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米国法 – 厳格責任法に基づく刑事責任 
US law – Criminal responsibility under strict liability laws 

 
SELENDANG AYU号事件が、船の有責性と責任に関する全体像を変えました。 
 

 
 
事故と救助の試み 
2004 年 12 月 6 日、パナマ船籍のばら積み貨物

船 SELENDANG AYU号は、66,000 トンの大

豆を積んでワシントン州シアトルから中国西

安市に向かっていました。同船には約 340,000
ガロンのバンカー油をはじめとする石油製品

（潤滑油等）も積載されていました。大圏針

路を進んでいた同船は、ベーリング海におい

て冬の嵐に遭遇しました。 
 
ユニマック海峡を通過した後、エンジンが故

障し、12 月 6 日の正午頃に停止しました。そ

のとき同船の位置は、北西 46 マイル（74 
km）、最寄り港（ダッチハーバー）から約

100 マイル（160 km）のところでした。エンジ

ン故障の原因として、第 3 シリンダーの亀裂

が疑われました。機関士らは、そのシリンダ

ーを隔離し、残る 5 つのシリンダーを使って

エンジンを再始動して、修理設備の整ったダ

ッチハーバーに向かおうとしました。その日

の 21 時までに第 3 シリンダーの隔離には成功

したものの、再始動には失敗し、同船は漂流

を続けたのでした。万一船が座礁した場合に

燃料の流出を防ぐため、燃料が船内タンクに

移されました。 
 

翌朝、エンジンの残り 4 つのシリンダーにも

亀裂が生じていることが判明しました。乗組

員らが、修理とエンジンの再始動を試みたも

のの 1、その努力もむなしく、不首尾に終わり

ました。米国沿岸警備隊（US Coast Guard 
[USCG]）にその状況が報告されました。しか

し、SELENDANG AYU号はアリューシャン列

島のある南方に向けて漂流しており、その海

域では、いかなる船も曳航支援を提供するこ

とができないことになっていました。 
 
12 月 7 日、ヘリコプターHH-65 ドルフィンを

搭載した USCGのカッター船 ALEX HALEY
号が現場に到着しました。その 4時間から 6
時間以内には、外航曳船 SIDNEY FOSS号も到

着する予定になっていました。そのほか、曳

船 AMES DUNLAP号も、ダッチハーバーを出

帆しました。AMES DUNLAP号は、

SELENDANG AYU号の船尾に連結して同船の

向きを風上方向に変えて、ウナラスカ島から

遠ざけるという役目を担っていました。しか

し、AMES DUNLAP号は ELENDANG AYU号

に連結後すぐに、安全上の理由から、曳航索

を切断するか、切り離すかの判断を余儀なく

されました。荒天が続き、再び曳航を試みる

ことができる状況ではありませんでした。そ

こで、ELENDANG AYU号は、錨を使える浅

瀬に移って錨を 1 つ降ろし、1時間ほどそこに

止まりました。左舷錨が船の船首に巻き付き、

右舷錨が使えなかったのです。ALEX HALEY
号が、右舷錨も降ろせるようにするために曳

航索を取り付けようとしたものの、これも不

調に終わりました。その日の遅く、

                                                             
1 後日、米国政府は、シリンダーの亀裂は不適切な保守と

荒天時の不適切な操作によって生じたものであると主張

しました。同船関係者らは、この主張に異議を唱えまし

た。 
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SELENDANG AYU号は、ウナラスカ島の北海

岸沖で座礁し、貨物の大豆やバンカー油のほ

か、有害物質が海に流出する事態となりまし

た。環境に対する事故の影響を最小限に留め

るために、船の沈没に備えて、冷海水中で燃

料が凝固するようにバンカー油の加熱を止め、

燃料を船内タンクに移すという措置が取られ

ていたものの、環境当局の推定によると、

SELENDANG AYU号から最大 128 万リットル

の燃料油（338,000 ガロン）が流出したという

ことです。 
 
37 マイル以上の海岸線が影響を受け、有責当

事者によって環境対応活動に何百万ドルもの

費用が投入されました。しかし、その取り組

みの甲斐なく、何千羽もの海鳥を死に追いや

ることになりました。 
 
同船関係者が厳格責任違反に問われる 
2007 年、米国司法省（Department of Justice 
[DOJ]）は、船主の刑事訴追が必要であると判

断しました。DOJは、ウナラスカ地域の天然

資源の保護と、この海域を航行する船舶によ

る、彼らが言うところの「同様の行為（similar 
conduct）」の防止に関心を寄せていました。

政府は、「安全をもてあそび、環境保護を目

的とする法律に違反する企業は、訴追される

ことになるであろう」と表明しました。 
 
この抑止力を補強するため、DOJは、同船関

係者に1,000万米ドルの罰金を科しました。船

主は、Refuse Act of 1899（1899年廃棄物法）

違反に係る2つの訴因（米国の航行可能な水域

への大豆と油の廃棄）と渡り鳥条約法

（Migratory Bird Treaty Act）違反に係る1つの

訴因（流出した油を摂取した渡り海鳥の「捕

獲（taking）」）で起訴されました。この罰金

の内訳は、社会奉仕活動に400万米ドル、リス

ク評価とその地域の危険を低減するための関

連プロジェクトの実施に300万米ドル 、アラス

カ海洋国立野生生物保護区アリューシャンク

レームユニットに100万米ドルなどです。この

ほか、メンテナンスプログラムの監査を実施

するという特別条件の付きの3年間の保護観察

処分も課されました。この起訴の珍しい点は、

裁判所がこれらの法令を「厳格責任」犯罪と

解釈した点であり、これに従うと、DOJは、

行為が行われたことだけを証明すれば十分で

あって、その意図を証明する必要はなくなる

のです。また、「厳格責任」においては、必

要性、脅迫、正当な目的など、他の刑事事件

に見られる通常の抗弁は認められません。 
 

 
罰金には、アラスカ海洋国立野生生物保護区に対する100

万米ドルも含まれています。 

 
このアプローチは、海運業界にとっては問題

となるものです。2007年以前、連邦政府が海

上事故に関連して刑事訴追を行ったのは、重

大な原油流出を招いた4件のみです。つまり、

United States対 Exxon事件、United States対
Rivera事件（T/B MORRIS J. BERMAN）、

United States対Eklof Marine Corp., Inc.事件、

United States対Bouchard Transportation Company
事件の4つです。このいずれの事案においても、

政府は、原油の流出は被告人の過失の近接的

な結果であって、水質浄化法（Clean Water Act 
[CWA]）に基づく軽犯罪に該当するものであ

ったことを事実審で証明したか、または司法

取引において被告人にこのことを認めさせま

した。CWAは、米国水域への汚染物質の排出

を規制し、表流水の水質基準を規制する基本

構造を定めたものです。CWAの基礎になるも
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のは、1948年に制定された連邦水質汚濁防止

法（Federal Water Pollution Control Act）と呼ば

れていた法律でしたが、これが1972年に大幅

に再編成されて拡大されました。1972年の改

正と共に、「水質浄化法」が同法の一般的な

名称となりました。CWAに基づき、環境保護

庁（Environmental Protection Agency [EPA]）は、

業界向けの排水基準を定める等、汚染防止プ

ログラムを実施しています。また、表流水中

のすべての汚染物質に関する水質基準も定め

ています。 
 
こうした初期の事案の中には厳格責任を問わ

れたものもありますが、SELENDANG AYU号

事件までは、原油流出について、1989 年廃棄

物法と渡り鳥条約法で認められていた厳格責

任犯罪のみを根拠に起訴／刑事訴追が行われ

たことはありませんでした。 
 
SELENDANG AYU号の関係者は、選択の余地

がないと感じ、原油流出に関連する 3 つの厳

格責任犯罪について罪を認めました。DOJが
専ら厳格責任違反の罪で船主を起訴したのは

現代史の中でもこの時だけです。 
 
船が起訴された根拠となる法律  
 
廃棄物法（Refuse Act of 1899） 
1899 年河川港湾法（Rivers and Harbors Act of 
1899）が最も古い環境刑法です。通常、廃棄

物法として知られているものです。同法は、

許可を得た場合を除き、米国の航行可能な水

域への廃棄物の排出について、厳格刑事責任

を定めています。廃棄物法は、特に、あらゆ

る種類の廃棄物（残留物質を含む）の排出を

禁止しています。本事案においては、事故の

結果として廃棄されたものであるという事実

に反して、油と大豆が「廃棄物（refuse）」と

みなされ、したがって、これらを米国水域へ

排出したことは廃棄物法に反するとされまし

た。 
 

渡り鳥条約法（Migratory Bird Treaty Act 
[MBTA]） 
これは、原油流出に関連するもう一つの厳格

責任法です。MBTAは、方法を問わず、渡り

鳥を殺傷することを禁じています。同法は、

渡り鳥が原油流出により殺傷された場合に適

用されてきました。MBTA違反には、鳥を殺

傷する故意は必要ありません。MBTAは厳格

責任法であるため、認められる唯一の抗弁は、

被告人の行為が渡り鳥の殺傷を引き起こした

のではないというものです。 
 
政府が、廃棄物法または MBTAに基づいて有

罪判決を支持する場合、厳格責任犯罪に関す

る訴追において、知識、意図、過失を証明す

る必要はありません。政府は、廃棄物が米国

の水域に流入したことまたは渡り鳥が殺傷さ

れたことを証明するだけでいいのです。した

がって、原油流出問題では、廃棄物法と

MBTAがよく根拠とされます。この 2 つの法

律に基づいて起訴されると、流出事故に関わ

った船主や運航業者等が刑事責任を負う危険

性が高くなります。 
 
虚偽の供述の申立てと調査の協力 
DOJは、SELENDANG AYU号の船長と乗組員

は事故調査中に虚偽の供述をしたと主張しま

した。米国政府は、USCGと国家運輸安全委

員会（National Transportation Safety Board）に

対する陳述書の提出に際しての船の乗組員の

行為を理由として、虚偽の陳述という訴因を

提出できる状態にあったと考えています。

2005 年 4 月 1 日、船長はこの罪を認め、それ

に伴って、刑事訴追に対する同船関係者の抗

弁が複雑になりました。 
 
同船関係者らは、乗組員の虚偽陳述に対する

使用者責任を認めたものの、座礁は、同船関

係者またはその関係者に対する過失の結果で

あったと引き続き主張しています。同船関係

者らは、良好な協力を認めた上で、DOJの方

針、原則、連邦訴追・環境犯罪部門任意開示
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方針（Federal Prosecution & Environmental 
Crimes Section Voluntary Disclosure policy）に従

ったこと、そして、調査中に米国政府が虚偽

陳述の訴因および同船関係者に対して CWA違

反で起訴された場合に適用される罰則を断念

することに同意したことを、証明しました。 
 
民事責任の制限 
DOJが厳しい「無過失（without fault）」刑事

罰を科したにもかかわらず、国家油濁基金セ

ンター（National Pollution Funds Center [NPFC]）
は、2012 年 1 月 27 日付の決定において、1990
年油濁法に基づく請求と損害に対する責任を

制限すべきという SELENDANG AYU号の船

主と運航業者の主張を認めました。 
 
NPFC は、エンジン事故、その後エンジンを再

始動できなかったこと、同船が座礁する前に

同船の救助に失敗したことに関する証拠を調

査しました。 
 
NPFC は、同船関係者は、事故は悪意のある故

意、重過失または故意から生じたものではな

いことの立証責任を果たしたと判断しました。

また、米国法令の違反は認められませんでし

た。肯定的に見れば、同船の船主と運航業者

は流出後の対応活動に協力し支援したと判断

されたということです。 
 
この判断によって、船主、運航業者のほか、

各種保険会社は、限度額を超えて費やされた

金額を実質的に回収できたものの、これには

罰金は含まれてはいません。 
 
得られた教訓 
– 厳格責任法では抗弁を主張する余地がほとん

どありませんが、現地の当局に正直であった、

協力的であったなどの積極的な行為が船舶に

有利に働くことがあります。 
– 一体的な取り組みも有用な場合があります。

船舶の船主、用船者その他の関係者は、お互

いに責任を押し付けるのではなく協力するこ

と、そして、大局的に捉えることで利益を得

られることがあります。 
– 今日のように即時に情報が広がる環境下にお

いては、あらゆる形態のメディアの影響に常

に注意を払うことが重要です。電子ブログや

ソーシャルメディアは、伝統的なテレビやラ

ジオよりも早くニュースを紹介することが少

なくありません。 
– 環境コンプライアンス計画（Environment 
Compliance Plan [ECP]）を実施することで、環

境法違反を理由として、犯罪捜査や訴追など

のために入港船舶が拘束される可能性を低め

ることができます。監督や独立検証などの要

素を盛り込んだ幅広い包括的な ECPも、船員

らの法令遵守に対する意識を高め、不遵守の

問題を減らす上で役立ちます。 
– 厳格責任法に基づく刑事責任は、責任を制限

する船主の能力には影響しない可能性があり

ます。重大な事故の場合には、制限の可能性

を確保するため、直ちに弁護士に相談すべき

です。 


