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オーストラリア、海洋施設に対する汚染責任の枠組みを強化 
Australia toughens its pollution liability regime for offshore units 

 
本稿では、2013 年海洋石油及び温室効果ガス貯留改正法（遵守措置第 2 号）の考察を行います。  
 

 
 
背景 
2009年8月21日に発生したオーストラリア北部

沿岸沖合のモンタラ・ウェルヘッド・プラッ

トフォーム（Montara Wellhead Platform）のガ

ス漏出事故により、海洋施設の安全性とその

環境への影響に対する懸念がオーストラリア

国内で一気に高まりました1。それを契機に、

公開調査（モンタラ調査）が実施され、2010
年4月20日にメキシコ湾で発生したディープウ

ォーター・ホライズン（DEEPWATER 
HORIZON）の爆発事故直後の2010年6月に報

告書（モンタラ報告書）がまとまりました。

近年、ニュージーランド沖合のRINA号、イタ

リア沿岸沖合のコスタ・コンコルディア

（COSTA CONCORDIA）号などの重大事故に

より、海上輸送と海洋活動は大きな注目を集

めました。こうした状況が相まって、オース

トラリアでは海洋活動を規制する新しい法律

が施行されることになったのです。 
 
2013年海洋石油及び温室効果ガス貯留改正法

（遵守措置第2号）（Offshore Petroleum and 
                                                             
1 Gard News 206 号の「ウエスト・アトラス－不運な掘削

リグ」、「ウエスト・アトラスの残骸撤去－規制認可／

法的認可取得マネジメントにおける偉業」、「ウエス

ト・アトラス－複雑極まるも成功裏に完了した残骸撤去

プロジェクト、その法制度とは」の記事を参照してくだ

さい。 

Greenhouse Gas Storage Amendment (Compliance 
Measures No. 2) Act 2013）（2013年法という）

が、2013年5月28日にオーストラリア議会で可

決され、女王の裁可を受けました。これは

2006年海洋石油及び温室効果ガス貯留法

（Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage 
Act 2006）（2006年法という）を改正したもの

であり、その目的は、既に高度に規制されて

いるオーストラリアの海洋石油探査の枠組み

をさらに強化し、2010年6月のモンタラ報告書

に含まれている勧告を実施することにありま

す。モンタラ報告書は、ジャッキアップ式掘

削リグ「ウエスト・アトラス（WEST 
ATLAS）」の複雑極まる残骸撤去の完了前に

まとめられました（しかし、その内容は2010
年11月まで公開されませんでした）。したが

って、モンタラ報告書は、事故の影響を処理

するための規制上の枠組みや、その規制上の

枠組みにおいてこうした複雑な残骸撤去作業

を実施する際に直面する障害については、何

らの結論も出していませんでした。その後、

規制の変更の必要性について会議や議論が行

われました。  
 
新しいオーストラリアの法的措置は非常に重

要です。しかし、損失または事故の防止に重

点が置かれたものであり、運航会社が事故処

理のために必要とする承認プロセスの簡素化

についてはほとんど考慮されていません。 
 
それらの変更には、迅速な汚染者支払義務や、

金銭的保証の取り組みの強化が盛り込まれて

いるため、運航会社や保険会社にとって非常

に重要なものです。また、これらの措置は、

海洋石油の権益保有者に罰金を科したり、認

可やライセンスを保留したり、より厳格な環

境浄化義務を課す（または国や規制当局がこ

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
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れらの作業を管理し、その費用を全額回収す

ることを許可する）ことにより、遵守を向上

させることを目的としています。厳格責任に

基づき民事／刑事罰を科し、上場企業である

運航会社に責任を負わせることにより、関連

企業は環境上の安全性をより考慮に入れたア

プローチを取るようになるものと思われます。

一定の行為を厳格責任に基づく刑事犯罪とし

て指定することにより、公共政策とは反対に、

保険を排除することができます。追加の金銭

的保証を提供させるこの新たな要件は、増大

する金銭上の義務を運航会社が履行すること

を確実にするためのものです。  
 
新たなアプローチ 
説明覚書（Explanatory Memorandum）で述べ

られているように、それらの変更（罰金や不

法行為を犯した組織名の公表）には意図的な

狙いがあり、問題のある企業に評判リスクを

もたらします。その措置の根拠となる政治的

メッセージは明らかです。 
 
「…. 海洋石油産業に従事している大多数の企

業は国際的な上場企業であり、ビジネス上の

評判とソーシャルライセンス（社会的営業免

許）を非常に重んじている。一定の情報の開

示命令を受ける可能性がある場合、それだけ

で、遵守を促し、抑止効果を生み出すという

大きな影響を及ぼすことができる…」 
 
2013 年法の改正 
 
– 海洋規制制度に代替施行メカニズム（違反通

知、日割りの罰金、民事刑罰規定、禁止命令、

一定の情報の開示命令）を導入。 
– 国家海洋石油安全環境管理庁（National 

Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority [NOPSEMA]）の検査官

が、石油の権益保有者に対し、海洋石油事業

が環境に与える可能性がある脅威を排除する

ことを要求する環境改善通知および環境禁止

通知を発行することを許可。 

– 石油の権益保有者に対し、何らかの流出があ

った場合に、操業の停止、流出の管理と処理、

適切な監視の実施、および流出が環境に与え

る影響の改善を行う法的義務を課す規定の導

入。 
– 国、準州、または規制当局が必要な環境対策

を自ら講じて、権益保有者からそれらの費用

を全額回収することを許可 。 
– 2006 年法の金銭的保証要件を強化すること

により、権益保有者が法的な汚染者支払義務、

および発生する可能性があるその他の特別な

規制上の費用を支払う義務を履行できる立場

にあることを確保。これは金銭的保証と保険

を組み合わせて達成することになります。 
 
2013 年法は、海洋施設運営者が安全を犠牲に

して利益の最大化を図っているという想定に

基づいたものになっています。海洋施設運営

者は既に他の多くの業界よりも高い安全規制

に直面しているという事実はほとんど考慮に

入れられていないようです。  
 
罰金メカニズムも同様に対象となっています。 
 
「海洋石油事業に関連する高い投資コストと

潜在的な利益を鑑みると、強力な金銭的罰則

は同法令の非遵守を抑止する最も有効な方法

の一つとなり得る。継続的な違法行為に対す

る日割りの罰金または民事刑罰規定が適用さ

れる場合、それらの罰金の累積的な影響は、

企業がそれらの規定を遵守し、非遵守を速や

かに是正するさらなる動機を与えるであろう。

ひいては、特定の行為に関連する潜在的な安

全性、環境または資源のリスクを低減するで

あろう」 
 
また、新たな金銭的保証の要件は、運航会社

が科せられる可能性がある罰金の支払能力を

確保するものである。 
 
主な変更点 
代替施行メカニズム 
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2006 年法に基づき実施可能な既存の施行メカ

ニズム、処罰および罰金は非遵守に対して効

果的で意義のある抑止力を提供するには不十

分であると結論付けられました。法律の複雑

さが遵守への理解と効果的な施行の障害にな

るという認識がありました。2013 年法には以

下のメカニズムが含まれています。 
 
– 違反通知 
– 禁止命令 
– 一定の情報の開示命令  
– 継続的な違反に対する累積罰金 
 
これらの変更の目的は、一連の施行手段を適

用することにより、「単に懲罰的な役目を果

たすのではなく、将来的な行動変化をもたら

すことも視野に入れた、よりターゲットを絞

った施行への対応」を確保することです。違

反通知、継続的な違反に対する日割りの罰金、

民事刑罰規定、禁止命令、および一定の情報

の開示命令の導入は、規制当局と裁判所が、

「遵守の成果の向上を促すために、[…]非遵守

の行為に対する適切かつバランスのとれた対

応」を取れるようにすることを目標としてい

ます。別個の法律も 2006 年法に民事刑罰制度

を導入しています。  
 
導入された一部の措置は潜在的に行き過ぎで

あると思われ、起訴に持ち込むために必要な

証拠の性質や訴訟手続きに適用される証拠に

対する刑事上の基準を変える可能性がありま

す。  
 
環境改善通知および環境禁止通知 
NOPSEMAの検査官は人に対するリスクを排

除するか最小限に抑えるために、労働衛生安

全禁止通知および改善通知を発行することが

できます。2013 年法では、 
 
– NOPSEMAの検査官は、石油の権益保有者に

対し、石油事業による環境への脅威を排除す

る対策を要求するために、環境禁止通知およ

び環境改善通知を発行することができます。  
– NOPSEMAに対し、検査官が発行した労働衛

生安全・環境禁止通知および改善通知を Web
サイトで公表することを要求しています。  
 

 
モンタラ報告書は、ウエスト・アトラスの複雑極まる残

骸撤去の完了前にまとめられました。 

 
この権限により、NOPSEMAの検査官は環境

禁止通知を発行できます。これは、検査官が

自らの裁量により、環境に対する差し迫った

重大な脅威があると判断した場合、特定の活

動もしくは特定の方法による活動を中止する

こと、または海洋船もしくは海洋構造物の運

航・運営を中止することを要求できます。

NOPSEMAの検査官は、環境管理法の違反ま

たは継続的な違反のリスクがあり、その結果

として環境に対する脅威が存在する場合、環

境改善通知を発行できます。環境禁止通知の

非遵守は違反行為に当たります。環境改善通

知を遵守しない場合、民事刑罰が適用される

可能性があります。 
 
通知の非遵守に対する 1 日の罰金の最高額は

51,000 オーストラリアドル、企業に対する罰

金の上限は最高 51 万オーストラリアドルです

が、非遵守が起きたすべての日に対して個別

の罰金が科せられるため、その罰金は上限を
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超える可能性があり、通知が遵守されなかっ

たすべての日に対して科され続けられます。 
 
「汚染者支払」の原則の適用 
「汚染者支払」の原則は 2006 年法に既に存在

していましたが、その適用が明確化され、特

に、重大な海洋石油事故の社会、環境、経済

に対する影響が取り上げられています。2013
年法では、  
– 石油流出が起きた場合、権益保有者に対し、

流出の阻止、封じ込め、管理、および除去を

行い、環境を保護するための是正措置を講じ、

適切な環境監視を実施することを要求する法

的義務を課しています。 
– 権益保有者がその法的義務を遵守しなかった

場合、規制当局（NOPSEMAまたは大臣）が

流出を除去し、環境を保護するための是正措

置を講じ、適切な環境監視を実施し、これら

の作業で負担した費用を権益保有者から全額

回収できることを規定しています。 
 
この請求権には責任要素はありません。これ

は単に、国または準州に支払うべき債務とし

ての費用と経費を回収する権利です。この請

求権は他の経済費用には適用されず、これら

については別個の法律で規制されています。 
 
金銭的保証 
また 2013 年法は、2006年法の保険規定を修正

して同規定の運用を明確化しています。これ

は、権益保有者が負う事業上のリスク管理の

責任を強化することにより、海洋石油の規制

枠組み内の汚染者支払原則の適用を支援する

ことを目的としています。この修正により、

権益保有者は、石油流出の影響の除去または

その他の改善に関連する費用を含め、その権

利に基づき実施する作業に関連して生じる費

用または債務のコストを支払うことを確保す

るために十分な金銭的保証を維持することが

義務付けられます。この措置は「保険」より

も広義であり、その他の様々な種類の金銭的

手段や自家保険にまで及んでいます。 

 
この金銭的保証は、「石油事業活動」の実施、

および日割りの罰金制度を含め、石油事業活

動に対する規制に基づく要求の遵守（または

非遵守）に関連して発生する費用、経費、お

よび債務に対する権益保有者の支払能力を確

保するのに十分でなくてはなりません。罰金、

事業活動に伴う法的責任、および浄化費用の

範囲を鑑みると、運航会社に要求される新た

な金銭的保証は非常に大きくなります。 
 
発効 
汚染者支払規定およびNOPSEMAが特定の命令

を下す権限に関する規定は、2013年5月29日に

発効しました。金銭的保証に関する規定は公

布後に発効する予定ですが、現時点では、正

確な時期については明らかになっていません。

その他の修正はまだ発効しておらず、一定の

規制権限法案（Regulatory Powers Bills）が女王

の裁可を得るまでは発効されない予定です。  
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海洋エネルギー安全スケジュール: 2009～2012 年 
Offshore Energy safety timeline: 2009-2012 

 
 
Gard News 206 号に掲載された 3 つの記事 1は、

Gardが保険を提供したジャッキアップ式掘削

リグ「ウエスト・アトラス」に関わる 2009 年

8 月の事故を取り上げたものです。ウエスト・

アトラスは、モンタラ油田プラットフォーム

（WHP）で操業中に制御不能なガス漏出事故

に遭遇し、規制当局が安全のためにウエス

ト・アトラス／モンタラWHPの周辺 2 キロメ

ートルの立入禁止区域を設定したために、そ

の後放棄されました。 
 
姉妹リグ「ウエスト・トライトン（WEST 
TRITON）」が交差するリリーフウェル（救助

井）を掘削する作業を請け負い、2009 年 11 月

に、漏出ガスを制御するための封じ込め用液

体のポンピングが開始されました。そのとき、

突然ガスが点火し、ウエスト・アトラスとモ

ンタラ WHPが炎上しました。最終的に重比重

の泥状液体をポンプ注入したことでガス流出

が止まり、救助井が塞がれ、2010 年 1 月まで

に栓が設置されました。 
 
オーストラリア当局はその事故の調査を委託

し、その結果が 2010 年 6 月に報告されました

（モンタラ報告書）。同報告書は、主に油田

運営者による多くの過失を特定すると同時に、

規制機関にも責任があると指摘しました。モ

ンタラ報告書は、様々な勧告を掲載し、そし

て、法的規制が強化されることを予想しまし

た。 
 
ウエスト・アトラスは、推定全損と分類され

ました。このリグは Gard と P&I 保険契約およ

び総合賠償責任リスク保険契約

                                                             
1 「ウエスト・アトラス－不運な掘削リグ」、「ウエス

ト・アトラスの残骸撤去－規制認可／法的認可取得マネ

ジメントにおける偉業」、「ウエスト・アトラス－複雑

極まるも成功裏に完了した残骸撤去プロジェクト、その

法制度とは」記事を参照してください。 

（Comprehensive General Liability Cover [CGL]）
を締結しており、残骸の撤去作業が着手され

ました。これは、厳格な法的規制の下で、海

難救助と海洋建設産業の知識と技能を結集し

て行われました。2011 年 10 月にリグは無事撤

去され、シンガポールに曳航後、売却されま

した。 
 
2010年4月に米国メキシコ湾でディープウォー

ター・ホライズンの事故が発生しました。大

きく報道されたこの重大な海洋掘削事故を受

けて、G20の首脳陣は2010年に、G20諸国と国

際機関で構成される地球海洋環境保護（Global 
Marine Environment Protection [GMEP]）ワーキ

ンググループを率先して設立しました。その

任務は、「海洋環境の保護、海洋探査・開発

および海上輸送の関連事故の防止、およびそ

れらの事故の影響への対処に向けてのベスト

プラクティスを共有する」ことです。 
 
2011 年 4 月 14 日に、米内務省は第一回海洋エ

ネルギー安全性閣僚フォーラムのホストを務

めました。「海洋掘削と封じ込め」と題する

同フォーラムは、特にモンタラとマコンドの

事故から学んだ教訓と油井の封じ込め技術の

開発に焦点を当てたものでした。オーストラ

リアの代表者はモンタラの事故とオーストラ

リアの政策対応に関するプレゼンテーション

を行いました。  
 
2011年8月10～11日に、オーストラリア政府の

主催による国際海洋石油規制当局・運営者サ

ミット（International Offshore Petroleum 
Regulators and Operators Summit）がオーストラ

リア西部のパース市で開催されました。同サ

ミットは、各国政府、業界関係者、および規

制当局が2009年のモンタラの事故と2010年の

メキシコ湾の事故から学んだ共通の教訓を検

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651907/24_WEST_ATLAS_Gard_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651908/27_The_WEST_ATLAS_LOC%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651909/32_WEST_ATLAS_Wikborg_Rein%20RV.pdf
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討するための場となりました。また、既存の

海洋石油の規制上の枠組みを強化するための

ベストプラクティスを特定するための機会と

もなりました。 
 
2011年8月24日に、オーストラリア政府は1999
年環境保護・生物多様性保全法（Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999）
の独立評価報告書（ホーク・レビュー）への

回答を公表しました。オーストラリア政府は

その回答の中で、NOPSEMA2、3が管理する環

境認可システム／プロセスの合理化に同意し

ました。 
 
2012年6月に、ノルウェーで2012年海洋エネル

ギー安全性閣僚フォーラム（2012 Ministerial 
Forum on Offshore Energy Safety）が開催されま

した。同フォーラムは、各国政府、規制当局、

海洋石油業界が確認した既存および新たな海

洋安全性の優先事項に焦点を当て、法律、規

制アプローチ、および業界の活動のベストプ

ラクティスを通じて、海洋石油事業の安全性

を向上させるための継続的な取り組みを支持

しました。  
 
 

                                                             
2 国家海洋石油安全環境管理庁（The National Offshore 
Petroleum Safety and 
Environmental Management Authority）。オーストラリア連

邦の領海および州権限が付与されている沿岸水域におけ

るすべての海洋石油施設の衛生安全、構造上の完全性、

環境管理を規制する連邦政府の公的機関。 
3 Gard News 206 号に掲載された記事「オーストラリア、

汚染防止法を厳格化」では、オーストラリア海洋保全局

（AMSA）が主導するオーストラリアの汚染に関する規制、

特に 2011 年 12 月に発効した海事法改正法（Maritime 
Legislation Amendments Act）の厳格化について取り上げて

います。 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651906/23_Australia_toughens_pollution_laws_jp%20RV.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651906/23_Australia_toughens_pollution_laws_jp%20RV.pdf

