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中国における汚染浄化費用に対する責任制限 
Limitation of liability for pollution clean-up costs in China 

 
最高法院は、一定の浄化費用は中国海事法に基づく責任制限の対象とはならないと判断しました。 
 

 
 
最近発生した Jiangmen Maritime Safety 
Administration of PRC v. the Owners of M/V 
ZEUS事件において、中国最高法院は、沈没、

難破、座礁、または遺棄された船舶から流出

したバンカー油の浄化に要した費用は、中国

海商法（Chinese Maritime Code ）第 207 条に基

づく責任制限の対象とはならないと判示しま

した。この事案の詳細は以下のとおりです。 
 
事実 
2008 年 9 月 24 日、台風ハグピートの影響を受

けて商船 ZEUS号が中国上川島 （Shangchuan 
Island）沖で座礁し、その結果、バンカー油が

流出し、油濁が発生しました。この事故では、

乗員全員が死亡（あるいは行方不明）となり

ました。 
 
事故後、江門海事局（Jiangmen Maritime Safety 
Administration）は、他の海事局から漁船を応

援に向かわせ、浄化作業に当たらせました。

浄化費用は、最終的に1,000万人民元（163万米

ドル）を超えました。 
 
2008 年 10 月 21 日、ZEUSの船主は、当該事

故から発生した海事債権（浄化費用に係る債

権を含む）に係る責任制限基金（SDR796,256、

約 122 万米ドルに相当）の組成を広州海事法

院（Guangzhou Maritime Court）に申請しまし

た。 
 
江門海事局が、船主による責任制限基金の組

成に異議を申し立てたものの、広州海事法院

はその申し立てを却下しました。これを受け

て、江門海事局は、責任制限基金に浄化債権

を登録し、広州海事法院に浄化費用の全額を

請求しました。 
 
約 40 の現地の水産養殖業者も、責任制限基金

に逸失収入に対する債権を登録し、後日、広

州海事法院に対する請求を提起しました。 
 
船主は、現地の会社と船骸・バンカー油に関

する除去契約を締結しました。船骸・バンカ

ー油の除去費用は、契約に従って支払われま

した。 
 
捜索救助費用や航行警報装置設置費用に係る

債権も存在しました。これらの債権について

は、裁判外で友好的に解決されました。 
 
第一審裁判所（広州海事法院）における浄化

費用に関する請求 
船主の主な主張 
第一審において、船主は、浄化費用は中国海

商法第 207 条に定める制限の対象とされるべ

きであると主張しました。 
 
中国海商法第 207 条は、同第 208条および第

209 条 1に別段の定めがある場合を除き、以下

                                                             
1 第 208 条は、主に、他の責任制限または制限の対象とな

らない債権（例えば、CLC 92 に基づく制限や共同海損分

担金に係る債権）に言及しています。第 209 条は、当事者

は自らに重過失または故意の不法行為があった場合には
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の海事債権について、責任を負う者は、責任

の根拠を問わず、中国海商法に従って責任を

制限することができると定めています。 
 
「(1) 船上で発生したか、または船舶の運航も

しくは海難救助作業に直接関連して発生した

生命の喪失または人身傷害または財産の滅失

毀損（港湾施設、泊地および水路ならびに航

行補助施設に対する損害を含む）ならびにこ

れらに起因する派生的損害に関する債権。[…] 
 (4) 本章の規定に従って責任を負う者が責任を

制限することができる損失を回避し、または

最小限に抑えるために講じた措置、およびか

かる措置によって生じる更なる損失を回避し、

または最小限に抑えるために講じた措置に関

する、当該責任を負う者以外の者の債権。 
 
前項に定めるすべての債権は、いかなる方法

で提出されたかを問わず、責任制限の対象と

することができる。ただし、責任を負う者が

契約で合意したところにより支払う(4)項に定

める報酬については、その支払い義務に関し

て、当該責任を負う者は、本条の責任制限に

関する規定を発動することはできない。」 
 
船主は、浄化作業に参加した当事者との契約

には署名していないので、第 207条(4)が適用

されるべきであると主張しました。また、第

207 条(1) も適用し得ると主張しました。 
 
船主はまた、中国海商法に基づく責任を本事

案にも適用すべきであることを証明するため、

様々な司法解釈や司法の指針を引用しました。 
 
江門海事局の主な主張 
江門海事局は、中国法には特定の債権に関す

る具体的な規定が設けられておらず、したが

って、浄化費用に関する債権は CLC 92 の制限

の対象とするか、しないかのいずれかである

と主張しました。 

                                                                                        
責任を制限する権利を失うと定めています。第 208 条と第

209 条はこの事案には関係ありません。 

 
また、江門海事局は、自らが浄化船・浄化車

との各種契約に署名したものの、これらの契

約は船主を代理して締結したとみなされるべ

きであると主張しました。これらの契約では

料金が合意されていることから、責任を制限

する権利を船主が有するはずがないと主張し

ました。 
 
江門海事局はまた、2008 年 5 月 23 日に施行さ

れた「船舶衝突事案の審理に関するいくつか

の問題に対する最高法院の規定（Provisions of 
the Supreme Court on Several Issues Concerning 
the Trial of Ship Collision Cases）」2（2008 年規

定）第 9 条にも言及し、この事案の汚染は、

その内容と結果という点で、船舶の衝突事故

から生じた沈没、難破、座礁、または遺棄さ

                                                             
2 1976 年 LLMC 第 2 条は、第 3 条および第 4 条に従うこと

を条件として、責任の根拠のいかんを問わず、以下の債

権は、責任制限の対象とする。 
(a) 船上で発生したか、または船舶の運航もしくは海難救

助作業に直接関連して発生した生命の喪失または人身傷

害または財産の滅失毀損（港湾施設、泊地および水路な

らびに航行補助施設に対する損害を含む）ならびにこれ

らに起因する派生的損害に関する債権。 
(b) 貨物、乗客またはその荷物の海上運送の遅延から生じ

る損失に関する債権。 
(c) 船舶の運航または海難救助作業に直接関連して発生し

た契約上の権利以外の権利の侵害から生じるその他の損

失に関する債権。 
(d) 沈没、難破、座礁、または遺棄された船舶（当該船舶

の船上にあるか、または船上にあったものを含む）の引

き揚げ、撤去、破壊または無害化に関する債権。 
(e) 船舶の貨物の撤去、破壊または無害化に関する債権。 
(f) 責任を負う者が本条約に従って責任を制限することが

できる損失を回避し、または最小限に抑えるために講じ

た措置、およびかかる措置によって生じる更なる損失を

回避し、または最小限に抑えるために講じた措置に関す

る、当該責任を負う者以外の者の債権。 
中国海商法は、1976 年 LLMC のほとんどを適用していま

す。残念ながら、(d)と(e)は中国海商法第 207 条（中国海

商法に基づいて制限し得るのはいかなる種類の債権であ

るかを取り上げたもの）に含まれていません。したがっ

て、中国海商法では、第 207 条の下に 4 つの項目だけが定

められています。当初は、(d)と(e)の債権は中国海商法に

基づいて制限すべきか否かに関する多くの論争がありま

したが、追って、最高法院が、2008 年に司法解釈を出し

ました。その司法解釈では、「無害化費用」は中国海商

法に基づく責任制限の対象とすることはできないと明確

に述べられています。最高法院が ZEUS 号事件で行ったこ

とは、何が残骸にあたるかという定義を拡大しただけで

した。 
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れた船が引き起こした汚染と異ならないと主

張しました。 
 
2008 年規定第 9 条では、衝突により沈没、難

破、座礁、または遺棄された船および船上の

貨物の引き揚げ、撤去、破壊または無害化に

関する請求について、責任を負う者は、中国

海商法に従って責任を制限することはできな

いと定めています。 
 
江門海事局が、ZEUS号（非タンク船）に

CLC 92 を適用する理由は以下のとおりです。 
 
– 2001 年バンカー条約（Bunker Convention）
は 2009 年 3 月に発効し、事故は 2008 年に発

生したことから、同条約は遡及的に適用され

るべきでないこと。 
 
– 2001 年バンカー条約を適用し得るとしても、

条約自体には、制限額はいくらとすべきか、

または浄化費用に関する債権が責任制限の対

象となるか否かが定められていない。同条約

第 6 条によると、答えは中国法に基づいて出

されるべきである。 
 
– 江門海事局は、上記の主張を根拠に、中国海

商法の責任制限がこの事案に適用できるとは

考えていなかった。 
 
– したがって、中国法に基づいて船主が言及し

得る唯一の制限は、CLC 92 の制限だけだとい

えよう。CLC 92 の制限額は中国海商法の制限

額や実際の浄化費用よりもはるかに高額であ

るため、実際のところ、それが適用されても、

船主にとっては無意味である。 
 
広州海事法院の決定 
広州海事法院は、江門海事局の主張を認め、

浄化費用については中国海商法に基づく責任

制限の対象とすべきでないと判示しました。

広州海事法院はまた、船主が浄化作業で何も

しなかったにもかかわらず、責任を制限する

ことが認められるとすれば、それは不公平で

あるとも考えました（船主が浄化を実施する

会社やスタッフの選任など、実際に何かを行

っていた場合、船主が責任を制限できなかっ

たであろうことに疑いの余地はありません）。 
 

 
 
広州海事法院の判決に対する見解 
この事案において、江門海事局が船主を代理

して浄化契約に署名する権利または権限があ

るとは中国法には定められていません。行政

局（江門海事局等）の権利は法律に明示され

るべきであることから、この点についての広

州海事法院の決定は正しくないといえるかも

しれません。また、船主は、訴訟前には、こ

れらの契約についての情報を持っていません

でした。 
 
浄化作業と船の無害化の内容はもちろん異な

るはずです。実際のところ、この事案では、

難破船を無害化（つまり、船上に残ったバン

カー油と船骸自体の処分）するため、船主は、

バンカー油と船骸の除去作業を委託すべく、

既に現地の会社と契約を締結していました。 
 
この争いでは、公平性は問題ではありません。

広州海事法院は、中国海商法に従い、それを

正確に解釈すべきだったのです。 
 
広東省高等法院への控訴 
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広州海事法院での手続きにおいて船主が行っ

た主張に加えて、上記の意見を追加した控訴

申立書が広東省高等法院（Guangdong High 
Court）に提出されました。残念なことに、広

東省高等法院は広州海事法院の判決を破棄せ

ず、広州海事法院の意見とほとんど同じ意見

を出しました。 
 
最高法院 
広東省高等法院の判決後すぐに、青島海事法

院（Qingdao Maritime Court）からある判決が

出されました。それは、煙谷海事局（Yantai 
Maritime Safety Administration）が、ある船の

衝突事故に際して、沈没した船から流出した

油の浄化に当たらせるために、（合意した料

金で）船を派遣した事案に関するものでした。

この事案でも、船主が青島海事法院に責任制

限基金を組成し、煙谷海事局は浄化費用を船

主に請求していました。この事案において、

青島海事法院は、浄化費用は中国海商法に基

づく制限の対象とすべきでないと判断しまし

た。中国は先例拘束性の原理を採用していな

いものの、ZEUS号の船主は、高等法院に上告

する際に、この判決を自身の主張に追加しま

した。 
 
最高法院は、ZEUS号事件における浄化費用は

中国海商法に基づく責任制限の対象とすべき

でないと判断しつつ、江門海事局は船主を代

理して浄化契約を締結し得たとする広州海事

法院と広東省高等法院の認定を覆しました。   
 
実際、最高法院は、本案に 2008 年規定の第 9
条を適用するために、新たな理論を構築しま

した。最高法院の論理的分析は以下のとおり

です。 
 
– 2008 年規定第 9 条によると、沈没、難破、

座礁、もしくは遺棄された船の引き揚げ、撤

去、破壊もしくは無害化に関する債権、また

はその船上の貨物の撤去、破壊もしくは無害

化に関する債権は、中国海商法に基づく制限

の対象とすべきではない。 
 
– ZEUS号事件では、バンカー油が船（または

船骸）から流出したものの、それは、やはり

船骸の一部であるとみなすべきである。 
 
– したがって、流出したバンカー油の浄化は、

船骸の無害化とみなすべきであって、船主は、

中国海商法に基づく責任制限を享受すること

はできない。 
最高法院が、船骸の定義を拡大することによ

り、一歩前に踏み出したことは明らかです。 
 
まとめ 
ZEUS号事件は、最高法院がこれまでに検討し

たことのない問題に関して最高法院が出した

興味のある判決です。下級審がこの判決で確

立された原則をどのように適用するか、中国

での将来の油濁事件に対して実際にどのよう

な影響が生じるかはまだ分かりません。 
 
 


