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筆者ご紹介

スチュアート・エドモンストン
ロス・プリベンション・ダイレクター

スチュアートは、マスター・マリナーで、2014 年にロス・プリ
ベンション・ダイレクターとしてトーマス・ミラーに入社しました。
原油タンカー、貨物フェリーや客船などでの海上勤務や、オフショ
ア・ドリリング・ユニットでバージ・マスターとしての経験もあり
ます。その後、大手海事法律事務所で海難事故調査員として勤務し
ていました。

関根 博
シニア・ロス・プリベンション・エクゼクティブ

キャプテン関根は、43 年にわたり海運業界に身を置き、大手海運
会社で船長や経営委員を経験しました。近年は、大手海事コンサ
ルタント会社で代表取締役を務めておりました。トーマス・ミラー
KK には 2019 年 7 月に入社し、シニア・ロス・プリベンション・
エクゼクティブとして勤めております。現在も東京海洋大学や神戸
大学で後進の指導育成にあたっています。

津久井亜紀
クレーム・ダイレクター

亜紀は英国法の資格を持つ日本人弁護士でロンドンの大手海事法律
事務所に勤務しておりましたが，2004 年にトーマス・ミラーに
入社しました。その後、トーマス・ミラー、ニュージャージー事
務所と UK クラブ日本支店へ出向後、2013 年にロンドンに戻り、
その後日本メンバーのクレーム・ハンドリング責任者に就任したの
ち、2020 年 2 月よりシンガポールに赴任しました。

田中庸介
弁護士、弁護士法人田中法律事務所シニア・パートナー

田中庸介弁護士は、日本法の資格を持つ弁護士であり、弁護士法人
田中法律事務所（https://tylpc.jp）のシニア・パートナーです。
20 年以上、海事弁護士として、海難事故、国際訴訟・仲裁、船舶
ファイナンス、売船におけるエスクロー代理人などの業務を行って
きました。2003 年にロンドン大学（UCL）にて法学修士の学位
を取得しています。また、2017 年以降、関西学院大学にて、非
常勤講師として、海商法を教えています。田中弁護士のメールアド

レスは、ytanaka@mtb.biglobe.ne.jp です。

筆者ご紹介

ごあいさつ

UKクラブの最近の
ロス・プリベンション・イニシャティブ

証拠収集における船員の役割

COSCO Busan 橋脚衝突事故
と VDR の役割

大規模海難事故での
船主の責任制限

海難事故と日本法の下での
証言（供述）拒絶権

メディア対応：
海難事故後の管理

グローバル・ネットワーク

ルーク・レーン
シンジケート・マネジャー、トーマス・ミラー K.K.

ルークは法廷弁護士としての教育を受け、シンガポールやインドネ
シアを拠点とする金融会社や海運会社に勤務した後、2013 年に
トーマス・ミラー社に入社しました。現在、日本においてクレーム
部門のシンジケート・マネージャーに就任しています。
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2019 年は UK P&I クラブの歴史の中で３つ

の重要な出来事がありました。

まず第一は、UKP&I クラブは創立 150 周年

を迎えました。クラブはそれを記念して、「よ

り安全な未来のための投資」と題する 150

周年コンペティションを開催して、海運業界

の若い世代から海上の安全向上のための革新

的なアイデアを募集しました。世界各地より

200 組以上の応募がありました。2019 年 7

月 4 日にロンドンのグリニッジにある国立

海洋博物館にて開催された 150 周年記念晩

餐会においてコンペティションの受賞者が発

表されました。３組の受賞者が発表されまし

たが、インドから参加した Puiyush Jian 氏

が現在の「受動的な」デッドマン・アラーム・

システムを改良する斬新なアイディアで見事

一等賞を勝ち取りました。彼は、ワイアレス

で持ち運び出来るトランスミッターを使っ

て、費用効果の高く、簡単で、設置しやすい

「能動的な」システムをデザインしたのです。

また、この良き機会に国立海洋博物館の会場

では UK P&I クラブの新しいロゴも発表され

ました。記念晩餐会には多数の業界の重鎮が

出席しました。当クラブは ”The Mission to 

Seafarer” と ”Mercy Ship” という二つのチャリ

ティー・プロジェクトをサポートしています。

第二は、UK P&I クラブが日本支店を開設し

てから 30 年を迎えたことです。当クラブは、

1989 年 4 月に日本における外国保険業免許

を取得後、UK バミューダ・クラブの支店と

して保険業を開始しました。その後 2013 年

には、クラブ組織再編により、UK ヨーロッパ・

クラブとして新たに同免許を取得し、現在ま

で 30 年に渡り日本における UK P&I クラブ

の営業を継続しています。　　

最後に、2019 年は UK P&I クラブの管理者

による新会社、トーマス・ミラー KK の設立

の年となりました。東京と今治に事務所を構

え、TMKK はすべての UK クラブメンバーに

完全なコレスポンデンツ・サービスとクレー

ム・ハンドリング・サービスを提供します。

TMKK は UK P&I クラブ日本支店に寄り添う

形で支店をサポートするため、その設立は、

当クラブの日本のメンバーとマーケットへの

新たなるコミットメントを意味します。日本

での人的資源は既に強化され、TMKK は、日

本及びシンガポールを拠点とする日本のメン

バーニーズにお応えするクレーム対応及びア

ドバイザリー・サービスを効率的に提供して

ゆく所存です。　　

この喜ばしい年に当たり、今回のエディショ

ンでは特集を組みました。スチュアート・エ

ドモンストンは、ロス・プリベンションにお

ける新しい話題や航空業界との安全訓練に関

する協力体制を含むクラブが最近立ち上げた

イニシアティブについて詳細に語ります。

2019 年 11 月に当クラブが開催した「海難

事故発生直後の管理」に関するセミナーで

語ったように、関根 博船長は本船からの証

拠収集の重要性を本誌でも強調します。また、

2007 年 11 月にサンフランシスコ・オーク

ランド・ベイブリッジのデルタ・タワーに衝

突して 26 マイルに渡る海岸線を燃料油で汚

染した COSCO BUSAN 号の事故を取り上げ、

不幸な事故から学んだ幾つかの重要な教訓を

説明します。

ロンドンの J1 シンジケート・マネージャー

の津久井亜紀は日本法の下での船主責任制限

に関する船主の権利について説明します。　

一方、田中法律事務所の田中庸介弁護士は日

本法の下での証言拒否権に関するガイダン

ス、そして、本船のオフィサーとクルーは如

何に海難事故直後の日本の海事当局の取り調

べに臨むべきか、について語ります。

最後に、TMKK のシンジケート・マネジャー

のルーク・レーンが、何故メディア対応が海

難事故のハンドリングの一部として重要か、

そして、如何に良く組織されたチームワーク

がクライシス・マネジメントと広報対応を成

功裡に導けるか、について説明します。

大岩正樹

UK P&I クラブ、日本おける代表者

ポール・セッションズ

UK P&I クラブ /TMKK

日本担当リージョナル・ダイレクター

台風 19 号「ハギビス」 - 過去 60 年で日本に上陸した最も激しい超大型台風は去年 10 月
に日本の各地で洪水や地滑りを引き起こし甚大な被害をもたらしました。UK P&I クラブ、
日本支店およびクラブ管理者は、この台風で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、一刻も早い被災地の復旧を心からお祈りいたします。

ようこそ
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UK クラブの最新の
ロス・プリベンション・イニシアティブ
スチュアート・エドモンストン、UK P ＆ I クラブ・ロス・プリベンション・ダイレクターは、安全訓練に
関して航空業界との提携を含むクラブが最近立ち上げたロス・プリベンション・イニシアティブについて
語ります。

私たちは安全に対して取り組んでいます。

24 時間フルタイムで世界規模のロス・プリ

ベンション・チームは、メンバーに積極的か

つ包括的なロス・プリベンション・サポー

トを提供しています。また当チームは乗組員

のセミナーやトレーニングにも参加して技術

的および航行上のアドバイスを提供していま

す。

ロス・プリベンションに万能な方法はありま

せん。船主の事情は全てそれぞれ異なるから

です。そのため、当クラブは、乗組員の健康、

船舶の安全、航行上の安全に関して、独自に

メンバーごとに最適なロス・プリベンション・

サービスを開発しました。

船舶のリスク評価
UK クラブはこれまで毎年何千ものクレーム

を処理しています。これにより得られた知見

で、私たちの過去の経験からクレームを発生

させることがわかっている脅威に焦点を当て

て、メンバーの船舶上でクラブ自前の検査を

することができるスキームを開発しました。

メンバーの皆様には、経験豊富な当クラブの

インスペクター・チーム ( すべての元船長ま

たはチーフエンジニアで構成 ) に、加入船舶

のリスク分析を任せていただくようお勧めし

ます。

当クラブのコンディション・サーベイとは完

全に独立して運営されるこのスキームは任意

に、追加費用なしでクラブ・メンバー全員が

利用できます。その目的はただ一つ、人身傷

害、航海、汚染、機械機器、貨物の 5 つの

主要なリスク領域で脅威を特定し、軽減する

よう手助けすることです。この分析は、大き

な危険がどのように発生しうるかを示し、そ

れらを防ぐための防御策を提案します。

CAE との提携－航空業界の
標準人的要素トレーニング
当クラブは最近、世界最大の航空訓練会社で

ある CAE と提携し、乗組員の訓練と安全性

の成果を大きく変更するよう奨励していま

す。

ロス・プリベンション・チームが主導するこ

の安全に関する新たな取り組みは、ロンドン・

インターナショナル・シッピング・ウィーク

（LISW）の期間中の 9 月に開始され、初期研

修や再研修に利用できる、または、その一部

を特定の人的要素研修のニーズを強調するた

めに利用できる、高品質の航空業界標準学習

教材をメンバーに提供することを目指してい

ます。CAE は、フライトシミュレータや、技

術的要素と人的要素に関する航空訓練のリー

ダーです。

このプログラムは、「トレーナーをトレーニ

ング」して、日常的な状況において、また、

複雑で急激に変化する環境の中で強力な協力

のもとで問題解決が必要とされる場合におい

て、利用可能なすべてのリソースを特定し

て、使用できるようになることを目指してい

ます。

リフレクティブ・ラーニング
―事故の教訓
当クラブの最近の取り組みの 1 つにリフレ

クティブ・ラーニング・シリーズがありま

す。ロス・プリベンション・チームは、メン

バーが同様の事故を回避できるように、簡単

なケーススタディを通じてクラブ内のクレー

ムの経験を毎月共有させていただいておりま

す。

文書でのレポートを補完するために最近ト

レーニングビデオを追加しましたが、このビ

デオは船内および陸上でのトレーニングで多

くの人に利用されています。

このビデオは、事故を調査し、発生を防止し

たり、結果を軽減できる可能性がある対策を

提案することにより、あらゆるランクや職歴

の船員にインタラクティブな学習体験を提供

します。

各ビデオの最後では、船員は事故から学んだ

教訓と、彼らがその教訓を自分の船上勤務の
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慣行またはシステムに反映できるよう指導し

ています。

乗組員の健康
乗組員が健康であることが、船の安全かつ順

調な運航に不可欠です。航海中に重篤な病気

になった乗組員は、多くの場合本国送還を必

要とし、それにより離路、混乱および遅延を

引き起こします。疾病はいつでも発生する可

能性があるものの、各乗組員が乗船前にしっ

かりとした健康診断を受ければ、発生の可能

性ははるかに低下します。当クラブの雇用前

健康診断（PEME）サービスは 20 年以上も

運営されており、最も効果的な損害防止の取

り組みの 1 つです。

ケーススタディ－
糖尿病と肺炎
ある船員は、UK クラブがメンバーのために
実施している雇用前健康診断 PEME で不合
格となりましたが、保健省の基本検査を受け
なおし、別の船に乗船しました。乗船後まも
なく、彼は高熱を出し、意識を失いました。
結果として、その船は乗組員を入院させるた
めに離路して米国の港に戻らなければなりま
せんでした。さらに雇用前に罹患していた糖
尿病と肺炎に起因する合併症による集中治療
室での長期入院で、そのメンバーの支払った
総費用は 237,000 米ドルとなってしまった

のです。

このサービスの目的は、雇用前の病気によっ

て引き起こされる乗組員の疾病クレームの件

数と金額を減らすことです。その潜在的な病

状は、乗組員の勤務適性にしばしば影響を与

え、その船員の健康だけでなく、全乗組員と

船の安全と幸福をも危険にさらす可能性があ

ります。

運航上のセキュリティ
海運業は長年にわたり犯罪行為の標的となっ

てきました。海上貨物が高額かつ運送量が多

いこと、また船主は一般的に「十分な財力」

があると思われがちであること、そして海上

または沿岸で完全に安全に保つことが難しい

がゆえに、偶発犯や組織犯の的となってし

まっています。また、情報技術への依存度が

高まると、船主とオペレーターはサイバー攻

撃という増大するリスクにさらされます。

そのため、当クラブでは、シグナムサービス

として知られている独自の犯罪捜査とセキュ

リティ・アドバイザリー・サービスをメンバー

に提供しています。 ロンドン警視庁の元上

級刑事が率いるこのサービスは、60 年以上

メンバーに対する犯罪を解決してきました。

このサービスは、世界中のメンバーに関わる

あらゆる海事犯罪に対して、迅速かつ内密に

プロの対応を提供するためのものです。調査

員が調査を依頼されたケースには、貨物盗難、

バンカー ( 燃料 ) 詐欺、詐欺請求、偽造船荷

証券、サイバー攻撃、麻薬密輸、人身密輸、

放火攻撃、殺人、性的暴行、脅迫などがあり

ます。シグナムサービスは、各国の法執行機

関、諜報機関、および軍特殊部隊の広範な高

レベルとの緊密な関係に支えられて、世界中

を回って調査を実施しています。

ケーススタディ－
貨物積載港での銅の盗難
シグナムは、200 万米ドルの銅線ではなく砂
が入ったコンテナを配送したメンバーに対す
る貨物クレームを調査するように依頼されま
した。荷主は、フィリピンでコンテナに銅線
が詰められるのを見届け、積荷港までトラッ
クの後をついて行きました。しかしながら、
シグナムは、重量や時間の分析から、トラッ
クが港の直前で別の場所に迂回しそこで銅が
砂にすり替えられたことを証明しました。犯
人は、近年同様の詐欺を犯している組織犯罪
集団の一員であると特定されました。調査の
結果、このメンバーはクレームを防御するこ

とができ、犯人は裁判にかけられました。

当クラブのロス・プリベンション・イニシア

チブの取り組みについて詳しくお知りになり

たい方は、チームの下記アドレスへご連絡く

ださい。

lossprevention.ukclub@thomasmiller.com
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証拠収集における船員の役割
関根 博船長、シニア・ロスプリベンション・エグゼクティブは、本船からの証拠収集の重要性を強
調します。

海難事故直後における船員の役割は非常に

重要です。多くの場合、事故直後に詳細に

保存された情報は、後日信頼に価する重要

な事実に基づく証拠となります。保険ク

レームが成功するかどうかは、船上で収集

された証拠の品質と同時性に大きく依存し

ます。

船上での事故の直後に証拠を収集し、適切

に記録することが重要である理由は主に 2

つあります。

1. 事件の詳細が目撃者の認識の中で鮮明で

ある。この時点で収集された情報が正確で

あればあるほど、理解度が高まり、後日法

廷での根拠提示に役立つことになります。

2. 証人の証拠が詳細であればあるほど、後

日事件を説明するために証人を呼び出す必

要が少なくなります。

事件に関係する人々はすべて、地位に関係

なく、事件が発生した後できるだけ早く彼

らの観点から何が起こったかの事実をでき

るだけ正確に記録する必要があります。

供述証拠を記録する時は、目撃者が事実の

みに集中し、感情で詳細を曖昧にしたり、

意見や推測をはさんだりしないようにする

ことが重要です。

よって、事件直後に記録された証拠は、事

件の数か月後または数年後に採取された目

撃証言よりも、より重要な意味を持ちます。

もちろん、状況によっては、そのようなタ

イムリーで正確な目撃証言を入手するのが

困難な場合があります。特に乗組員が、船

上で気が動転したり、特にトラウマになる

ような事件の結果や、重大な海難や乗組員

が死亡する場合はそうなります。

証拠を収集し、証人の証言の記録を始める

前に、船長はまず船内の全員が安全で適度

に落ち着いて首尾一貫しているかどうか確

認する必要があります。

乗組員とともに状況を把握しているのが誰

であろうと、その人は、事件がどのように

発生したかをできるだけ正確に示す概略図

（関係する乗組員がその時どこに立ってい

たかも含みます）を乗組員にスケッチさせ

ることを強く推奨します。

繰り返しますが、目撃者は事件の事実から

離れず、原因を憶測したり考えたりしない

でください。

証拠を記録する最も効果的な方法は、簡単

にその場でメモを取ること、そして正確に

記録管理することと写真です。

保存されている証拠すべてとその保存場所

を記録しておく必要があります。

事故直後、オフィサーは必ずデッキと機関

のログブックにデータを可能な限り完全か

つ正確に記入し、出来事について可能な限

り詳細のメモを追加的に作成する必要があ

ります。

メモすべき重要な要素には、関係する乗組

員の名前と役職、発生した内容の詳細、損

失を最小限に抑えるためにとられた行動、

事件の原因を調査するためにとられた行動

が含まれます。

上記したように、この時点で記録された情

報が詳細であればあるほど、証人が後日追

加の証拠を提出するよう求められる可能性

は低くなります。

VDR、ECDIS 出力、写真やビデオの証拠（携

帯電話など）を含む電子証拠を保存し、安

全なストレージデバイスにダウンロードす

る必要があります。

VDR のストレージ容量が限られていて上書

きされる可能性があるため、事件後できる

だけ早く VDR データをメーカーの説明書に

慎重に従って保存することが必須です。

目撃者が証拠を再確認したり、ログブック

の記入内容や取ったメモを後日変更しよう

としないことが不可欠です。

記録が偽造または変更された場合は簡単に

わかります。

記録または証言のいずれかが変更されてい

るようなら、乗船している乗組員のすべて

の証拠に汚名が付き、信用を失う可能性が

あり、場合によっては最終的な判断と結果

に影響を及ぼすことがあります。

さらに、一部の法域では、船舶および / ま

たは乗組員の拘留となり得る重大な犯罪と

みなされる場合があります。
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概要

VDR とその有効活用

VDR（Voyage Data Recorder, 航海データ
記録装置）は、SOLAS 第 5 章第 20 規則
により、2002 年以降総トン数 3,000 ト
ン以上の船舶に順次装備されて義務化と
なりました。
その目的は、同規則第１項にも次のよう
に明確に記述されています。

To assist in casualty investigation, ships, 
when engaged on international voyage, 
shall be fitted with VDR as follows:

（海難の調査に供するため、次に示す船
舶は、国際航海に従事する際、VDR を備
える・・・）

すなわち、VDR は海難時の調査におい
てその機能を発揮するものであり、従来、
書類や供述等に頼っていた海難調査にも
大きな変化をもたらし、海難事故の原因
分析や調査に非常に有効なものとなって
います。

VDR の 性 能 基 準 は、IMO Resolution(M
SC.333(90)) に規定されており、次のデー
タを記録することができます。
日時、船位、速力、船首方位、船橋音声、
通信音声 (VHF)、レーダー、ECDIS、水深、
各警報、舵角、機関モーション、開口部
の状況、防水・防火扉の状況、船体応力、
風向風速等

海難発生時の VDR の利用については、
近年の海難調査には不可欠ですが、COS
CO Busan 橋脚衝突事故は、その有効性
を多いに発揮した注目すべき事故であり、

どのような役割を担ったかを以下検証し
ましょう。

COSCO　Busan 橋脚衝突事故の概要

2007 年 11 月 7 日、0830 頃、 香 港 籍
コンテナ船 “COSCO Busan”（274m）は、
オークランド港（バース 56）から、韓
国釜山に向け出港後、サンフランシスコ
/ オークランドベイブリッジのデルタタ
ワーの橋脚に衝突しました。

橋脚との接触により、左舷側 3 番・4 番
の燃料タンクと 2 番バラストタンクに長
さ 64m、高さ 3m、深さ 2.4m の亀裂が
生じ、燃料タンクが破損した結果、事故
による負傷や死亡はありませんでしたが、
約 200M ３の燃料油がサンフランシスコ
湾へ流出されました。

本事故により、約 50km の海岸線を汚染
し、約 50 種の 2,500 羽以上の野鳥が被
害を受け、また湾の漁業を一時的に閉鎖
し、カニ漁期の開始を遅らせ、合計損害
額は、船舶 210 万ドル、橋 150 万ドル、
環境浄化のために 7000 万ドル以上とな
りました。

NTSB（The National Transportation Safe
ty Board、国家運輸安全委員会）により、
本事故は制限視界の中、本船の安全航海
上、次のような “ 推定原因 ”（probable 
cause）があったと決定づけられました。

• 処方薬の悪影響による、パイロットの
認知力の低下

• 出港前の船長 / パイロットの情報交換、
及び航海中のパイロットと船長間の効
果的なコミュニケーションの欠如

• 船長による、パイロットのパフォーマ
ンスと船舶の進捗状況監視の欠如

NTSB の報告書ではこのように結論付
けましたが、この調査・分析の過程で、
VDR は非常に大きな役割を果たしました。

本事故詳細と VDR

本船計画航路と進捗

本船の計画航路は図１で示しますが（破
線）、視界制限の中、オークランド港か
ら次のような経緯をもって、湾外へと航
行していきます。
出港時の本船では次のようなやり取りが
ありました。

（【VDR】：VDR から抽出した音声記録）

0620 時
パ イ ロ ッ ト 乗 船、 船 橋 に て Bar Pilots 
pilot card を 船 長 に 渡 す。 当 直 航 海 士
は、本船の pilot card をパイロットに渡
す。パイロットはこれにサイン後、”rec’
d only” と記載。

0637 時
パイロットは、VTS に対し、Delta-Echo
スパン（橋脚 D と E の間、約 670m）
を通過する計画を連絡。

COSCO Busan 
橋脚衝突事故と VDR の役割
関根 博船長は、COSCO Busan 橋脚衝突事故をケース・スタディーとして取り上げ、この不運な
事故から学べる教訓を説明します。

VOYAGE DATA RECORDER
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0800 時
56 バースを出港。

0822 時 
【VDR】パイロットが船長に対し、「これら、

赤・・は何か」

【VDR】船長「これは橋です」

【VDR】パイロット「赤灯…赤、赤い三角が

何か、私はわからない」

“ 赤 い 三 角 ” と は、Delta Tower( 橋 脚、
これに衝突する ) の南北に設置されてい
る赤の円錐ブイのことを言っています。

事故後、パイロットは調査官に対し、上
記 VDR 音声について次のように説明し
ています。

「電子海図上のシンボルは、紙海図のシンボル

と同じように見えない」

「それで私は船長に聞いたのだ、“ この電子海図

上の Delta-Echo 間の中心はどこだ ”

それで船長は海図上の一つの位置を指した、

それは橋の両側にある 2 つの赤い三角だった。

それで私は、“ これらは何だ？ ” と聞くと、船

長は、“ エー、これらは橋間（span）の中心を

示すマークです ” と」答えました。

「この 1 週間、ECDIS を 10 機種くらい見てい

る。しかし、このような赤い三角は、どのよ

うな航海関係情報、電子あるいは紙海図上で

も見たことがない。だから、私は船長に “ こ

れは何を意味するのだ ” と聞いたのだ」

しかしながら、このパイロットが船長に
聞いた、という上記会話は、VDR には
残っていませんでした。したがって、“ 船

長に聞いたが VDR 音声には残っていない ”
この供述は、証拠として採用されず、こ
れは船長の一方的な、あるいは虚偽の供
述と、とられています。（事故後の調査で、
上記パイロットと船長の会話は無かった
と、NTSB は結論つけています）
週に１０隻以上（上記証言）嚮導すると
いうベテランパイロットが、ECDIS や電
子海図のマークがわからないから、それ
を船長に聞き、船長からの情報（結果的
に誤解やコミュニケーションの問題）に
従って操船し、事故を起こした、という
言い訳ともいえる供述は、プロフェッ
ショナルとして大変残念な対応と思いま
す。こういった対応自体が、推定原因で
あげられている “ 処方薬による認知力の
低下 ” からくるものなのでしょうか。

事故直前の運航状況

衝突５分前、本船は橋から約３分の１マ
イルの距離となり、VTS オペレーターは
本船の動向に疑問を呈します。

次の通信記録は、VTS 側の記録と、本船
の VDR に残っているものです。

【VTS とパイロットとの通信記録】

0827 時 48 秒 
＜ VTS ＞パイロットこちら VTS、AIS は貴船

進路 235 度を示しているが貴船の意図は？

0827 時 57 秒 
＜パイロット＞はい、回頭中、今、針路

280 度になった。

0828 時 04 秒 
＜ VTS ＞了解、予定どおり Delta-Echo 橋脚

間を通過しますね。

0828 時 15 秒 
＜パイロット＞はい、Delta － Echo の間を

通過します。

0828 時 21 秒 
＜ VTS ＞　了解、キャプテン。

この両者の通信は通常業務のようにみえ、
なんら疑問はわきませんが、約 1 分後に
本船は橋脚に衝突するのです。

0829 時 30 秒 
＜パイロット＞ハードポート

VOYAGE DATA RECORDER
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（左舷船首が、Delta タワーの橋脚に衝突
した。船体を橋脚から離すため、左舷一
杯に舵を切る）

0830 時 14 秒 
＜パイロット＞本船は今、Delta 橋脚に接触

した、これから錨地に向かう、第９または第

７錨地

このように、パイロット及び船長は、事
故の 1 分前まで本船が衝突するとは思っ
てはいなかったのです。

上記通信は、VTS の記録からとったもの
ですが、この通信の間に次のような重要
な会話が、パイロットと船長の間で交わ
されており、それが VDR に記録されて
います。

0828 時 08 秒 
パイロットが船長に対し、「これは（電子

海図を見ながら）、橋のセンターですか？？」

　

船長「そうです、そうです」

0829 時  
甲板長がトランシーバーで報告（中国語）

「橋脚、橋脚」

船長が中国語で答える　「オー、見える、

見える」

パイロット　「ヤー、私も見える」

すなわち、この会話から、パイロットは
レーダー上のブイを示し、「これは、橋脚

間の中心か？」 と聞いたつもりでしたが、
船長は、「これは橋全体の中心である」とい
う意味で答えており、両者に誤解が生じ
ています。

これは、“ 船橋チームの脆弱性 ” を示す
も の で、BTM（Bridge Team Managem
ent）の中では、最も重要と言われている
次の点が明らかといえるでしょう。

• 航海計画の不備
• 状況認識の欠如（コミュニケーション

の欠如を含む）

NTSB においては、前記のとおり推定原
因として、「船長による、パイロットのパ
フォーマンスと船舶の進捗状況監視の欠
如」を指摘していますが、当然のことな
がら、パイロットのパフォーマンスだけ
の問題ではありません。本船側が船橋チー
ムの一員として、パイロットを受け入れ、
航海計画や状況認識の共有を図ることが
非常に重要であるといえましょう。

事故後の VDR 記録

橋脚に衝突後、VDR では次の会話が記録
されています。

＜ 1 等航海士＞本船は、（油が）漏洩しています

（中国語）

＜パイロット＞本船は問題ないか

＜船長＞ノー、ノー、ノー、（油が）漏洩しています

＜パイロット＞OK、デッドスロー、錨地に向かう

また、錨地に向かっている中、パイロッ

トと船長は次のような会話をしており、
VDR に残っています。

＜パイロット＞（不明瞭）あなたは、これ

が橋の中心と言ったではないか

＜船長＞ はい
＜パイロット＞いや、これがセンターだ　

それはタワーだ、これはタワーだ　だから衝

突したのだ　私はそれがセンターと思った

＜船長＞それはブイですよ、（不明瞭）海図の

＜パイロット＞そうだ、いやこれはタワーだ

私は・・（不明瞭）尋ねたのだ　キャプテン、

あなたはそれをセンターと言ったではないか

＜船長＞セ、セ、センター

＜パイロット＞そうだ、それは橋脚だ（罵

り言葉）、私はそれをセンターと思った

船長はこの会話の後、中国語で次のように
言っています。「彼は知っているべきだ、これは

橋のセンターであり、水路のセンターで無いことを」

このように、パイロットは自身の勘違
い（思い違い）を、あくまでも船長の情
報提供が間違っていた、と指摘していま
すが、ローカルパイロットの職務と責任
において、これは許されるものではなく、
重大な過失と言わざるを得ないでしょう。

本事故ではこのように、従来では分からな
いような事実や経過が、VDR の記録によ
り判明したのであり、VDR の役割の重要
性が改めて浮き彫りになったのです。従い、
事故が発生した場合、船舶の運航者、船
主（管理会社）、パイロット、あるいは他
の利害関係者（相手船も含め）にとっては、
VDR は明快な証拠を提供するという重要な
機器となりますが、それはそれぞれの利害
関係者にとって、有利不利を含め大きな役
割となることは間違いありません。

本船損害箇所（NTSB）

VOYAGE DATA RECORDER
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橋脚損害箇所（NTSB）

VDR の取り扱い

取扱いの注意点

VDR はデータの先入れ先出し (first in-

first-out) 方式で作動しており、これは新

たなデータの記録と古いデータの消去が

同時に行われることを意味します。一般

的な VDR では、海難発生 12 時間後には、

事故前のすべてのデータが失われ、新た

なデータが上書きされてしまいます。

従って、船長は次の点が確実になされる

ように注意しなければなりません。

• すべての当直航海士は、VDR に精通

し、機器運用手引書を熟知しておくこ

と

• 緊急時に VDR データを保存・ダウン

ロードするため、取扱説明書に基づい

て作成した本船固有の手順書は、VDR

の近くに掲示し、すべての職員はデー

タの保存に精通すること

• VDR は年次検査を除いて、常に作動

し続けしなければならない。

• 当直中は VDR の状態を定期的に確認

し、もしアラームが表示された場合は

直ちに対応しなければならない。

VDR の所有権

IMO の規定 (VDR の所有と取り出しに関

す る ガ イ ド ラ イ ン（MSC/Circ.1024）)

にあるとおり、VDR 情報の所有権は常

に船主にあり、万一海難が発生した場合、

船主は記録されたデータを回収するため

に必要なすべての指示を出さなければな

りません。いかなる状況においても、調

査の間、事故調査官はオリジナルの VDR

情報を保持しなければならず、そのため、

船主には、VDR 情報のコピーが提供され

ます。船長やその他の乗組員は、船主以

外に関係者に対して、VDR の如何なる情

報も漏らしてはなりません。また、事故

調査官は、情報のダウンロードと読み取

りを手配し、船主にすべてを開示しなけ

ればならず、場合によっては専門家の特

別な支援を受ける必要があります。　　

　

参考：NTSB 資料

VOYAGE DATA RECORDER
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LIMITATION OF LIABILITY

海難事故は、甚大な損害を引き起こし、

船舶所有者、船舶賃借人または傭船者等

（以下「船舶所有者等」）に多額の賠償責

任を発生させる可能性があります。しか

し、このような場合に、発生した損害の

全てについて、一般の民法上のルールに

従って責任の有無および金額を決めるこ

とは、その予測および回避が困難な一方

で、損害は巨額になりうる海運特有のリ

スクを一方的に船舶所有者等に課すこと

になり、ひいては海運業の発展を阻害す

ることになりかねません。そこで、Conv

ention on Limitation of Liability for Mari

time Claims （以下、その改正議定書と併

せて「LLMC」）や International Convent

ion on Civil Liability for Oil Pollution Da

mage（以下、その改正議定書と併せて

「CLC」）などの国際条約は、損害が巨額

となる海難事故を念頭に、一定の条件の

下で船舶所有者等の損害賠償責任を制限

するルールの統一を図り、海運業の促進

と被害回復の調整を図ってきました。

日本も、LLMC、CLC およびこれらの改定

議定書を批准し、国内法化しているため、

日本の領海で生じる海難事故に関しても、

船舶所有者等の責任制限に関しては原則と

して条約に基づく国際ルールと同様のルー

ルが適用されます。

1.LLMC ／船主責任制限法

対象となる責任の種類

船舶所有者等の責任制限に関するもっと

も基本となるルールは、LLMC1996 を国

内法化した、船主責任制限法（以下「船

責法」）です。責任制限の対象となる責

任の種類は以下のとおりです（船責法 3

条 1 項各号）。

責任の限度額

責任の総限度額の概要は、船舶のトン数

（GT）および発生した損害の性質に応じ、以

下のとおり定められています。（船責法 7 条

1 項、2 項）。

基金の設立と責任制限手続

責任制限は、船舶所有者等による責任限

度相当額の供託（基金の設立）および裁

判所による手続の開始決定によって効果

を生じます（船責法 26 条）。その後、財

産管理人が選任され、債権者からの債権

届出、届出債権の金額の確定を経て、配

当が行われます。手続開始後は、責任制

限の対象となる債権の債権者は、船舶所

有者等の財産に対する強制執行を行うこ

とができなくなります（船責法 33 条）。

責任制限の権利の喪失

船舶所有者等が、故意または損害発生の

おそれを認識しながら行った無謀な行為

によって損害を発生させた場合には、責

任制限に関する権利は失われます（船責

法 3 条 3 項）。もっとも、ここでいう船

舶所有者等とは、その事業をコントロー

ルできる地位にある者を意味していま

海難事故に伴う船主責任の制限について
津久井亜紀、シンジケート・マネジャーは、日本法の下での船主責任制限に関する船主の権利につ
いて説明します。

（注）ただし、100t に満たない木船の、物損のみに対する責任の限度額は 0.50736M SDR です。
（注）船舶所有者等が、同一事故から生じた反対債権を有する場合には、これによる相殺後の残余額に
上記責任制限が適用されます（船責法 5 条）。

（注）1 SDR ＝ USD 1.36202（2019 年 10 月 1 日現在）。

責任の種類

1　人損および物損（その船舶を除く）
についての責任

2　貨物または旅客・手荷物の運送遅延
についての責任

3　その他の権利侵害による損害につい
ての責任（漁業権、営業権など）

4　損害の防止・軽減のための措置により
被害者側に生じた損害についての責任

5　損害の防止・軽減のための措置により
被害者側に生じた費用についての責任
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LIMITATION OF LIABILITY

す。すなわち、会社等を念頭においた場

合には例えば取締役その他の役員等がこ

れにあたり、被用者である船長その他の

船員等はここに含まれません。そのため、

一定規模の会社を念頭においた場合には、

役員等が具体的な損害発生についての認

識を有している可能性は低く、責任制限

の権利の喪失が認められる事例は極めて

限定的だといえます。

2.CLC1992 ／船舶油濁損
害賠償保障法

タンカーから流出した油から生じた油濁

損害の賠償責任に関しては、船責法では

なく、CLC1992 を国内法化した船舶油

濁賠償保障法（以下「油賠法」）に定め

られる責任制限が適用されます（油賠法

5 条）。油濁損害に関する賠償責任総額の

限度額の概要は以下のとおりです（油賠

法 6 条）。

ただし、船責法と同様に、タンカー所有

者が故意、または損害発生のおそれを認

識しながら無謀な行為によって損害を発

生させた場合には責任制限に関する権利

は失われます（油賠法 5 条但書）。

基金の設立と責任制限手続は、船責法に

基づく責任制限手続と同様です（油賠

法 38 条）。ただし、油濁損害の被害者は、

責任制限により賠償を受けることができ

なかった金額について Fund Convention 

1992 およびその追加基金議定書（Fund 

Protocol 2003）によって設立された各

基金に対し補償を求めることができます

（油賠法 22 条、30 条の 2）。

なお、タンカー以外の船舶から流出した

油によって生じた油濁損害に関する船舶

所有者等の責任については、前述の船責

法に基づく責任制限が適用されます（油

賠法 39 条の 3）。

3. その他の責任制限

このほか、船荷証券統一条約およびその

改正議定書（Hague ‐ Visby Rules, SDR 

Protocol）を国内法化した国際海上物品

運送法（以下「国際海運」）においては、

損害額がより小さい場合を念頭に、運送

人の個別の物品運送責任の免責または制

限等を定めています。

具体的には、いわゆる航海過失免責や船

上火災に起因する損害の免責（国際海運

3 条 2 項）のほか、海上特有の危険、天

災、戦争、海賊行為、荷送人等の行為、

ストライキ等、海難救助、運送品の特殊

な性質・隠れた欠陥、荷造等の不完全等、

船舶外の起重機等の欠陥等が免責事由と

して定められています（国際海運 4 条 2

項各号）。

責任制限に関しては、まず、損害賠償額

の計算方法に関して、損害額は、原則と

して滅失または延着に関わる運送品が荷

揚げされるべき地及び時における運送品

の市場価格によって定めるとされていま

す（国際海運 8 条（旧 12 条の 2））。こ

れは、損害賠償額を定型化し、運送品の

滅失または延着による逸失利益などの特

別損害・間接損害などについての賠償責

任を排除するものです。

また、責任の限度額に関しては、貨物の

いわゆるパッケージまたは重量によって、

以下のとおり定められています（国際海

運 9 条（旧 13 条））。なお、この責任制

限は前述の LLMC ／船責法に基づく責任

制限と重畳的に適用されます（東京地判

H15.10.16）。

なお、船責法および油賠法と同様に、運

送人が故意、または損害発生のおそれを

認識しながら行った無謀な行為によって

損害を発生させた場合には、これらの損

害賠償額の定型化および責任限度額に関

する運送人の権利は失われます（国際海

運 10 条（旧 13 条の 2））。

他方、日本は旅客の運送に関するアテネ

条約（PAL）を批准しておらず、旅客運

送人の人損に関する責任制限はありませ

ん（旅客・手荷物の遅延に関する責任は

上述のとおり）。

（注）運送品が、コンテナーやパレット等の輸送用器具（以下「コンテナー等」）を用いて運送されてい
る場合には、その運送品の包／個品の数、または容積／重量が船荷証券又は海上運送状に記載されてい
るときを除き、コンテナー等の数が包又は単位の数とみなされます（国際海運9条3項（旧13条3項））。

（注）この責任制限規定は、運送品の種類及び価額が、(1) 運送の委託の際荷送人により通告され、かつ、
(2) 船荷証券が交付されるときは、船荷証券に記載されている場合には、適用されません（国際海運 9
条 5 項（旧 13 条 5 項））。
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はじめに
海難事故が発生した場合、日本においては、一
定の重大な事故の場合、海上保安部等により、
船員が逮捕され、取調べを受ける場合がありま
す。そのような場合に、どのように船員が取調
べに対応するべきかは、その船員のみならず、
船主・メンバーの利益に大きく影響するものと
いえます。

そこで、以下では、海難事故の場合に適用され
る法律を概観し、実務上の注意点に触れていき
たいと思います。

海難事故の場合に船員に
適用される手続
１．衝突等の重大な海難事故が生じた場合に、
それに係る船舶を操船していた船長以下の船員
には、日本法上、往来妨害罪（刑法第 124 条
第 1 項）、又は、往来危険罪（同法第 125 条）
が適用されます。

往来妨害罪は、「…水路又は橋を損壊し、又は
閉塞して」（刑法第 124 条第 1 項）他の船の航
行を妨害したといえる場合に成立する罪で、2
年以下の懲役または 20 万円以上の罰金が科さ
れることとなります。これにより、人身損害が
生じた場合には、より重い罪が科されることと
なります（刑法第 124 条第 2 項）。
　　　
往来危険罪は、「灯台若しくは浮標を損壊し、
又はその他の方法により、艦船の往来の危険を
生じさせた」（刑法第 125 条第 2 項）場合に成
立する罪で、２年以上の有期懲役が科されるこ
ととなります。この罪は、船員らが故意に危険
を生じさせた場合だけではなく、そのような意
図がなくても、過失ある者と判断されれば成立
する点（刑法第 129 条）に注意が必要でしょう。
また、「灯台若しくは浮標を損壊」することを
手段とする場合だけでなく、広く、「その他の
方法」により危険を生じさせた場合が含まれま
すので、例えば、ある航路の中で船を沈没させ
た場合、岸壁近くで船を座礁させた場合等も含
まれる可能性があります。この罪が、海難事故
の場合に多く適用される罪といえるでしょう。

上記の犯罪は、日本人だけに適用されるもので
はなく、日本の海域内で事故を発生させた外
国人船員にも適用されます。但し、多くの場合、
船長のみが逮捕され、特段の事情がない限り、
他の船員には刑事手続が及びません。

2. 海上で発生した犯罪行為については、海上保
安庁が捜査権を持ちます。この点は、陸上での
警察の権限と同様です。海上保安庁内で捜査を
担当する者は、警察内でのそれと同様、「司法
警察員」と呼称されます。ですので、海上保安
部は、上記の犯罪行為を犯したと合理的に疑い
を持ちうる船長等に対しては、「被疑者」とし
て、一定の捜査権、逮捕権、取調権を持つこと
になります。その規制は、警察による取調べと
同様に、刑事訴訟法によることとなります。

３．国家権力による捜査、取調べに対する被疑
者の権利としては、「供述拒絶権」ないし「黙
秘権」が重要です。刑事訴訟法は、逮捕・取調
べの対象とされた者が捜査機関に対して行う陳
述は「供述」、取調べの対象とはなっていない
ものの、関連性等に基づき捜査機関が取調べを
行う対象とした「証人」が行う陳述は「証言」
と区別されていますが、以下では、前者につい
て考察したいと思います。

全般的、包括的な供述拒否権としての黙秘権、
つまり、捜査機関に対して一切陳述を行わない
権利については、その根拠は憲法に規定されて

います。つまり、「何人 ( なんぴと ) も、自己
に不利益な供述を強要されない」と規定されて
います（憲法第 38 条 1 項）。ここでいう「不
利益な供述」とは、刑事訴追を受ける恐れのあ
る供述のことを指します。

さらに、刑事訴訟法は、被疑者の取調べに際し
て捜査官は「あらかじめ、自己の意思に反して
供述をする必要がない旨を告げなければならな
い」（同法第 198 条第 2 項）と規定して、被疑
者の供述拒否権を具体化し、さらに、「被告人
は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述
を拒むことができる」（同法第 311 条第 1 項）
として、さらに供述拒否権の内容を詳細化して
います。

海上保安部による取調べにおいても、上記の規
定が適用されることとなります。

４．弁護人の助言。さらに、憲法は、逮捕等
の国家機関による「抑留・拘禁」においては、

「直ちに弁護人を依頼する権利」が付与されな
ければならいと規定し（同法 34 条）、これを
受けて刑事訴訟法では、公訴を提起された「被
告人」のみならず、逮捕され取調べの対象と
なっている段階にとどまる「被疑者」に対して
も、弁護人選任権が付与されています（同法第
30 条第 1 項）。

国費による弁護人を「国選弁護人」、私費によ

MARINE CASUALTIES

海難事故と証言（供述）拒絶権
弁護士法人田中法律事務所の田中庸介弁護士が本船のオフィサーとクルーは如何に海難事故直後の
日本の海事当局の取り調べに臨むべきか、についてを語ります。
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るそれを「私選弁護人」と区別されますが、海
難事故において関与する弁護人は、船主、又は、
保険会社の依頼を受けた弁護士が弁護人となる
場合が多いといえます。

弁護人には、逮捕されている被疑者（船長等）
に対し接見する権限が認められています。弁
護人は、未だ、当該船長等と面識がなくても、

「弁護人となろうとする者」という資格で、海
上保安部等の事務所内にある接見室にて、逮捕
された船長等に面談することができます。

実務上の問題点
１．供述拒否権の持つ意義としては、まず、
被疑者が捜査機関から、不当な自白（不利益
な事実を認めること）を強要されることを防
ぐ点にあります。わが国では、自白だけで犯
罪の成立を認めることは禁止されていますが、
刑事裁判では、実際には、自白は大きな意味
を有しています。また、長期間の拘留の中に
おかれた被疑者は、心理的なプレッシャーを
受け、その意思に反する供述をしてしまう状
況も見受けられます。そのような被疑者に、
供述を拒否することを権利として与えること
には、大きな意義があるといえます。

外国人船員が被疑者として取調べを受ける場
合には、言語の問題があり、日本語による取
調べの意味が明確に理解されない場合が多く
見受けられます。一般的に、外国人に対する
取調べにおいては、その母国語を理解する通
訳が同席して、質問等が行われますが、捜査
機関の認定する通訳が適切な翻訳を常に行う
ものとは限りませんし、特に、海上航行、操
船などの専門的な用語が必要となる海難事故
においては、通訳による翻訳が適切でない場
合も多く見受けられるものと思われます。こ
のような場合、意味の不明瞭な日本語での質
問への回答を拒絶できる権利は、外国人被疑
者にとって、重要な意義を持ちます。

取調べは、一般的に、捜査機関による供述調
書に供述者がこれを認める旨の署名をするこ
とで、完了することとなりますが、外国人被
疑者の場合、日本語による書面の内容を理解
し、それに署名することは困難です。多くの
場合に、被疑者となった外国人船員は、日本
語の書面への署名を拒否しますが、仮に、そ
の内容が真実であった場合には、弁護人がこ
れを英語等に翻訳して書面化し、被疑者によ
る署名を得る場合もあります。
　　
さらに、近時では、署名を拒否する被疑者に
ついて、その理由をそのまま記載し、「日本
語を理解しないため、その署名を拒否した」

ことを調書の末尾に記載して、取調べを終え
る例も出てきました。このような供述調書は、
刑事訴訟法、直接的な証拠ではなく、伝聞証
拠として、間接的な証拠としての効果しか認
められず、裁判手続においては、一定の要件
が認められないと証拠として採用されない原
則ですが、円滑、迅速な捜査を行うことを目
的として、このような方法が取られているよ
うです。

2．上記のように、多くの意義を持つ供述拒
否権ですが、実務上、そのデメリットも認
められます。まず、1 つ目としては、客観的
な証拠により一定の事実が推認されることが
明らかであるにも関わらず、それを内容とす
る質問に一切、応じないような場合には、そ
の拒絶権の行使により、そのような被疑者は、
誠実な対応をしない者として、より重い刑罰
を科される可能性がある点です。例えば、海
図や位置情報により、船の航跡が明らかであ
るにも関わらず、それを内容とする質問を一
切、無視しようとするような場合が考えられ
ます。そのような場合に、これを認めない態
度を貫くと、反省の態度が見られない者とし
て、より重い科刑がなされる場合が考えられ
ます。

さらに、上記のとおり、取調べ、及び、刑事
裁判においては、実務上、捜査機関、及び、
裁判官の心証が大きな意義をもっています。
捜査機関においては、改悛の情を認定し、再
犯の恐れのないことを確認して、不起訴処分
とする権限が与えられていますし、裁判官に
おいても、被告人の態度等を根拠として、量
刑を決定する権限が認められています。すな
わち、上記のとおり、客観的な証拠により犯
罪の成立が明らかであるにも関わらず、これ
を認めず、供述の拒否のみを続けた場合、こ
の量刑等の面において、不利益を受ける可能

性が大きといえるでしょう。

また、客観的な証拠から犯罪の成立が明らか
であるにも関わらず、これを認めようとしな
い被疑者については、一般的に、その取調べ
は長期化する傾向にあります。船員が長期間
拘束されることは、その船員自身が不利益を
被るだけでなく、その雇用者である船主や船
舶管理会社にも、大きな不利益を与えること
となるでしょう。

３．上記のようなメリット、デメリットを勘
案した場合、どのように取調べに対応してい
くべきか、については、まず、客観的な証拠
から推論しうる事故原因を確定することが重
要といえるでしょう。上記のとおり、客観的
な証拠に反するような被疑者の態度は逆効果
を生みますから、どのポイントについては争
えないだろうという、自己の主張の限界点を
確定することが重要といえます。

この意味において、弁護人との協議は重要な
意義を持ちます。弁護人は、一定の範囲で証
拠を知ることが可能ですから、それを拘束下
にある被疑者に伝え、争えない事実を確定す
ることが重要といえます。

弁護人が外国人被疑者と接見する場合には、
捜査機関の認める通訳を同席させることが可
能ですが、その通訳の人数も限られ、また、
海事に詳しい通訳が多くないことを考えると、
英語による会話が可能な弁護士を弁護人に任
命することが望ましいといえます。

すなわち、客観的な証拠から認めうる事実と
それに対する量刑との検討を行い、長期の拘
束を避けることによる利益とを対比して、供
述拒否権の行使不行使を慎重に検討すること
が重要、と思われます。

MARINE CASUALTIES
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MEDIA RESPONSE

四六時中、情報が交錯する今日のメディア
環境においては、ソーシャルメディアは唯
一最大の情報源となっています。何十億人
ものユーザによって、ニュースや画像、ビ
デオ等が「Twitter」や「YouTube」などを
通じて数分以内に拡散されます。

大規模な海難事故後の対応においては、隠
蔽は以ての外、「ノーコメント」という選択
肢はありえません。船主は、事故の発生日
時および場所にかかわらず、事件の法的保
護の必要性だけではなく、一般大衆の認識
にも敏感である必要があります。船主が重
大な海難事故発生後にどのように対応する
かは、その事故がどの程度適切に管理され
ているかの大衆の認識や、関係海事当局お
よび潜在的なクレーマントの対応に重大な
影響を及ぼす可能性があります。さらに船
主とビジネス上の取引を行うパートナーお
よび投資家らは、船主が海難事故にどのよ
うに対処するか、メディアへの対応はどう
か、また社会的評価の低下による市場での
潜在的損害にどのように対応するかに、同
様に影響を受ける可能性も生じます。

クライシス・コミュニケーションは、船舶
の事故発生後の効果的な事故管理の大変重
要な要素です。もし海運会社が適切に危機
に対応して管理できれば、以前よりも企業
の社会的評価が上がることもあり得ます。

船舶を所有または運航する大手海運会社は、
通常、社内に危機管理部門があるか、また
は危機管理専門会社と契約して危機に備え
ています。しかしながら、多くの船主及び
オペレーターは、そのような社内体制では
ないのが実情です。彼らは、国内外のメディ
ア、および事故とは直接関係していないも
のの、事故の影響や結果に社会的関心を持
つ第三者に対し、どのように対処するかに
ついての経験が殆どないでしょう。
大事故の発生、メディアの関心、それに対
応する社内の広報体制の不備の組み合わせ
は、そう頻繁に起らないでしょう。しかし、
そうした際には、UK クラブでは、世界中で

危機管理に携わる厳選された専門コンサル
タントのサービスを利用するように、船主
やオペレーターを支援し、奨励することが
できます。実際の広報対応が特定のクレー
ムを扱う戦略の一部である場合には、当ク
ラブは、メンバーの対外的なコミュニケー

ションが調整され、かつタイムリーである
ように、任命された弁護士と一緒に協力的
な役割を果たします。
大規模な海難事故の広報対応は専門家の分
野です。発生した海難事故によって、特に、
生命、福祉及び環境が脅かされ、または損
なわれた場合には、様々な政治的な団体、
政府機関、個人、メディアなど、多方面か
ら情報の提供が求められます。

事 故 発 生 後 の 数 時 間 は、 情 報 不 足 に よ
り、何らかのニュースやコメントを得よう
とする編集長や放送プロデューサーから記
者に強い圧力がかけられるでしょう。しか
し、誰も情報のコンテンツやフローをコン
トロールできないため、情報が乱れ飛んで
しまいます。そのため、発生した事故と全
く関係のない者が不正確な情報を述べたり、
それを是認したりすることもあり、船主は
一般大衆およびメディアに対し、そうした
外部情報源と「競争」しなければならない
ことになります。

メディアに対する適切な情報管理がなされ
なければ、そのようなうわさや風評は船主
の社会的評価を損なうばかりか、メディア
に「事実」として取り扱われることで、不
必要で深刻なクレーム処理プロセス自体の

混乱を引き起こしかねません。従って、船
主、船舶管理会社および代理店は、メディア、
政府および公的団体、または他の関係者に、
海難事故やその状況等に関する情報を迅速
に提供する必要があるのです。このプロセ
スを実際に実行することで船主やオペレー
ターは、メディアの報道により大きな影響
力を持つことが出来ます。

大規模海難事故の際に、専門的、かつ効果
的にメディアを管理するには、事実を一般
大衆に伝えることと、状況に関する憶測ま
たは根拠のないコメントを払拭すること、
に焦点を当てることでしょう。また、事故
関係者も、発生した事態に向き合い、被災
者への福利のために、できる限り状況を改
善しようと意欲を見せることで、世間の期
待を満たすことができます。

以下の目的を念頭に置いて、情報とその流
れは効果的に管理されなければなりません。

• メディアや政府・公的団体が、危機の解
決に取り組んでいる人々に与える影響を
最小限に抑えることで、これらの人々が
業務を比較的に阻害されずに遂行可能と
する。

• クレーム、訴訟、正式な尋問等を管理す
る際の煩雑さを避ける。

• 船主その他の関係者の社会的評判を保護
する。

重要なことは、絶えず変化する状況の認識
に対応してコミュニケーションを続けなけ
ればならない、ということです。当クラブ
とメディアコンサルタントは、傭船者、サ
ルベージ会社、船舶管理会社や弁護士を含
む様々な関係者とうまく調整して、情報が
首尾一貫していて、関係者間で合意され、
事故からの情報が適切に管理されるように
努めます。

こうして調整されたチームワークは、危機
管理と広報対応の成功を約束します。

メディア対応 : 海難事故後の管理
ルーク・レーン、TMKK シンジケート・マネジャーは、何故メディア対応が危機管理と広報対応の
成功に重要なのかについて考察します。
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