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Gard News 166 
（翻訳文） 

          2002 年 5 月/7 月号

疲れに関連した事故の話は聞き飽きたでしょうか？ 
Are we tired of hearing about fatigue-related casualties? 

 
産業界全般と同様、海運界ご他聞にもれず、人

間は機械にとって代わられています。これは何

も目新しいことではなく、200 年以上も前に産

業革命が始まって以来続いているのです。ガー

ド･ニュース本号は、近年の船舶ではブリッジ

でもエンジンルームでもコンピューター化がま

すます進んでいることについて別記事を載せて

います。 

 
運送部門では、無人でコンピューターだけで動

いている電車があります。飛行機の運行もかな

りの部分をオートパイロットに依存しています｡

自動車類を組み立てるのも主としてロボットで

す（人間ロボットではなく、機械ロボットです

が）。全く無人の船舶は（まだ）ありませんが、

その出現も遠くはないかも知れません。最近無

人の海上プラットフォームが話題に出たことが

あります。そのような無人化の考えは、海運関

連のクレームや事故の大部分が何らかの形で人

為的なミスが原因であることを示す調査結果に

影響されてのことかも知れません。 

 
専任の通信士が見捨てられることが多くなった

のもその一例ですが、乗務員数の削減には、コ

ストを抑えたいという船主、運行管理者の思惑

が働いているのは疑いの無いことです。船主は

非常に競争の厳しい環境でやりくりしているの

です。消費者は（われわれはみんな何らかの形

で消費者なのですが）最良の商品をもっとも安

い値段で買いたいと思っています。しかしこの

業界のいろんな側面からの最近の声をきくと、

船上にいる人間たちの疲労や疲労に関連する問

題を思わずにはいられません。 

 
2001 年の夏、イギリスの近海海運会社の専務取

締役が、混雑度の高いヨーロッパ近海の交通で

船舶を安全かつ効率的に運行するためには、疲

労のコントロールが鍵だと言ったとされます。

さらに、疲労のコントロールの鍵は、「船上で

ペーパーワーク」をさせないことだとも言った

そうです。この発言に大賛成する船長や航海士

は多いことでしょう。 

 
アメリカの沿岸警備隊も疲労の問題に目を向け

ています。警備隊はアメリカの海運会議所と連

係を築き、その目的として「乗組員の警戒姿勢、

意識、船員教育プランの開発」を宣言していま

す。 

 
2001 年 11 月に行われた海員の疲労と船員の最

小安全配乗についてのセミナーで ITF の船員部

門の理事長は、現実に則した乗務員数を決めな

いのは「時限爆弾がカチカチ言っている」よう

だと表現しました。 

 
イギリスの海難調査部 (Marine Accident and 
Investigation Branch = MAIB)の主任が「海上勤務

中の疲労と睡眠不足の破壊的影響」について語

り、自分の部下たちが、余りにも疲労が激しく

勤務も満足に果たせない海員を見るのは日常的

になっている、といっています。海上沿岸警備

局（MAIB は、その一部ですが）は最近、疲労

問題に関する海上ガイダンス･ノートを発行し

ました。ノートは、乗船中の海員が適切な休憩

を取っていることを確認する責任は第一に船主

と運行者にあることを明記しています。 

 
最後になりましたが劣らず重要なのは、昨年の

国際海事保険連合（International Union of Marine 
Insurers = IUMI）の会議の席上、元船長を務め

現在は船長協会国際連盟代表の述べた所見です。

船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関

する国際条約(Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping = STCW)の 1995 年の改訂は、
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当直航海士が勤務する時間に限度を設けてはい

ますが、船長の勤務時間数には何ら限度を設け

てはいないというのです。 

 
船主責任保険会社も船体保険会社も各々の従業

員が勤務に着く前に十分休養していることを当

然望んでいます。また自分たちの会社が保険を

請け負っている会社の従業員も十分な休養を取

っていてほしいと願っています。が、残念なこ

とに疲労の問題はよくなるどころか悪くなる兆

しを見せています。最近の事故のいくつかは

「疲労」が原因とされ、上に記したように少な

くともいくつかの船舶においては乗組員数が少

なすぎるのではないか、また乗組員一般、特に

船長と上級船員が定期的に十分な睡眠を連続し

てとることが出来ないのではないか、といった

意見が多く出されました。 

 
人間は疲れていれば仕事の能率が上がらず、ミ

スを犯しやすいことは言うまでもありません。

マーガレット・サッチャー女史のように、毎晩

2、3 時間しか眠らなくても朝はさわやかに目覚

め、ファイト満々の人はめったにいないのです。

休憩時間まで長時間の任務につき、その休憩さ

えも中断されることがある船員たちにとっては、

問題は一元的ではありません。 

 
典型的な例は、小型フィーダー･コンテナの

CITA 号でしょうか。この事故はガード･ニュー

ス 148 号で大きく取り上げています。一等航海

士が一人で当直についており、本船が座礁する

少なくとも 1 時間以前から眠ってしまっていた

ことが立証されました。一等航海士は明らかに

それ以前の 36 時間の間に、6 時間足らずしか睡

眠が取れなかったのです。一定の時間ごとに鳴

るようになっていた目覚し時計は、当直の航海

士が眠り込んだときに起こす為だったのでしょ

うが、スイッチが切られていました。 

 
この状況は最近（2001 年 11 月）の事故でも繰

り返し発生しました。ブリタニ－の沿岸で座礁

した MELBRIDGE BILBAO 号の事故です。フラ

ンスの調査当局によれば、一等航海士は非常に

多忙な一日を終えて極度に疲れていたため眠り

たかったので、本船の警報装置を作動しないよ

うにしておいた、といったそうです。この一等

航海士はフランスの法廷で刑事起訴され、最近

執行猶予付き懲役 6 ヶ月の判決を受けました。

これに対して地域の環境保護圧力団体は、判決

は事故の背後にある原因を取り上げることも調

査もしていないし、一等航海士の過労の責任者

を処罰していないと批判しました。この事故や

類似の事故が、現在認められている労働時間や

人員配乗のレヴェルに関して更に議論と運動の

範囲を広げうるのか、今後を待たねばなりませ

ん。 

 
この両船とも、ガード･サービスがの保険者へ

の加入船では無かったことは幸でした。もっと

も CITA 号の方は主要なコンテナ輸送ラインで

フィーダー船として用いられており、その中に

はガードに加入しているラインもありました。

この事故によって予想通りクレームや問題が数

多く発生し、ガード・サービスはいまだに深く

関っています。 

 
ガード・サービスは疲労が重要な問題点と思わ

れるもうひとつのケースにも関っています。幸

にこの事故は恐れていたほど深刻にはなりませ

んでした。この事例では P&I に加入していたバ

ラ積み船がアメリカのメキシコ湾から出港する

ところでした。深夜から 4 時までの当直の間に

本船はメキシコ湾内に固定された石油プラット

フォームに突き当たりました。本船はプラット

フォームの前を横切り、接触したのはブリッジ

ウィングとプラットフォームの張り出し部分だ

ったので、損傷は僅かでした。もし、船の本体

とプラットフォームが接触していれば、大惨事

になるところでした。調査によると当時一人だ

った当直の航海士は眠り込んでしまい、本船が

プラットフォームと衝突するコースを進んでい

ることに全く気づかなかったのです。この結果
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生じたクレームについては、示談交渉中です。 

 
一般に知られた、疲労に起因する事故の背後に

は多くの目立たない事故もあります。ニアミス

に関するもの、重大ニュースにはならなくても

時間とそしてしばしばお金のかかる不運な事件

だったりします。ガード･サービスはいくつか

の事故に関ってきましたがほとんどは座礁で、

事後調査は多数の共通要素を示しています。次

のようなものです。 

 
 当直航海士は、事故に至るまで、また事故

当時単独でいた。 
 当直航海士は当直開始時非常に疲れていた。 
 当直航海士はブリッジで眠り込んでしまい、

本船が予定の進路変更を着実にできなかっ

た可能性がある。 

 
勿論、当直航海士が当直を開始したとき非常に

疲れていたのは様々な理由があってのことでし

ょうが、単純に考えれば短時間に多くの仕事を

片付けねばならず、十分にリフレッシュできる

だけの睡眠が取れなかったことによるようです。 

 
これらの事例は当直の航海士がブリッジに一人

でいて、危機的な時間帯に眠り込んでしまった

というものですが、居眠りをしなければ事故が

起きないとは限りません。単に疲れているだけ 

でも、特に危険な作業や困難な作業に従事して

いる際には、集中力が欠如したり、的をはずし

たりするものです。 

 
もし、事故の大部分が何らかの人為ミスによる

ものであるのが事実ならば、船舶の運航に直接

携わっている人間が、できるだけ休息をとって

任務に当たればよいということになります。疲

れていればそれだけミスを犯しやすいからです。

1 月末ブラッセルで行われた海上安全に関する

第一回ヨーロッパ議会シンポジウムでベルギー

の大臣が提案したように、貨物トラック運転手

の勤務体制を海員の基準にすることが解決策の

ひとつかも知れません。トラック運転手たちは

一日でトラックが何時間走行したかを測る機械

のことを「車中のスパイ」と呼んでいます。将

来ある種の「ブリッジのスパイ」が導入される

かも知れません。もっとも海員個々人の勤務時

間数を測るとなれば、この機械はもう少し進化

したものでなければならないでしょう。海員が

それぞれ自分専用の機械を持つようになるかも

しれません。将来のことはわかりませんが、目

に見えて増えつづける疲労関連の事故が海員の

労働時間制限を導入し実施する法規制の動きに

繋がることも考えられます。船主や運行者は人

員配乗レヴェルを見直す必要があるでしょう。

われわれ全員が大きな影響を受けることになり

そうです。 


