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米国法－乗組員による船上での危険状況の通報懈怠 
US law – Crew’s failure to report hazardous condition aboard vessel 
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（Keesal, Young & Logan、シアトル） 
 

 

 
米国控訴裁判所は、乗組員が船舶の危険状況を

通報しないのは犯罪行為であると判示しました。 
 
米国の第 6 巡回区控訴裁判所の最近の判決1は、

乗組員が船舶の危険状況を直ちに米国沿岸警備

隊（USCG）に通報しないのは港湾水路安全法

の故意または意図的な違反にあたるとの陪審の

評決を復活させました。米国水域を通航する船

舶の所有者と運航業者は、その乗組員と運航要

員の全員に対して、危険な状況または災害が発

生した場合には直ちに USCG に通報することを

周知しなければなりません。一般的な基準につ

いては以下に触れますが、具体的な状況におい

て通知や通報を行う必要があるか否かについて

は、適用される米国の規則（連邦規則集または

C.F.R.）を参照して、その判断を行うようにし

てください。 
 
背景 
港湾水路安全法に基づいて公布された規則では、

米国水域を通航する船舶は、危険状況が発生し

                                                 
1 米国対運河バージ会社事件（U.S. v. Canal Barge 
Company）（2011 年 1 月 7 日第 6 巡回区控訴裁判所） 

た場合には、これを直ちに最寄りの USCG 事務

所に通報することが求められています。 
「危険状況が船舶上に発生したか、または船舶

もしくはその航行により引き起こされた場合、

船主、エージェント、運航業者、または責任者

は、直ちに最寄りの沿岸警備隊地区事務所また

はグループ事務所に通報するものとする（本条

を遵守した場合でも、C.F.R. 4.05–10 で要求さ

れる書面による報告を行う責任を免れるもので

はない）」2。 
 
「危険状況」とは、「船舶の安全に悪影響を及

ぼすことがあるあらゆる状況」を含むものと広

義に定義されています。 
「危険状況とは、米国の船舶、橋梁、建造物、

沿岸域、または港湾もしくは航行可能な水路の

環境の質に悪影響を及ぼす可能性があるあらゆ

る状況を意味する。これには、衝突、火災、爆

発、座礁、流出、損傷、乗船者の負傷もしくは

疾病、または人員不足等が含まれるが、必ずし

もそれに限られるものではない。」3。  
 
これらの規則に違反して、過失により危険状況

を通報しなかった場合には、民事罰が科される

ことがあります4。故意または意図的にこうした

通報を行わない場合には、クラス D の重罪とし

て刑事訴追を受けることがあります。刑事訴追

は、当該状況を通報する責任を負う従業員およ

びその雇用主に対して行われる可能性がありま

す5。また、当該規則の違反の対象となった船舶

には、対物責任が課されることがあります6。 
  
運河バージ（Canal Barge）事件 

                                                 
2 33 C.F.R. 160.215. 
3 33 C.F.R. 160.204. 
4 33 U.S.C. § 1232(a). 
5 33 U.S.C. § 1232(b). 
6 33 U.S.C. §  1232(c). 
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運河バージ事件7では、危険状況を直ちに USCG
に通報しなかったかどで、バージの所有者、そ

の陸上管理者、タグボートの船長たる従業員 2
名が刑事訴追を受けました。本案における危険

状況とは、船体の亀裂であり、この亀裂から貨

物のベンゼンの一部が漏れ出しました。勤務中

の船長が亀裂と漏れを陸上管理者に通報し、亀

裂を石鹸で塞ぐよう依頼したのに対し、陸上管

理者は、より丈夫な材料（ただし、恒久的なも

のではない）での補修案を提案しました。タグ

ボートに乗船していた別の船長も、亀裂と補修

の件を認識していました。その 4 日後に、当該

バージを別のタグボート会社が曳航している最

中に補修材が外れてしまうまで、誰も USCG に

通報していませんでした。 
 
USCG は、以下の 3 件の嫌疑でバージの所有者、

陸上管理者、両船長に対して刑事訴追を行いま

した。1. 危険状況の通報を意図的に怠ったこと。

2. 危険状況の通報を過失により怠ったこと。3. 
共同謀議により、通報を求める規則に違反した

こと。陪審は、危険状況の通報を意図的に怠っ

たことについては被告人の全員を有罪であると

しましたが、過失および共同謀議の罪について

は無罪としました。その後、第一審裁判所は、

通報の懈怠は、起訴された裁判地区とは異なる

裁判地区で発生したものであることを理由に、

被告人を無罪としました。 
 
第 6 巡回区裁判所は、危険状況を直ちに通報し

なかったことは継続的な違反であることから、

USCG が通報を受ける前にバージが通過したい

ずれの地区においても起訴は可能であるとして、

無罪判決を破棄しました。 
 
おそらくさらに重要なことは、第 6 巡回区裁判

所が、個々の被告人が亀裂を知っていたにもか

かわらずその通報を怠ったという事実は、その

乗組員が状況を知っていながら故意に船体の亀

裂の通報を怠ったという認定を裏付ける十分な

証拠であるとも判示したことです。この結論に

                                                 
7 米国対運河バージ会社事件（U.S. v. Canal Barge 
Company）（2011 年 1 月 7 日第 6 巡回区控訴裁判所） 

至った理由として、裁判所は、ベンゼンの漏出

はきわめて危険であること、被告人それぞれの

海事経験が長いこと、会社の油濁事故対応計画

書では流出または流出のおそれがある場合には

通報することが要求されていること、会社が実

施した全船長を対象とする通報訓練を受講して

いること、タグボートの乗組員が流出または補

修を日誌に記録しなかったことを挙げました。

裁判所は、これらの事実は、通報の懈怠が単純

なミスではなく故意または意図的な違反である

という陪審員の認定を十分に裏付けるものであ

るとしました。 
 
また、裁判所は、バージ会社の従業員によるこ

うした行為は会社の刑事責任を認定する裏付け

となると判断しました。裁判所は、バージ所有

者たる被告人の従業員は、流出を直ちに通報す

れば荷下ろしと補修に時間が取られてしまい、

会社に余分な時間とコストが生じてしまうと考

え、会社の利益を守る意図をもって行動したも

のであると認定しました。このように会社の利

益を守る意図があったことは、会社が有罪であ

るという認定の十分な裏付けとなりました。 
 
危険状況および海難の通報 
米国規則では、船舶は危険状況および一定の海

難事故を直ちに USCGに通報することを求めて

います。以下に記すように、規則はさまざまな

状況を対象としていることから、通報を要する

状況をここに簡潔にまとめるのは困難です。通

常は、「危険状況」の通知義務は、「海難」の

通知・通報義務よりも幅広い状況または災害に

適用されます。 
 
危険状況の通知義務は、33 C.F.R. 160.202、204、
215 に定められています。海難の通知・通報義

務は、46 C.F.R. 4.03-1、4.05-1、4.05-2、4.05-5、
4.05-10、4.01-3 のほか、これらの条項で引用さ

れるその他の C.F.R.に定められています。 
 
通報すべき危険状況の定義  
「危険状況」の定義（上記のとおり）は、かな

り簡潔なものですが、適用範囲は広範に及びま

す。危険状況は、「船舶、橋梁、建造物、沿岸
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域、または港湾もしくは水路の環境の質に悪影

響を及ぼす可能性があるあらゆる状況」を含む

ものと定義されています。さらに続けて、危険

状況は、例えば、衝突、火災、爆発、座礁、流

出、損傷、乗船者の負傷もしくは疾病、または

人員不足を伴う場合があるとしています8。 
 
「危険状況」を構成する事項の範囲については、

USCG の内部でさえ、解釈が分かれる可能性が

あります。米国の裁判所において、この「危険

状況」の定義について、意味のある解釈が行わ

れたことはなく、何が危険状況で、何が危険状

況に該当するかを裁判所が示した例はほんの少

ししかありません。米国の裁判所は、タンカー

やバージの船体の亀裂は危険状況に該当すると

判断していますが、遠隔錨地での走錨や補修し

た曳航索を使用して曳航を継続することは危険

状況には該当しないと判断しています。 
 
最近 USCG が行った 2 件の調査の状況から、

USCG が、危険状況の定義について、解釈に幅

を持たせている可能性があることが見て取れま

す。1 つは、港内艇の船体の小さい穴から流出

が生じていたもので、運航業者は穴が開いてい

ることを認識しながら、乾ドックで補修が施さ

れるまで監視していたというものです（ただし、

少量の水の浸入を定期的に排出してはいまし

た）。もう 1 つは、使用中のモーターにヒュー

ズの不具合が生じて、ステアリングギアモータ

ーを切り換えるほんの数秒の間に、ごく短時間、

操舵が制御できなる状況が発生したというもの

です。いずれも USCG への即時通報は行われて

いません。この２件（その他の同様の事故を含

めて）については、USCG が全く別のもっと深

刻な事故に関連して当該船舶運航業者を調査し

ていたときに、これも違反にあたる可能性があ

るとして USCG によって提起されたものです。

ここから、何が「危険状況」に該当するかにつ

いて、USCG が広く解釈することがあることが

わかります。 
 

                                                 
8 8 33 C.F.R. 160.204. 

通報すべき海難の定義 
すべての海難のうちの、通報すべきものが限ら

れています。海難については、その状況と事象

がより具体的に列挙されているため、危険状況

ほど広く解釈されることはありません。しかし、

海難の定義には、「船舶の堪航性、効率、航行

もしくは航路の適合性に影響を及ぼすか、また

は阻害するおそれのあるその他の状況」という

包括的な語も含まれていて、それが非常に広く、

さまざまに解釈される余地を残しています（海

難の正式な定義については、46 C.F.R. 4.03-1 を

参照）。 
 
しかし、USCG の海難通知義務は、以下に列挙

する一定の海難にのみ適用されます。通知義務

を要する海難は、具体的かつ狭義に定義されて

おり、それに該当する「災害」はわずかしかあ

りません。 
1. 故意でない座礁、または故意でない橋梁との

衝突。 
2. 航行、環境もしくは船舶の安全に対して危険

をもたらすか、または（a）（3）乃至（8）の

いずれかの基準に合致する故意の座礁または橋

梁との衝突。 
3. 主推進装置、主操舵装置、または船舶の操舵

性能を低下させる付属装置もしくは制御システ

ムの機能低下。 
4. 船舶の堪航性または航行もしくは航路の適合

性に重大な悪影響を及ぼす事象。これには、火

災、浸水、固定式消火システム、救命装置、補

助発電装置またはビルジポンプシステムの故障

または損傷を含むが、これに限定されない。 
5. 人命の喪失 
6. 専門的な治療（応急処置を超える治療）を要

する負傷であって、その負傷を負った者が船内

で業務に従事する被雇用者である場合は、その

者が日常業務ができなくなるような負傷。 
7. 25,000 米ドルを超える財産的損害を発生させ

る事象。この損害には、財産を事象発生前の状

態に回復させるのに要する人件費および材料費

を含むが、救助費、洗浄費、ガスフリー費用、

乾ドック入梁費用または滞船料は含まない。 
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8. §4.03–65 に定める、環境に著しい悪影響をも

たらす事象9。 
 
危険状況の通知義務には、ドル換算の基準は設

けられておらず、建造物、沿岸域、または環境

の質に「悪影響を及ぼすことがある」状況等、

船舶以外への影響や損害が多く含まれています。

海難の場合、通知・通報義務の対象は、船舶と

乗組員に対する危険（一定の例外あり）のほか、

高額の財産的損害と「著しい」環境危害に絞ら

れています。また、危険状況には、乗組員の疾

病または人員不足のほか、負傷も含まれていま

す。これに対して、通報すべき海難の定義では、

負傷または人命の喪失にしか触れられていませ

ん。 
 
USCG へはいつ通知しなければならないか？ 
通知は、「直ちに」（危険状況の場合）または

「安全性の懸念への対処後直ちに」（通報すべ

き海難事故の場合）行われなければなりません10。

理論的には対応可能ですが、危険状況に該当す

る事態が生じた場合に、船舶の乗組員がその事

態に対処した後に通報を行ったとしても通知義

務に違反とされる可能性はまずないように思わ

れます。危険状況を直ちに USCG に通知すれば、

通報すべき海難を「直ちに」USCG に通報すべ

き必要性も満たされます。 
 
通知義務はどこで適用されるか？ 
危険状況通知義務は適用される地域も広く、米

国内の「港湾または場所を発着する」あらゆる

船舶に適用されます11。USCG が米国を発着す

る公海上の船舶に、危険状況を直ちに通報する

ことを求める義務を強制できるか否かについて

は議論の余地があります。しかし、危険状況に

該当する場合には、到着通知書にて（必要に応

じて）報告し、それが米国水域内で発生したも

のである場合は、USCGに直ちに通知するよう

にしてください。 
 
海難の通知・通報義務は、全世界のあらゆる場

                                                 
9 46 C.F.R. 4.05-1. 
10 33 C.F.R. 160.215, 46 C.F.R. 4.05-1. 
11 33 C.F.R. 160.202. 

所を航行する米国籍船舶および米国水域内（通

常、米国の海岸から 12 マイル以内）を通航す

る非米国籍船舶に適用されます。また、排他的

経済水域内（通常、米国の海岸から 200 マイル

以内）を通航する非米国籍のタンカーの場合は、

環境への著しい危害または船舶の堪航性もしく

は効率に影響を及ぼす重大な損害を伴う一定の

災害および状況について、USCG に通知しなけ

ればなりません12。 
 
通知と通報の方法 
いずれの場合も、即時通知の方法については定

められていません。危険状況の通知は、「最寄

りの沿岸警備隊地区事務所またはグループ事務

所」に対して行わなければなりません。海難に

ついては、「最寄りの地区事務所、海事検査事

務所または沿岸警備隊グループ事務所」に直ち

に通知しなければなりません。 
 
USCG のすべての地区司令部には、24 時間対応

の電話が設置されており、VHF チャンネル 16
の監視も行っています。衝突、火災、落水者等

の重大な緊急事態が生じた場合に、直ちに実効

的に通報するには、VHF チャンネル 16 で

USCG を呼び出すのが最善の方法です。 
  
さほど緊急性の高くない場合、特にプライバシ

ー上の心配があるときまたは VHF チャンネル

16 を監視している全員に対して自船の状況もし

くは災害を一斉送信することを望まないときは、

USCG に電話をかけるのが望ましいと言えます。

USCG の地区の電話番号については、現地のエ

ージェントから入手するか、または VHF チャ

ンネル 16 で USCG に連絡して適切な電話番号

を尋ねてください。 
 
通知の内容 
いずれの規則にも、危険状況を即時通知の際に

通知すべき内容は定められていません。しかし、

通報すべき海難については最低限の通知要件が

定められており、これが「即時」通報を行う際

に最低限伝達すべき情報の指針となります。関

                                                 
12 46 C.F.R. 4.03-1. 
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係する船舶の名称および公式番号、船舶の所有

者またはエージェントの名称、災害の性質およ

び状況、発生した場所、負傷の内容および程度、

財産の損害が含まれます13。USCG に通知した

担当者が、通知の日時・内容に加えて、通知を

受けた USCG の担当者名、通知方法（該当する

場合は電話番号を含む）を記録しておくように

してください。 
 
書面による海難の報告 
通報すべき海難について、5 日以内に書面でも

USCG に報告しなければなりません14。この書

面による報告は、「海難事故、負傷または死亡

に関する報告書（Report of Marine Accident, 
Injury, or Death）」（様式 CG2692）によって行

う必要があります。一定の状況下では、追加の

様式（CG 2692A「バージ追加書（Barge 
Addendum）」または CG 2692B「薬物・アルコ

ール検査（Drug and Alcohol Testing）」）も

USCG に書面で提出しなければなりません。こ

れらの書式はすべて USCG から入手できます。

オンラインでも入手可能です。  
 
船舶の船長は、運航事務所および／または現地

の法律担当コレンスポンデントと災害および報

告案について話し合う機会を持てるまで、可能

な限り、海難の書面報告を差し控えるべきと思

われます。なぜなら、USCG に提出された書面

に事実に関する誤りがあれば故意の不実陳述ま

たは妨害と誤解されるおそれがあるほか、船舶、

乗組員、運航業者に対するさらなる問題（刑事

訴追の可能性を含む）をもたらす可能性がある

からです。 
 
通知に関して、船舶の運航業者が行っておくべ

き対策は？ 
1. USCG と米国司法省は、会社または乗組員が

故意または意図的に危険状況を直ちに USCG に

通報しなかったと判断した場合、そのかどで個

人および会社を起訴する法的権限を有していま

す。 
2. 船舶の所有者と運航業者は、その乗組員と運

                                                 
13 46 C.F.R. 4.05-5. 
14 46 C.F.R. 4.05-1. 

航要員の全員に対して米国の通報義務に関する

訓練を行い、また、通報義務を事故対応計画書

および訓練監査に組み込まなければなりません。 
3. 船舶の所有者と運航業者は、乗組員に対し、

通報すべき対象であるかどうかについて疑義が

ある場合には通報する方がよい旨を繰り返し周

知しておかなければなりません。 
4. 船舶の所有者と運航業者は、船舶と USCG と

の連絡がスムーズに行われるように、通航する

地域の USCG 事務所と良好な関係を築かなけれ

ばなりません。 
 
この通知または米国の危険状況または海難に関

する通報義務についてご質問がありましたら、

Gard までお問い合わせください。 
 
 

 


