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22 年を経て、フランスの裁判所は責任の制限を認容 
Limitation of liability is upheld by French courts – 22 years on 

 

フランスの裁判所での裁判から 22 年を経て、漸く 1976 年 LLMC に従って責任を制限する権利が船

主に与えられました。しかし、申立人がフランス最高裁判所に上告する可能性があることから、裁

判はまだ終結したとは言えない状況にあります。 

 

 
 

はじめに 

IMO の各条約の基本原則の一つは、調和です。

これは、申立人の利益と、責任を負うことに

なる当事者（船主であることが多い）の利益

とを妥協させるということです。このことは、

民事責任条約等の条約でも明確です。この条

約では、事実上の厳格責任を認めることと引

き換えに、船主には、条約の範囲内にある債

権に対する自己の責任を制限する、ほとんど

不可侵の権利が与えられます。同様の調和は、

1976 年海事債権責任制限条約（Limitation of 

Liability for Maritime Claims Convention [LLMC]）

とその議定書でも見られます。LLMC は、責

任自体に関するものではなく、ここで確保さ

れている調和とは、条約の範囲内にある債権

に対する自己の責任を制限する事実上の不可

侵の権利を船主に与える一方で、これより前

の 1957 年の制限条約の下で適用される 1 トン

当たりの責任限度額を実質的に引き上げると

いうものでした。1976 年 LLMC のいくつかの

議定書により責任限度額が実質的に引き上げ

られましたが、制限を妨げるためのテストは

変更されていません。このことは、そのよう

な原則が各国によって広く受け入れられてい

ることを明確に示しています。制限を妨げる

テストは、1976 年 LLMC 第 4 条に以下のとお

り定められています。 

 

「責任を負う者は、損失を生じさせる意図を

もって又は無謀にかつ損失の生ずるおそれの

あることを認識して行った自己の作為又は不

作為により当該損失の生じたことが証明され

た場合には、自己の責任を制限することがで

きない。」 

 

この条文に基づく立証責任は申立人にあるこ

と、そのような立証責任を果たすことは非常

に難しいことが一般的に認められています。

例えば、「Limitation of Liability for Maritime 

Claims」（第 3 版）で、Griggs 氏、Williams 氏

は以下のように述べています（原文は英文で

す）。 

 

「[…]1976 年条約第 2 条(1)では、「次条及び

第 4 条の規定に従うことを条件として、…責

任の制限の対象とされる」と定められている。

これらの文言には、制限を主張する当事者が

第 4 条の規定の範囲内で制限を妨げる行為を

犯したことを証明する証拠が提示されない限

り、制限する権利が自動的に適用されるとい

う新制度の基礎となる基本理念が反映されて

いる。また、第 4 条の文言そのものからは、

制限する権利を争う者が制限を妨げる行為を

証明しない限り、制限する権利が存在するこ

とが明らかである。」 

 

にもかかわらず、明らかに上記の「基本理念」

を免れようとして随時、訴訟を提起する申立

人（LLMC や同様の条約の締約国である国を
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含む）がいます。そのような事案の一つがド

イツ船籍の小型船 HIEDBERG 号に関するもの

です。その事故は 1991 年 3 月に発生しました。

いくつかのフランスの裁判所で審理された後

にボルドー控訴院が 2013 年 1 月に出した判決

は、フランスが締約国である 1976 年 LLMC の

制限規定に依拠する権利を船主に与えたよう

です。しかし、申立人がフランスの最高裁判

所である破毀院1に上告する可能性があること

から、事故から 22 年が経過している今でも、

事件は終結したとは言えない状況にあります。 

 

HEIDBERG 号事件 

HEIDBERG 号は、水先案内人を乗せて 1991 年

3 月にボルドーを出帆しようとしていたところ、

操船を誤り、油桟橋に衝突し、大きな損壊が

生じたことに伴い、1976 年 LLMC に基づいて

船主が責任を制限することができるはずの金

額を著しく超える債権が発生しました。この

ような場合の通例に従い、船主は、事故後す

ぐに責任制限基金を設定しました。責任制限

基金が設定されたものの、現地の裁判所が、

船舶の差押えを解除することを拒否したため、

同船は差し押さえられたままボルドーに足止

めされる中、この事案がフランスの裁判所で

争われることとなりました。差押え解除の問

題については、フランス政府とドイツ政府の

外交的取引が行われ、1993 年の秋に漸く船舶

の出帆が認められるまでに、破棄院において 3

つの異なる審理が行われました。この取引が

どれほど外交的な判断で行われたものであっ

たかお分かりいただけるでしょう。 

 

しかし、長らく足止めされたことも、この後

に続く出来事の幕開けにすぎなかったのです。

船舶の差押えの解除を巡る問題が論じられて

いる中、フランスの別の法手続きが進められ

た結果、船舶が乗組員不足であったこと、そ

のような明白な乗組員不足が事故の原因また

は一因となったこと、そして、かかる乗組員

                                                            
1 破毀院(Cour de Cassation)は司法訴訟に関するフランスの

最高裁判所。破棄院とも表記される。 

不足であるとの主張は LLMC 第 4 条のテスト

を満足する「責任を負う者」の側の行為であ

ることを理由に、ボルドー裁判所は、船主は

自己の責任を制限できないとする判断を行い

ました。申立人への支払いが命じられた金額

は、船主の責任限度額の約 25 倍であったと言

われています。船舶の解除を認めてもらうた

めには、船主は、この金額を支払うより他は

なく、事故後 4 年ほどたって、同船は、漸く

ボルドーから出帆できるようになりました。

しかし、その際の乗組員の人数は事故当時と

同じであり、フランスまたはドイツから課さ

れた配乗水準に関する要求事項は適用されて

いないようでした。 

 

法律上の戦いは続きました。船主は、ボルド

ーの第一審裁判所の判決を受けて控訴し、引

き続き、自己の責任を制限し、申立人に支払

った超過額と考えられる金額を回収する権利

があることを主張しました。申立人はこれに

抵抗し、船主が制限手続きにおいて偽造文書

を裁判所に提出したとして、船主を刑事告訴

しました。この訴訟が刑事控訴裁判所によっ

て却下されたのは 2003 年になってからのこと

です。 

 

その 2 年後の 2005 年に、民事の控訴裁判所か

ら判決が出されました。控訴裁判所は、船主

は責任を制限することはできないとする第一

審裁判所の判決を支持しました。控訴裁判所

は、その判断にあたり、第一審裁判所での申

立人の申し立てとは逆に、船舶の配乗は適切

であったと判断しました。しかし、控訴裁判

所は、船主は効率よく協力し合えるように適

切な訓練を船長と乗組員に受けさせておらず

（ただし、この点を申立人は提起していませ

ん）、このことが制限を妨げる行為にあたる

と判断しました。そして、船主は、破毀院に

上告しました。2007 年、船主は上告で成功を

収めたものの、その根拠となったのは手続き

上の問題であるにすぎず、この事案で提起さ

れた根本的な問題は取り上げられませんでし
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た。また、この判決を受けて、破毀院は、問

題を控訴裁判所に差し戻したことから、船主

は、控訴裁判所が、2005 年に出した判決と多

少理由は違えども、同じ判決を出す危険性に

さらされることになったのです。 

 

その結果は、船主にとってほろ苦いものとな

りました。最初の判決と異なり、控訴裁判所

は、今回、事故は航行上の単純なミスによる

ものであり、船主の側には、自己の責任の制

限を妨げるような乗組員不足の問題やその他

の行為はなかったと判断しました。船主は、

漸くこの点で勝訴したのです。しかし、この

判決が出たのは、破毀院が事案を控訴裁判所

に差し戻してから 5 年、そして事故が発生し

てから約 22 年が経過した 2013 年 1 月のこと

です。申立人にはこの判決を破毀院に上告す

る選択権があるため、問題が終結したとはま

だ言えません。 

 

コメント 

かつて、あるイギリスの裁判官が「遅れてき

た正義は無いに等しい」とコメントしたこと

がありました。本事案が 22 年間も続き、まだ

終結しないかもしれないという事実は、当該

の法制度が優れている証になることはありま

せん。このような長期化がいずれかの訴訟当

事者から歓迎されているとも思えません。 

 

本事案と同じように、船主が 1976 年 LLMC に

基づく責任を制限しようとした試みに対して、

他の法域で提起された訴訟と比較した場合、

船主が責任を制限できる権利を否定したフラ

ンス裁判所の最初の判決は、LLMC 第 4 条の

文言とその解釈に矛盾するように思われます。

多数の「制限事案」が英国裁判所に提起され

ています。各事案は、もちろん、それぞれの

事実によるものですが、今日まで報告された

事案の中には、英国裁判所が「責任を負う者」

（つまり船主）の側の行為が制限する自己の

権利を妨げるようなものであったと判断した

事例はありません。制限問題を判断する際に

フランスの裁判所が適用するテストは「損失

を生じさせる意図をもって又は無謀にかつ損

失の生ずるおそれのあることを認識して行っ

た自己の作為又は不作為により当該損失が生

じた」かどうかではなく、重過失のテストで

あると（特に、著名なフランスの弁護士数名

から）言われています。 

1976 年 LLMC 等の国際条約が効果的かつ効率

的に機能するには、具体的な事案の訴訟がど

こで行われようとも、その解釈は一貫性をも

って行われる必要があります。船主に責任を

制限する権利を与えたボルドー控訴裁判所の

2013 年の判決により、将来、LLMC の解釈に

一貫性が確保され、他の船主が正義を獲得す

るのに 22 年も待たなくて済むようになること

が望まれます。 


