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国際海運における船員の保護
-

国連海洋法条約による対応とその問題点

正会員

要

逸見

-

真（(独)海技教育機構海技大学校）

旨

国際海運において海洋汚染等の不法行為を惹起した過失犯として、あるいは密輸他の嫌疑により沿岸国に
不当に拘束され処罰を受ける船員は少なくない。国際法上の被害者個人の救済は伝統的に国籍国の外交的保
護に依存してきたが、船員の保護には一般に国際海運を律する旗国主義の原則に基づいた保護権、旗国によ
る保護が行使される。定説は外交的保護が国際慣習法によって確立されたとする一方で、そのような言質の
ない旗国による保護は国連海洋法条約の規定と国際海事機関の定めたガイドラインに準じて執り行われてい
る。慣習法化した一般国際法としての基盤を持たない旗国による保護という国家実行は、法的拘束力のある
条約や国際海運にイニシアティブを持つ国際機関の制定したガイドラインによってその実効性、即効性が高
められてはいるものの、旗国による保護は旗国自体の消極性、旗国と拘束当事者である沿岸国との利益均衡
を図る条約の趣旨の他、国家実行上の外交的保護との並置による救済方法の不統一等、様々な問題点を抱え
ている。本講演ではその検討について、国連海洋法条約による対応を中心として報告することとしたい。
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1. はじめに

Sea 号のクロアチア人船長、一等航海士、フィリピ

国家の領域内での犯罪には、行為者の国籍の如

ン人甲板長が薬物密輸の疑いで逮捕された。密輸の

何を問わず国内法としての刑事法が適用されるが、

証拠は見出されなかったにも拘わらず、一航士は 1

領域外での実行による効果が領域国内に生じた犯罪

年以上の収監中、精神に支障を来して自殺を試み、

(1)

にも国内刑法が適用されると解されている 。

船長は 17 ヶ月後に無罪となるもギリシャを追放さ

刑事法の適用は船舶と共に他国領域に入る外航

れた。

船員をもその対象とする。国家領域である内水、領

上記の事案の何れも沿岸国刑事法に則った措置

海はもとより、領海外にある外国船舶による犯罪、

とはいえ、過失犯罪に対し、あるいは不十分な嫌疑

例えば環境汚染を引き起こした過失犯や密輸の嫌疑

により極めて長期に渡って船員が拘束されるという

に対し、容疑者である乗組員に沿岸国刑法が適用さ

妥当な執行であったとはいい難い。

れる。その沿岸国による執行が、国際標準に照らし

国家による制裁を受けた外国人の救済は、主とし

て明らかに不当な拘留や処罰を科す事例は少なくな

て国際法上、その国籍国による外交的保護に依るが、

い。

船員の救済は旗国主義に準じた旗国の救済に依ると

例えば 2006 年、米国は内水である港内で発生し

の国際的な理解がある。

たコンテナ船 Zim MexicoⅢ号事件では、本船の操

本講演では旗国による船員保護の問題点を、「海

船機器であるスラスターの不具合により船体が接触

洋法に関する国際連合条約」(以下、国連海洋法条約)

した岸壁クレーンが倒壊してオペレーターが死亡、

の関連規定を中心に検討した結果として報告する。

本船のドイツ人船長が故殺罪で告訴され収監された。
結果として船長は釈放されたが、事故より 11 ヶ月後

2. 国際法による対応

のことであった。

2.1 外交的保護
国際法上、国外において損害を被った自国民を救

2007 年、同じくギリシャのパトラス港では Coral
194

第129回講演会（2013年11月8日,9日） 日本航海学会講演予稿集 1巻2号 2013年10月3日

済する法的な対応を外交的保護という。他国領域に

ガイドラインの骨子は、船員の公正な取り扱いの

おける少なくない船員保護の事案にこの手法が用い

問題は寄港国または沿岸国、旗国、船員の国籍国、

られている。

船舶所有者及び船員自身等、関係する当事者全ての

国連の傘下にある国際法委員会は 2006 年、
「外交

直接的な責任として認識しなければならないとされ

(2)

的保護に関する条文草案」を採択した 。外交的保

ている点にある(7)。本ガイドラインもこれらの当事

護の行使の要件の一つである、被害者が保護権を行

者が携わるべき、それぞれの取り組みや対応を列挙

使する国家の国籍を継続しなければならないとした

する形でまとめられている。

原則は、
この草案第 5 条に規定されている。
規定上、

3. 国連海洋法条約による対応

救済の対象となる被害者は、損害が発生した日より

既に指摘した通り、国際法上の伝統的解釈は外交

国籍国による救済請求の申請の日まで、継続してそ
(3)

の国民でなければならない とされる。この主旨は、

的保護を国家の権利と見做し、被害者の救済請求を

外交的保護においては被害者の国籍が保護権行使の

受理、行動の如何を決定するのは国家の裁量として

根拠であること、及びその行使は国籍国の権利であ

いる。また保護の行使は被害者の国籍国に限定され

る旨を示したものである。

る。一方、上記のガイドラインには船員と保護当事

外交的保護制度に動揺を与えているのが人権思

者間の国籍のリンクを必要としない旗国による保護

想である。世界人権宣言の唱える人権の国際標準は、

や、船員の国籍国他を含めた関係当事者を列挙して

国籍のリンクを必要とする外交的保護と異なり、国

網羅的に被害者救済の実効性を高めている。

籍の如何に拘わらず国民及び外国人に等しく適用さ

人権の観点より見れば、ガイドラインは外交的保

れる。外国人が国民と同様に国連憲章や人権条約の

護よりもその趣旨に近似するといっても良いであろ

下での保護に依存することが可能となったことより、 う。またガイドラインの示す救済の方向性は国際海
外交的保護は必ずしも必要な制度ではなくなってい

運の現状に即し、国籍に縛られる外交的保護に比べ

(4)

る との指摘もある。

て即効性が期待できるが、法的拘束力はない。外交

2.2 旗国主義

的保護、ガイドライン以上により確実な船員保護を

船舶は原則、旗国の管轄下にある。これを旗国主

図るには、国籍をリンクとせず且つ一定の強制力を

義という。国際海運の法的な側面に通底する大原則

有する普遍的な法的対応が必要となる。

である。

国連海洋法条約は船舶とそれに付随する船員の

この原則には、旗国によって国籍の付与された船

保護を一体的に扱い、旗国主義による船舶または、

舶上にある個人の保護をも含むとの、国際法上の観

及び船員保護を条約の形で具体化している。

(5)

念がある 。旗国による船員の保護はこの旗国主義

関連する主たる規定は排他的経済水域に関する

に依るものであり、これに基づく対応の一つとして

第 73 条(沿岸国の法令の執行)の、拿捕された船舶及

「海難事故時における船員の公正な取り扱いに関す

び乗組員の合理的な保証金の支払いと釈放を定めた

るガイドライン」を挙げることができる。

第 2 項、船舶抑留時の旗国への通報を規定した第 4

このガイドラインは海難事故時、事故を惹起させ

項、海洋環境の保護に関する第 220 条(沿岸国による

た船員を拘束した沿岸国の公正な対応を促す検討の

執行)の、保証金または金銭上の保証要求に関する適

ために発足した、国際海事機関(International Maritime

当な手続きに従った場合の船舶の航行の確保に関す

organization, IMO) 及 び 国 際 労 働 機 関 (International

る第 7 項、同じく領海の内外における環境汚染につ

Labor Organization, ILO)の合同ワーキンググループ

いての刑罰の規制に関する第 230 条(金銭罰及び被

により 2006 年、
ソフトローの形式に則り作成された。 告人の認められている権利の尊重)、紛争の解決に関
ガイドラインは海難時、沿岸国当局による海難の

する第 292 条(船舶及び乗組員の速やかな釈放)と複

調査に関連した船員の公正な取り扱い、及び拘留期

数あるが、その中核を為す規定は 292 条であると見

(6)

間が必要以上に長期化されないことを目的 として、 て良い。実際にも沿岸国による不当な長期の拘留や
沿岸国の公的機関による船員拘留の全ての事案につ

処罰からの実際の船員の釈放も、国連海洋法条約第

いて適用される。但しあくまでも法的拘束力を伴わ

292 条に準拠して執行される傾向が見られる。

ないソフトローとしての役割に限定されている点に

本条は同じく条約第 73 条 2 項にいう、乗組員釈

は留意しなければならない。

放のための合理的な補償金の支払いまたは同様の他
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の金銭上の補償が沿岸国当局に提供されても尚、船

えられるか否かが問われなければならない。

舶や乗組員が解放されなければ、締約国である沿岸

現状、人権擁護システムの欠缺部分には、国際

国及び本船の旗国が合意する裁判所または国際海洋

法の原点に立ち返った国家による被害者保護が必要

法裁判所へ、船舶及び乗組員の釈放を求めて提訴す

となる。国家が主体となって行使する外交的保護や

る権限を旗国に認めたものである (第 1 項)。釈放を

旗国による保護はその役割を失ってはいないように

要求する当事者は原則、旗国と定められているが、

思われる。

旗国により権限を与えられた者による釈放請求も認

そのような旗国主義に依る船員保護の実践を現

められている(第 2 項)。

代の国際海運の慣行に即して解釈し法的に強化、国

本規定は条約第 15 部(紛争の解決)に置かれ、船舶

家実行を促すのは国連海洋法条約に代表される国際

及び乗組員に関する沿岸国と旗国との間の紛争解決

条約の規定であり、これに準じた国際判例であり、

を目的としたものである。また国際海運における船

関係当事者間の協力を目指して国際機関により策定

舶の保護と管理の権限が旗国にあるとした伝統的な

されたガイドラインというソフトローである。中で

旗国主義を改めて確認、適用すると共に、便宜置籍

も法的強制力を擁した国連海洋法条約の規定は重要

等、旗国と船舶の運航の実体が乖離する現在の海運

であるが、一方で以下のような問題を見逃すことは

実務における慣行を考慮して、実際の受益者にも請

できない。

(8)

求の提起を認めている 点が指定できる。

第一に手続き的な問題として、国連海洋法条約第

乗組員については本条規定の適用と並行して、そ

292 条による救済は、船舶が沿岸国当局によって既

の国籍国による外交的保護権の行使も可能である。

に没収された後の提訴について具体的な解決策を提

外交的保護権の行使にはその行使の以前において国

示していない。あくまでも沿岸国の拘留下にある船

際法上、加害国における国内救済完了の原則、即ち

舶を対象とした救済であり、本船が没収された後の

被害者自身が加害国における自らの権利侵害救済の

乗組員の救済についても明示されていない。沿岸国

ための手段を尽くすことが求められているのに対し

による船舶の没収は珍しくなく、また拘留後、比較

て、それが問われない上記規定による救済は、乗組

的短期に執行される場合もある。

員の人権保護の観点からも評価できるように思われ

この点は条文の改正によって明確化することが

る。

望ましいが、実際に適用される沿岸国国内法との整

実際に過去、多くの判例がこの条項に従って裁定

合という問題をも含む。没収の有効性について等、

されている。船舶及び船員の釈放のリーディングケ

今後の国際判例の蓄積による解決が待たれる。

ースと表現しても良い、1999 年に国際海洋法裁判所

第二に第 292 条は旗国主義に基づいた措置を定め

が裁定したサイガ号事件では、旗国による乗組員の

たものであるとはいえ、旗国と沿岸国双方の利益の

保護の有効性が争われた。1997 年 10 月 28 日、ギニ

均衡が考慮されて制定された経緯がある。拘留され

アの排他的経済水域の南側境界外で漁船に対して補

た船員の処遇が人権に悖ると見做されても、釈放の

油を行っていたサイガ号は、ギニアの警備艇より攻

ための保証が沿岸国に対して為されなければ、関係

撃を受け同国へ連行され、本船と船長を含む 7 名の

する裁判所への提訴も困難となる。保証の多くが船

(9)

乗組員が拘留された 。1997 年 11 月 13 日、旗国で

舶所有者の保険に依存している現実、また当該保険

あるセント・ビンセント・グレナディーンは国連海

には原則、船員の保釈料は見込まれていない点を考

洋法条約第 292 条に基づき、本船及び乗組員の釈放

慮すれば、本条の適用が安易に図れるとはいい難い。

を求めて国際海洋法裁判所へ提訴

(10)

、裁判所は拘留

締約国の批准を経て発効する条約の性質より見

が違法であると判じた。

れば、船員保護を侵害する沿岸国ではあっても、締
約国であればその利益を条約が考慮せざるを得ない

4. 問題の所在

のは当然でもある。しかし条約の性格が船員の人権

近年の人権擁護の拡大に従って、人権に基づき被

擁護を劣後させる方向へ働くことは、国際法におけ

害者自らによる請求権行使の権限が認められている

る強行規範に抵触する可能性もあり、慎重な検討が

と声高に唱えても、船員について述べれば、入国管

必要と思われる。

理という正規の外交ルートを経由せず、沿岸国に一

第三に、船員の保護にあたり旗国主義による保護

方的に拘禁される中、自らの擁護を訴える機会が与

と外交的保護の二つの保護が両立し、何れかに優先

196

第129回講演会（2013年11月8日,9日） 日本航海学会講演予稿集 1巻2号 2013年10月3日

順位は付け難いとされている(11)他、実務上も船員保
護の事案には旗国による保護と外交的保護が併存す
る。このような優先順位のない救済策の並列が、旗
国による対応を躊躇させる要因とはならないか、危
惧されるところである。但し趨勢を見る便宜置籍国
等、旗国の対応にも十分な期待が掛けられない状況
の中で、二つの救済策が並置される救済体制の意義
もまたあり得べきであり、ケース毎における具体的
な対応の如何の決定は、前掲ガイドラインに準じた
関係当事者の責務となるものと思われる。
上記の何れの問題についても、国際法による対応
は条約法、ソフトローの整備及び判例の集積と、時
間の経過が法原則の抽出を果たして国際的なコンセ
ンサスの醸成に繋がっていくことを期待したい。
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