巡回控訴裁判所は、地方裁判所が下した、ACL が OPA 90 に基づいて抗弁す

る権利がないという略式判決を認め、ACL に対して、すでに支払っていた 7 千万米ドルに加え、油濁清

掃費用として 2 千万米ドルを米国政府に対して支払うように命令した。 

  

Gard の結論－世界的に考えよう 

 世界的には、原油の流失およびその補償は、（米国が顕著な例外だが）油濁民事責任条約（CLC）が規

定しています。CLC は、清掃費用を含む原油流出に対して厳格責任を原油が流出した船舶の登録船主に

負わせ、この規定により傭船者を請求から保護します。さらに、CLC 92 条約により、請求者が油濁の損

害が「損害を引き起こす意図をもって、または無謀に損害がおそらく生じるとの知見をもって引き起こさ

れた、個人的な作為または過失に起因した」ことが立証できない限り、登録船主は責任を制限することが

できます。また、CLC には、登録された船主が、原油流出が「損害を与えると意図して行われた第三者

による作為または過失に完全的に起因した」ことが立証できれば、絶対的な抗弁が存在します。その責任

制限額は一般に P＆I クラブが提供する強制保険により保証されています。 

 Gard Handbook on Protection of the Marine Environment の 15.2.3.2-3 を参照 

 

 CLC の責任転嫁とは対照に、OPA 90 には「連帯責任」の規定があるため、米国法においては清掃費用

と補償の合計に対して複数の当事者に責任を負わせる可能性が検討されることになります。したがって、

事実的には、乗組員を雇っていない ACL には責任がないのにもかかわらず、ACL は船主として「責任当

事者」に該当するので、結局責任があると認められました。この結果は、責任を登録船主に責任を転嫁す

る CLC 条約のもとでも変わりません。 

我々の見解としては、より大事なのは責任制限の規定の解釈ということではないかと思います。米連

邦第５巡回控訴裁判所は、ACL と DRD との間の二つの傭船契約、すなわち、裸傭船と定期傭船の区別を

していません。ACL が責任制限できないという判断するにあたって、裁判所は ACL のはしけを曳航する

義務を DRD に対して負わせた定期傭船契約に重きを置いたのかもしれません。つまり、その契約がなけ
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れば、原油流出がなかったということです。DRD がこの定期傭船契約に違反したにもかかわらず、DRD

と DRD の従業員の重過失行為に対して ACL が責任を負わされ、責任制限する権利が認められませんで

した。ここで、CLC の下では、CLC には責任制限に関する規定において契約関係に関する記載がないた

め、判決は違っていたでしょう。 

このような状況の下では、DRD に裸傭船して定期傭船で戻すことは、ACL の油濁に対するリスクの軽

減にはならず、むしろ責任制限条項の解釈によりリスクがまさに増加したと言えるでしょう。米連邦第５

巡回控訴裁判所の判決は、船主が運航・支払い能力・保険の観点から傭船者と運航者を慎重に吟味する必

要があることに焦点を当てることに相違ありません。船主に相互 P＆I 保険を提供することに加え、傭船

者の汚染責任だけでなく、GARD は、油濁やその他傭船者の P＆I リスクおよび船体損害リスクもカバー

する包括的な傭船者責任保険も提供しています。 

 

David Reisman 著 

Liskow & Lewis, New Orleans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠することによ

って生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されております。翻訳の正確

性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証するものではありません。した

がって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡く

ださい。 


