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ギリシャにおける新たな海洋汚染防止法令 
New Greek marine pollution legislation 

 

このほど、指令 2005/35 EC（船舶による汚染と違反に関する罰則）および理事会枠組決定（Council 

Framework Decision）2005/667JHA を実施する法 4037/2012 号がギリシャで成立しました。 

 

適用範囲 

法 4037/2012 号では、以下の地理的地域におけ

る海洋を航行する船舶による、MARPOL 条約

附属書 I および II に定める物質（油および有

害液体物質）の排出について規定されていま

す。 

– EU 加盟国の内水および領海 

– EU 加盟国が管轄権を行使する通過航行制度

に服する航行に使用される海峡 

– EU 加盟国の排他的経済水域 

– 公海 

 

違反 

故意であるか否か、また操船に起因するもの

か事故に起因するものかを問わず、いかなる

排出も法律違反とみなされ、罰金の対象とな

ります。ただし、以下の MARPOL 条約の規則

に基づいて認められる場合はこの限りであり

ません。 

– 操船に伴う船舶からの油または油性混合物の

排出を規制する附属書 I の規則 15  

– タンカーの貨物槽からの油または油性混合物

の排出を規制する附属書 I の規則 34 

– 有害液状物質の排出を規制する附属書 II の

規則 13 

 

例外 

新法の第 4 条は、MARPOL 条約の例外の一部

を取り込んでいます。具体的には、油または

有害液状物質の排出は、海洋での船舶の安全

の確保または人命救助に必要な場合や、汚染

を抑制するために行政機関（存在する場合、

旗国と領海国の両方）の承認を得て排出が行

われる場合には、違反とはみなされません

（附属書 I の規則 4.1 および 4.3、附属書 II の

規則 3.1.1 および 3.1.3）。 

EU 加盟国の内水および領海を除く上記のすべ

ての地域では、船舶またはその設備の損傷に

起因して排出が生じた場合には、排出は違反

とはみなされません。ただし、排出を防止ま

たは最小化するために、損傷の発生後または

排出の発覚後にあらゆる合理的な対策が講じ

られたこと、また、船主または船長が損傷を

発生させる意図をもって、または損傷がおそ

らく生じることを知りつつ未必の故意により

行為していないことを条件とします（附属書 I

の規則 4.2 および附属書 II の規則 3.1.2）。 

 

上記のことから、MARPOR の規則とは異なり、

EU 加盟国の内水または領海での事故による汚

染は免責されません。 

 

刑事罰 

法 4037/2012 号は、（MARPOL に定められて

いるように）事故による汚染を免責すること

なく、乗組員のみならず、故意または重過失

により、処罰の対象となる排出に寄与したそ

の他の者に対しても、懲役および罰金という

厳罰を科しています。 

 

裁判所は、実際の遂行者または共犯者のほか、

故意または過失により、何らかの点で処罰の

対象となる排出に寄与した可能性のあるあら

ゆる者に対して、（ギリシャの刑法典の規定

に従って軽減された）刑事罰を科すことがで

きます。これにより、船舶の管理会社の人

（取締役または DPA 等）、用船者、貨物の所

有者等が起訴される可能性があります。 

 

新法では、故意の排出について、以下のよう

な刑事罰を定めています。 
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a) 人命に対する危険、重大な人身傷害の危険

または広範囲の環境外乱もしくは環境災害の

危険を引き起こした重大な汚染の場合、5 年か

ら 10 年の懲役、3,000 EUR から 300,000 EUR

の罰金 

b) その他の単一の汚染事件の場合、1 年から 5

年の懲役、1,500 EUR から 50,000 EUR の罰金 

c) 海水の質の低下を付随的に招く軽微な排出

が繰り返された場合、6 か月から 5 年の懲役、

1,000 EUR から 15,000 EUR の罰金 

 

新法では、重過失または未必の故意による排

出について、以下のような刑事罰を定めてい

ます。 

a) 人命に対する危険、重大な人身傷害の危険

または広範囲の環境外乱もしくは環境災害の

危険を引き起こす重大な汚染の場合、6 か月か

ら 5 年の懲役、1,000 EUR から 15,000 EUR の

罰金 

b) その他の単一の汚染事件の場合および海水

の質の低下を付随的に招く軽微な排出が繰り

返された場合、3 か月から 5 年の懲役、200 

EUR から 3,000 EUR の罰金 

 

しかし、過失による排出に対する責任を負う

者が、汚染を著しく抑えたか、または当局に

速やかに通知することによりその効果に寄与

した場合には、上記の罰は、軽減されるか、

またはその全部が免除されることがあります。 

 

単なる過失（つまり、重大な過失または未必

の故意でない）により発生した排出は、法

4037/2012 号の下では処罰の対象となりません。 

 

上記の懲役刑は、排出の地理的な場所および

罪を犯した船舶の旗国を問わず、法 4037/2012

号に定められていることに留意する必要があ

ります。この点は、UNCLOS（1982 年の海洋

法に関する国連条約）第 230 条の規定と矛盾

しているようです――UNCLOS は、加盟国の

領海内で行われた故意による重大な汚染行為

の場合を除き、海洋環境の汚染の防止、削減

および規制に関する国内の法令または適用さ

れる国際的な規則および基準に対する外国籍

の船舶による違反については、金銭罰のみを

科すことができる旨を定めています。 

 

行政的罰金 

上記の刑事罰に追加して、60,000 EUR 以下の

行政的罰金が科される場合があります。重大

な事件の場合には、罰金は 60,000 EUR から

1,200,000 EUR に引き上げられることがありま

す。当局は、罰金が支払われるまで、または

ギリシャで営業している銀行から保証状が提

出されるまで、有責船舶の航行を禁止するこ

とができます。 

 

法人の責任 

法人は、当該法人の利益のために以下の者に

よって行われた法律上処罰の対象となる犯罪

行為について、500,000 EUR 以下の罰金に処さ

れる場合があります。 

– 個人か当該法人の機関の一部かを問わず、当

該法人を代理する権能または当該法人のため

に決定を行う権限もしくは当該法人の内部で

管理権を行使する権限を有する者 

– 当該法人内の者であって、代理する権能、意

思決定および管理権を行使する権限を有して

いる者による監督が不十分なために犯罪が行

われたときに、当該法人の管理下にあった者 

 

施行 

法律は、2012 年 1 月 30 日に施行されました。 

 

まとめ 

法 4037/2012 号は、乗組員のみならず、処罰の

対象となる排出に寄与したその他の者に対し

ても、懲役および罰金という厳罰を科すもの

ですが、これにより、海運業界では犯罪化さ

れる事案が増加するとともに、外国籍の船舶

に関しては 1982 年 UNCLOS 条約の第 230 条

と抵触することになります。 
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ギリシャの先例によると、欧州連合の法令

（および施行法）は、憲法に従属する法律に

優先します。したがって、ギリシャの裁判所

に提訴された場合、法 4037/2012 号の規定が上

記の MARPOL 条約および UNCLOS 条約の規

定に優先すると認められる可能性があります。 

 

この記事は、ギリシャの KGDI 法律事務所、

Kyriakides Georgopoulos & Daniolos Issaias から

ご提供いただいた情報を参考にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


