船の
の安全と信
信頼感が根
根付いた組
組織
Ship safety
s
and hhigh reliabillity organisations
企業は深
深い信頼感を
を育む文化をど
どのように築
築けばよいのでしょうか？
？
ていたことが分
て
分かり、私は
はがっかりし
しました
…」。しかし、
…
、入渠作業そ
そのものには
は満足し
たようです。
た
作業では、多
多少の作業の
の省略と、
会社が要求す
会
る手続の一部
部割愛が見ら
られたも
のの、期日通
の
通りに完了し たことを良しとして、
慰労のため船員
慰
員たちと一緒
緒に夜の街に
に繰り出
したというこ
し
とでした。
この監督は、今
こ
今回の作業の
の成功に満足
足してい
ました。しか
ま
し、彼は本当
当に会社にとって利
益になること
益
をしたのでし
しょうか――
―それと

Torkel S
Soma 氏（Proopel Maritim
me Managemeent

もその反対で
も
しょうか。物
物事がうまく進まな

Consultiing（オスロ）
）パートナー
ー ）

かった場合、今
か
今回、この監
監督が機関長
長に対し
て行ったよう
て
に、他者を避
避難するのは
は簡単な

2012 年 1 月。私が座
座席で飛行機の
の離陸を待っ
っ

ことです。ま
こ
た、次のよう
うな重要な問
問いにつ

ていたと
ところ、次のようなアナウ
ウンスが流れ
れ

いて、自問す
い
ることを怠り
りがちです。

ました。「本日は、ご搭乗ありが
がとうござい
い

1. 問題について、進んで率
率直な話し合
合いをし

ます。当
当機はスキポ
ポール空港行き
きです。現在
在

ようと努めた
よ
か。

離陸準備
備を終え、最
最後のお客様の
のご搭乗をお
お

2. 事故の報告が上がってき
きたときに、警告や

待ちして
ているところです」

注意を与える
注
とその結果 はどうなるだ
だろうか。
3. 作業が省略されているの
のに、陸上管
管理者が

数分後に
に、中年の男性が機内に飛
飛び込み、私
私

これを見過ご
こ
したらその結
結果はどうな
なるだろ

の隣の座
座席に座りました。労働者
者風の身なり
り

うか。
う

ではなか
かったので、ビジネスマン
ンではないか
か

4. 作業が省略されたことを
を知っていな
ながら期

と思いま
ました。海運
運関係の業界に
に勤めている
る

日が守られた
日
ことを良しと
として、船員
員らを慰

のではな
ないだろうか
かという私の推
推測の正しさ
さ

労したら、彼
労
らにどのよう
うなサインを
を与える

がすぐに
に明らかになりました。そ
その彼は、技
技

ことになるだ
こ
ろうか。

術監督で
で、入渠作業
業からの帰りだ
だと教えてく
く
れました
た。そして、彼の関わった
た入渠作業の
の

この
こ 4 つの質問
問すべてに 「自問した」と答え

顛末に就
就いて語り始
始めたのです。

られる船会社
ら
は少ないはず
ずです。なぜ
ぜそれ程
重要なのでし
重
ょうか。それ
れは、重大な
な事故の

「入渠作
作業の話」は
はこれまでに何
何度か聞いた
た

80
0 パーセント以上が、人為
為的ミスに起
起因して

ことがあ
ありましたが、彼の話は予
予想外のもの
の

いるからです。
い
。もし重大な
な事故を起こ
こしてし

でした。技術的な問
問題を船の技術
術者が隠蔽し
し

まったら、人命
ま
命を危険にさ
さらすだけで
でなく、

ていたと
というのです
す。

対応コストの
対
増加、契約解
解除、オフハ
ハイヤー、

「以前、 機関長から
ら事故の報告
告があったと き、

信頼の喪失な
信
ど、商業的に
にも大きな損
損害をも

私は彼に
にこれが最後
後のチャンスだ
だと忠告した
た

たらします。
た

のです。ところが今
今度は、重要な
な情報を隠し
し

Ship safety and high relliability organis
sations

4

Gard Ne
ews 208 Novem
mber 2012/January 2013

陸上管理者の振る舞いは、船員の行動に大き

監督は、その一例です。通常、会社を 4 つの

な影響を及ぼします。陸上管理者の行動から、

カテゴリーに分類することができます。最も

船員らは何が会社の「真の」最優先事項であ

コミットメントの低い「放任主義」から最も

るかを読み取ろうとします。つまり、陸上管

コミットメントの高い「深い信頼感」まで、

理者のリーダーシップの取り方とコミットメ

以下のように分類されます。

ントによって、大きな違いが生まれるのです。
放任主義の会社
このほかにも、陸上管理者として、特に注意

安全性に対する関心が低い。船員らは、管理

を払い、会社が重視する価値の体現者として

者（船内／陸上）が失敗の防止に関心を持っ

行動しなければならないときと場合がありま

ていないと考えている。責任がフォローアッ

す。

プされていない。誰かが失敗や過ちを犯して
も、誰も気にしないか、気が付かないことが

乗船時: 船員に期待していることと目標を明確

往々にしてある。したがって、ヒヤリハット

に伝えているか、船員と話をしているか。

が報告されることは少ない。失敗は、船員が

船舶職員の評価: 評価が十分行えるほど、船員

引き起こすものであり、それを予防するため

たちのことが分かっているか。

にできることはほとんどないと考えられてい

入渠: 会社の安全上の手続きを継続して遵守し

る。信頼感を根付かせる取り組みは、クライ

ているか。

アントや船級協会などの外部からの圧力によ

船舶職員のセミナー: セミナーに参加し、十分

って促される。

な準備を行い、良きロールモデルとして振る
舞っているか。

隠蔽体質の会社

ヒヤリハット: 船員にヒヤリハットを報告する

自己の利益が会社の利益に優先する。例えば、

こと、改善策を提案することを奨励している

管理者の優先事項は、自身の権力を維持し、

か。その報告書の記録・分析を行い、その結

衝突を避け、問題をもみ消すことである。失

果に基づいてベストプラクティスを記載した

敗や批判した者は、権力に対する脅威であり、

サーキュラーを船内で回覧しているか。

職場の雰囲気を乱すものであるとみなされる。
その結果、失敗をおそれ、率直に発言するこ

安全を重視する姿勢は偶然生まれるものでは

とをためらい、責任を守ることに汲々とし、

ない

予算や到着時間などの結果を重視する。

リーダーシップは、共通の目的を達成するた

部門間での連携がほとんどない。したがって、

めの集団に対する社会的な影響であると定義

休航期間の計画、スペアのデリバリ、船員と

することができ、社風と強くリンクしていま

の連絡、積荷の問題解決など、複数の部門が

す――リーダーシップが文化を育むのです

関連する事項の優先順位が低い。

（その逆もまた然り）。リーダーシップによ
るコミットメントと企業文化が密接に関連し

標準的な会社

合っているということです。したがって、リ

会社の利益が自身の利益より優先する。管理

ーダーとして、他人に影響を及ぼすことがで

者はルーティンと手続を遵守することを志向

きるだけの資格と信頼をどうやって勝ち取り、

する。信頼感は、管理者が行ったこと（また

実際にその信頼をどう生かせば良いかを考え

は行わなかったこと）が現れたものであると

なければなりません。リーダーが発するサイ

認識されている。失敗が起こると、手続の改

ンから、その会社のリーダーシップのあり様

善やコンプライアンスの強化が必要ではない

が簡単に推し量れます。入渠作業帰りのこの

か検討される。教訓は、効果的に共有されて
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いる。管理者には比較的公平に扱われている

を見つけてそれを正すことで、危機的な状況

と感じているが、場合によっては、個人の積

にまで発展させないこと。

極的あるいは否定的な振る舞いが見過ごされ

3. 危機的状況に対処する。緊急・復旧対策を

ることがあると感じている。管理者は監督の

講じる。

強化が必要だと考え、社員らは関心や対話が

この 1 つ目と 3 つ目については、権威主義的

もっと欲しいと考えている。

なリーダーシップスタイルでもある程度好ま
しい結果が得られるかもしれません。しかし、

深い信頼感が根付いた会社

2 つ目については、そのようなスタイルでは大

管理者は、信頼感を根付かせることと、船の

きく失敗するでしょう。ある意味、この状態

管理を効率良く行うことの両方にコミットし

は船と同じです。私たちは、マネジメントシ

ていると認められている。管理者は、信頼で

ステム、手続き、優れたルーティンを整備す

き、日々発生する（ルーティンの範囲を超え

るためのチェックリストを作り上げるのにこ

た）業務上の問題にも精通していると認めら

の 10 年以上を費やしてきました（1 つ目）。

れている。信頼感の高さは、日々の業務にお

さらに、リサーチと事故調査の結果から、船

いて物事がどのように進められるかが重要で

では緊急事態への対応がかなりうまくできて

あり、優れたチームワークと協働の結果であ

いることが示されています（3 つ目）。弱い点

ると認識されている。失敗が発生しても、船

は、過失の発生時にそれを管理することです

員と陸上管理者の双方にとって学習機会であ

（2 つ目）。なぜなら過失の管理には、懸念事

ると捉えられている。全員が常に信頼感を根

項や、ミス、潜在的脅威について率直に話す

付かせることに努めており、高い柔軟性を持

ことが評価される周囲の環境が必要だからで

ち、批判的な視点を持つことも奨励されてい

す。

る。

ある調査によると、業種や業界を問わず、取
り巻く環境の変化が速く、高いリスクにさら

信頼感が根付いた企業文化の築き方

されている中で、信頼感が根ざした企業運営

多くの船会社では、「隠蔽」の兆候にあふれ

を行っている会社には、「深い信頼感」を示

ています。安全を継続して実現することは、

すサインが現れているということです。「深

偶然では為しえません。それには、積極的に

い信頼感」は簡単に実現できるものではあり

様々な取り組みを行わなければなりません。

ませんが、特に注意すべき 3 つのステップを

過失を予防・管理するには、過失の予防にど

以下にまとめてみました。

れ程精力を注いでも、過失が発生することは
避けられないという認識が必要です。したが

作業の実態を理解する

って、管理者は、過失の予防に注力するだけ

「深い信頼感」が根ざしている会社では、マ

でなく、それに対応し、影響を最小限に抑え

ネジメント全体が、船内の日常業務の状況と、

るために何ができるかということを考えてお

その制約や課題を明確に意識し理解していま

く必要があります。それには、次の 3 つのこ

す。そのような会社の管理者は、意見や懸念

とが行えなければなりません。

を率直に発言することがいかに難しいか知っ

1. まずは、正しく行う。ルーティンに従うこ

ているため、船員との関係には特に意識して

とで過失の発生を予防した上で、潜在的脅威

います。こうした業務に対する知見が、意思

の評価とその備えを行う。

決定能力を高め、コンプライアンス遵守と期

2. 発生した過失をうまく管理する。誰にも失

限対応というような二律背反する目標同士の

敗はある。したがって、重要なことは、過失

衝突を管理する能力を高めているのです。
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「深い信頼感」を欠いた船会社からは、「社

チベーションは何か、不安は何かを知ること。

内の手続に問題はなく、問題はそれを守らな

船長と士官が、管理者からサポートをもらっ

い船員だ」、「うちの船員は例外なく、必ず

ていて、信頼もされていると感じるようにな

手続に従っている」、「会社から、そんなリ

らなければならない。

スクを取るように指示したことはない。当社

3. 管理者は、周囲の雰囲気、人材の長所・短

の規則では、常に安全第一であることを明確

所、技術上の制約、貨物の特性、港ごとに異

にしている」などといった、無知であること

なる問題、船内でのそれぞれの業務や役割の

をさらけ出す発言が聞こえてくることがよく

重要性など、船の全体像を理解しておく必要

あります。

がある。ただし、「全体像」であって、「詳

また、船上の業務の成果をわずかな指標だけ

細」ではないことには注意すること。

で評価し、全体的な視野を見失っているよう
なこともあります。

安全性と過失の管理には真剣に配慮している
ことを示す
「深い信頼感」が根ざしている会社では、過
失、逸脱、不遵守が、たとえそれが単独の問
題のように見えても、そこに弱点があること
のサインであるという仮説に基づいて、組織
全体が動いています。例えば、不遵守に関す
る報告が部下から上がってきた場合、それを
解決することだけに専念するのではなく、そ
の経緯や、もっと早く発見されなかった理由、
ほかに同じようなケースはないか、といった

過失を管理するには、懸念事項について率直
に話せて、ミスが評価される環境が必要。

ことの把握にも注力されます。そのために、
過失の内容が詳細に検討されます。また、管
理することは難しいことであるということが

管理者は、船上業務を積極的に知ろうとしな
ければなりません。もっと頻繁に船を訪問す
る必要があるかもしれません。それには、次
のステップを踏むことを検討すべきです。
1. 管理者は、船員が業務上の懸念事項を伝え
に来るのを座って待っていてはいけない。船
には（歴史的背景や国籍がばらばらであるこ
とに起因する）特有のコミュニケーション障
壁が存在するので、「オープンドア」方針だ
けでは不十分である。こちらから積極的に赴
き、日々の船上業務の問題を理解しようとす
る姿勢を見せなければならない。船員セミナ

認識されています。自分でミスを犯したとき
に、自身の考えや行為に影響を与えた外的要
因を特定することは簡単です。私たち人間は、
ステレオタイプな考えで他者を評価したり、
他者の行為をその人の性格のせいだと決めつ
けたりしがちです。しかし、そのように単純
化せず、もっと話し合えば、もっと多くのこ
とが見えるようになります。信頼感を欠いた
船会社は、問題を早く解決することにのみ専
念するきらいがあります。問題に関与した者
が、処罰されたり、解雇されたりすることも
あります。

ー、船への訪問、船員の訓練セッションなど
の機会を利用して船員らと接すること。
2. 管理者は、船の管理チームのメンバーの名
前を知っていなければならない。部下の性格

管理者は、懸念事項についての対話を阻害す
るコミュニケーション障壁を積極的に取り除
かなければなりません。この点について、管

や家庭環境についても同様である。彼らのモ
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理者が取り組むべきステップを以下にまとめ

このような取り組みに他の管理者を巻き込む

てみました。

ことが必要です。これまでに弱点が迅速に対

1. ほとんどの船員は、自分たちは安全に業務

処されてこなかったことを、自社の業務の中

を行っている――なぜ過失を心配するのかと

から例を挙げて、変革の必要性を示すとよい

感じている。管理者は、事故防止への貢献に

でしょう。

期待していることを明確に伝えて、そのこと

– 管理責任者（DPA）は、どの程度船員の訪問

の重要性を周知しなければならない。あらゆ

を受けているか

る事故を防止することが可能であることと、

– 手続違反がどの程度報告されているか、また

防止することが会社と環境にとって重要であ

結果はどの程度上がっているか

ることを船員や同僚に納得させること。

– 船長自身のミスは、陸上管理者にどの程度報

2. 懸念事項の表明に関して、そのロールモデ

告されているか

ルになること。自分のミスの経験を率直に話

– 不明な手続について、船員からどの程度フィ

せば、コミュニケーション障壁を低くするこ

ードバックを受けているか

とに役立つであろう。過失は起こるものであ
る。しかし、それに対して何も行動を取らず、

部下への対処方法について合意することが必

そこから何も学習しないことは容認しがたい。

要です。船員や部下からの信頼を得るには、

3. 第三者に自分の業務の質をチェックしても

マネジメントチームが 1 つになっていなけれ

らうことは、強いことの証しであることを積

ばなりません。したがって、ルール、オープ

極的に表明すること。誰かに仕事のやり方を

ン化を進めること、過失、懸念事項、失敗へ

聞かれたら、喜ぶべきである。安全に関して、

の対処について合意し、同じ目標に向かって

階層や階級は関係ない。誰もが懸念事項を表

取り組むようにしなければなりません。

明する権限を与えられるべきである。
これら 3 つの原則を実行に移す際には、その

新たな弱点が表面化したら、失敗談としてで

ことを周りに伝えて、疑問点があれば質問す

はなく、成功談として共有すべきです。オー

るように促すことも忘れてはなりません。

プン化は、まさに実現したいことだからです。
その弱点が明らかになっていなかったら、今

他の管理者たちを巻き込む

頃どうなっていたかということを皆に気づか

組織の能力が高まると、管理者が弱い立場に

せるようにするべきです。管理者は、どうす

追いやられるかもしれません。オープンにす

れば、このような弱点が、次はもっと早い段

ることの副作用は、弱点が表面化することで

階で表面化させることができるか話し合うべ

す。しかし、それこそ、管理者として実現し

きです。

たいことであるはずです。なぜなら、弱点が
危機的な状況や損害をもたらすようになる前
に、その弱点に対して手を打てるからです。

まとめ

しかし、これはデリケートなプロセスである

本記事では、海運業界で欠けていることが多

ことに注意してください。弱点に対処する用

い重要な管理メカニズムにスポットを当てま

意がなく、非難から逃れようとすれば、「隠

した1。リーダーシップのスタイルにばらつき

蔽体質の会社」に落ちることになるでしょう。

があるということは、リーダーシップの取り

うまく進めるには、他の管理者たちのサポー
トが必要です。

Ship safety and high reliability organisations

1

Gard News 200 号「Safety culture – Managing conflicting
goals in shipping operation（安全を重視する文化 – 船の運
航において相反する目標の管理）」を参照してください。文化が
業務成果にどの程度影響を与えるかについて考察を行ってい
ます。
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方に大きな改善の余地――効率性と業務の信
頼性の確保――があるということです。信頼
感を育む文化を築くには、マネジメントに携
わる者全員が安全に影響を及ぼすサインに気
をつけていなければなりません。管理者は、
信頼を築き、深い信頼感を育むためのリーダ
ーシップスキルを習得しなければなりません。
この点において、先の監督は、船と陸上のス
タッフとを繋ぐ、重要な役割を果たすべき立
場にあったのです。
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