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はじめに
私は、現在飛鳥クラブの会長です。飛鳥クラブ

では、客船飛鳥Ⅱにリピートして乗って下さるお
客様のまとめ役を担う仕事をしています。旅行代
理店とか学校にお邪魔してクルーズの魅力につい
てお話をしています。

今年で客船事業に関わって 22 年になります。

最初の 8 年間は先代の飛鳥（今の飛鳥の半分くら
いの大きさ）の船長を務めました。2003 年に陸
上勤務となり、陸の上から船の安全運航だとか客
船乗組員の教育だとか航路の選定だとかそのよ
うな仕事を 2011 年までしていました。客船に関
わって 20 年を過ぎるという人はなかなかいない
ので、この機会に世界の客船の状況、客船船長の
職務、クルーズの魅力を紹介します。

1　世界と日本のクルーズ事情
（1）世界のクルーズ客船のカテゴリー

現在、世界で運航しているクルーズ客船は約
300 隻です。客船はサービスの内容によってカ
ジュアル、プレミアム、ラグジュアリーの 3 タイ
プに分けられます。（表 1）

カジュアルの船は 1 名 1 泊あたりの代金が 5 千
円〜 3 万円くらい。プレミアムでは 1 万 5 千円〜
6 万円くらい。ラグジュアリーになると 4 万円〜
20 万円くらいの値段になります。船旅は高いと
思われがちですが、カジュアル船で楽しく過ごそ
うと思うと外国の船がたくさん来るようになった
ので気軽な値段でクルーズを楽しめます。船の大
きさといろいろな要素を見てみると、乗組員 1 人
当たりの乗客数はカジュアル船が 2.66 人、ラグ
ジュアリー船になると 1.57 人です。（表 1）たい
へん細かいところまで目の行き届いたサービスが
できるのがラグジュアリー船です。

客船は最近どんどん大きくなり、飛鳥Ⅱは日本
で一番大きな船ですが、5 万トンちょっと、世界
で一番大きな船は 22 万トンを超えています。日
本に寄港するカジュアル船はだいたい 11 万トン
〜 12 万トンくらいです。

カジュアル船はどんどん大きくして、例えば船
の中にロッククライミングだとかパラグライダー

　第 1 回海洋会ランチセミナーは、2016 年 12 月 21 日（水）12：00 〜 13：15 越中島
多目的教室で行われ、1 学年〜 3 学年の 28 名が参加した。
　講師は「飛鳥」元船長幡野保裕氏である。

 略歴
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幡野 保裕（はたの やすひろ）

 第１回　海洋会ランチセミナー 
クルーズの魅力と客船船長の職務
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の装置をつけたり、流れる大型プールやアイスス
ケート場等々レジャーランドと同じように遊ぶ場
所を作ろうというのがトレンドです。

ラグジュアリー船はすべての料金が運賃の中に
含まれており、乗ってしまえばお金は一切かかり
ませんよという方向になっています。我々日本人
にとっては外国のラグジュアリー船における大
きなネックはチップが必要だということでした。
チップを払わないと、悪い言い方ですが乗組員か
らはいやな顔をされるといったところがありまし
た。そのためにはきれいなチップの使い方が必要
だったのです。そういうことを気にしなくてもよ
い「サービス料から飲み物からすべてのものが運
賃に入っている」というのが最近のトレンドです。

プレミアム船はそのちょうど中間でいいところ
をとってそれぞれをつなぎ合わせたものです。

（2）世界のクルーズ客船・マーケット
世界の客船船社は寡占化が急速に進んでおり、

4 社にしぼられます。
一番の大手は、BCL（カーニバルクルーズ）グ

ループで 106 隻運航しています。次が RCL（ロ
イヤルカリビアン）グループで 42 隻、NCL（ノ
ルウェークルーズ）グループが 22 隻、GetingHK
（香港の観光リゾート業）が 8 隻です。この 4 社
で世界の乗船客の 83％を占めています。

伝統的な船会社が客船を造るより、投資家が客
船を造り、大きな船会社に預けて運航させようと
いうスタイルに変わりつつあります。

世界のクルーズ人口は 2,220 万人といわれてお
り、2004 年の 1,310 万人から 11 年間で 69.5% 増
加し、今でも年間 6.5% 成長している産業といわ
れています。

今、世界の客船業社が注目しているのは中国。
中国の上海や天津、香港をベースにして南西諸島

（カリブ海の緯度と同じでクルーズに向いている
といわれている）に配船して、最終目的は長崎や
博多に寄港し爆買いをして、香港や上海へ帰ろう
という 10 日〜 14 日くらいのクルーズ。中国の伸
び率は目覚ましく、2014 年は約 70 万人、2020 年
には 600 万人を越えるといわれています。

（3）日本のクルーズ客船・マーケット
日本の客船元年は 1990 年ですが、その当時の

客船人口というのは 10 万人弱でした。それが
1996 年に飛鳥がワールドクルーズを始めたとき
に 20 万人くらいに増加しました。それから現在
までほとんど増えていません。日本の外航客船は
飛鳥Ⅱ、日本丸とぱしふぃっくびいなすの 3 隻の
みです。（表 2）

（4）日本クルーズの現状と可能性
日本のクルーズ人口が増えないのはなぜでしょ

うか。まず船が 3 隻しかないので似たようなサー
ビスと運賃で走っているので、選択肢が大変狭い。
それから日本の近海は結構時

し

化
け

るのです。
一番大きな要因は長い休暇がとりにくいことで

す。また、日本人は農耕民族ですから欧米の人に
比べると船酔いには弱いということです。近年大
型外国客船の日本寄港が増加して選択肢の幅が広
がったといえます。

日本で客船を作れる造船所は数えるほどしかあ
りません。ヨーロッパには 5 つくらい客船を造る
造船所があります。彼らは、かつては極東に造船
業を取られ商業用の船を造る機会から締め出され
てしまいました。

そのヨーロッパの造船所は細々としかたなく客
船を建造していたのですが、欧米でのクルーズ業
の発展で客船建造ブームとなり、これらの造船所
では 2025 年くらいまで、船台が空かない状況に

カジュアル プレミアム ラグジュアリー
運航客船 218 隻 53 隻 26 隻
一泊当たりの代金 50 〜 300 ドル 150 〜 600 ドル 400 〜 2,000 ドル
乗組員 1 人当たりの乗客数 2.66 人 2.06 人 1.57 人
乗船客 1 人当たりの総トン数 34.7 トン 45.03 トン 60.52 トン

表 1　全世界の客船数・クラス
（出典　Cruise Market Watch 2016）



● 44

★報告★ 

★報告★ 

あります。
日本のクルーズの更なる発展のためには、新造

客船を何とか造らなければならないということで
すが、残念ながら実績ある欧州の造船所では難し
い状況にあります。

日本国内の造船所に頑張ってもらいたいと考え
ます。

2　客船船長の職務
船長の職務はちょうどオーケストラの指揮者と

同じで、お客様と船と自然と乗組員、この 4 つの
波長を合わせてお客様に感動していただくことで
す。

（1）多くの人をまとめる
客船の特殊性というのは商船に比べると関わっ

てくる人間の数が圧倒的に違うということです。
商船では 25 人くらいのクルーをまとめていくと
いうことになりますが、飛鳥Ⅱではお客様とク
ルー合わせて 1,300 人に近い人数となるので人間
同士をどうコントロールするかということが一番
大きな仕事になります。これが普通の商船とは
まったく違うところです。

人をまとめるという船長の職務にはリーダシッ

プとマネージメント能力が必要です。自分の経験
からいうと最終的には人間の資質であり、その幅
の広さが大きく影響してくるように思います。マ
ネージメント力を磨くことはいくつになっても同
じ課題を背負うようなものでこれはどの時代、ど
の瞬間をきりとっても必要なことではないかなと
思います。客船の目的はお客様に有意義に過ごし
てもらって感動をたくさん持って帰ってもらって、
それで終わりではなくてまたこの船に乗りたい
なぁと思っていただくそれが目的です。

船では長い伝統として船長の考え方が部下に浸
透する組織が出来上がっています。その目的を船
長が自覚してお客様に常にそういう態度で接して
いるとそれを見ている乗組員たちも習ってくれま
す。

船長の行動は非常に大切だと思います。客船の
船長はその船に乗ると船の顔になってしまいます。
だいたいあだ名がつきます。この船長が乗るとい
つも時

し

化
け

るので、“しけ船長”とかいう不名誉な
名前をつけられますし、この船長に乗るといつも
好天で港は静かなので“晴れ船長”、強風が吹き、
抜港が重なると入港をすぐに中止してしまう“抜
港船長”とかつけられたりするのです。

船名 飛鳥 II にっぽん丸 ぱしふぃっくびいなす

 就航年
1990 年 7 月
2006 年改装

1990 年 9 月
2010 年改装

1998 年 4 月

 全長 240.96m 166.65m 183.40m

 全幅 29.6m 24m 25m

 総トン数 50,142 トン 22,472 トン 26,594 トン

 巡航速度 22 ノット 18 ノット 18 ノット

 乗客定員 872 人 398 人 476 人

 乗組員数 470 名 230 人 220 人

 客室数 436 室 202 室 238 室

 客室面積 18.4 〜 88.2㎡ 14㎡〜 79㎡ 15.3㎡〜 65.0㎡

 乗組員比率 1.9 人 1.7 人 2.2 人

 スペース比率 57.5 トン 56.5 トン 55.9 トン

 外部評価 ★★★★＋ ★★★★ ★★★★

表 2　日本籍船のクルーズ客船
（出典）Berlitz「COMPLETE GUIDE TO CRUISING & CRUISE SHIPS 2013」
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（2）決断力
また船長の資質として大事なのは決断

力です。今は陸上からの支援が非常に発
達していていろんな情報も入ってきます。
情報があふれかえっているからこそ決断
が難しいことがたくさんあります。決断
の中でやっぱり一番難しいのは安全の限
界をしっかり見極めて退く勇気だと思い
ます。スエズ運河を抜けているときに砂
嵐に閉じ込められてしまうという経験を
しました。そのときに砂嵐をおしてもス
エズ運河を通過してしまうか、安全第一
だから広いところにアンカーして嵐が行
き過ぎるまで待つか、それを判断するの
は情報がたくさんあっても船長が判断し
なければならない。私が投錨して砂嵐を凌いだと
きも、喫水が入った貨物船などは平気で通り抜け
ていくので「この船長は臆病だ」と言われたこと
もありました。船長とお客様の信頼関係が深まる
と船長の判断は多くの場合支持されます。客船船
長の宿命でしょう。

（3）シーマンシップ
今まで自分が乗っていた商船は乗組員 23 人く

らいで男性ばっかりです。客船では 3 分の 1 くら
いは女性の従業員ですし、プロの船乗りというよ
りはホテルで働いてきた人たちを船の中で使わな
いといけせん。どうしたら船をまとめられるか
なと正直悩み、カルチャーショックを受けまし

た。その時に自分の今までやってきたことのバッ
クボーンって何かなと考え、自信の持てるものは
“シーマンシップ”であると考えました。船は
“Chain of Command”が確立されており、船長
をトップとして下で頑張ってくれている乗組員ま
でピラミッド型の組織の中に入っています。船長
が一つオーダーを流せばそれが一番下まで行き渡
るようになっています。まず、この方法を徹底し
てマネージメントに活用しようと決めました。

帆船の実習訓練をしているときにはどうしてこ
んな時代遅れのことをしてるんだと思いました。
どんなに風が吹いて雨が降っても合羽を着てデッ
キに立たなければいけないし、位置は GPS でど
んどん入るけれど天測をして位置を出さないと

いけない。そういうことは、商船に
乗ったら役に立たないじゃないかと
思ったものですが、その後の自分の
船乗り生活の中で考えてみると、真
摯に海と向き合い、自然を素直に感
じることがものすごく大事だなって
ことを何回も感じました。

巨大な海への敬意を持っていなけ
れば海はなにも教えてくれない。そ
の感覚は人間をマネージメントする
場面と全く一緒です。真摯に対面し
て相手に尊敬の念を持って接してい
けばどんな難しい相手でも、コミュ
ニケーションがだんだん取れていく。
これは人間も自然の一部、みな一緒
だと確信をしました。

講演する幡野会長

飛鳥Ⅱ　スエズ運河にて
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もしこれから海で仕事をしたいとい
う方はぜひ帆船実習を経験されること
をお勧めします。

3　クルーズの魅力
クルーズとは『時の揺り篭』であり、

非日常的な時の流れを楽しんでもらう
スローライフの究極といえます。それ
が船旅です。

クルーズには 5 つの魅力の要素『安
全・安心 / 快適 / 便利 / 感動 / 健康』
があると思います。

安全は、お客様を安全に運ぶのは絶
対の使命ですから安全第一です。だか
ら自分の能力をしっかりわきまえて、例えば船を
港に入れる場合、風が 10 メートル強吹いて自分
の操船能力では難しいと思ったら入港は中止する。
10 メートルから 13 メートルまでは大丈夫だと自
信が持てるようなら入港すればよい。それはその
ときの船長の技量、能力によって違います。もち
ろんマニュアルはありますがマニュアル通りにな
らないところが操船にはあることを理解して下さ
い。

客船はドクターがついて旅ができるので安心で
す。乗っている間はどこへ行ってもおいしいもの
が食べられますし、エアコンは効いていますし、
船の中で遊んでいるうちに目的地がやってきます
から快適に過ごすことができます。快適の中で一
つ話さないといけないのは船酔い対策です。最近
の客船はフィン・スタビライザーという翼を持っ

ており、これでローリングの 95% くらいは吸収
してしまいます。240 メートルの船でも長さが 6
メートルちょっとで幅が一番広いところでも 2
メートルの翼ですがコンピューターで制御してい
ます。

船旅は便利です。荷物のパッキングのストレス
から解放されます。100 日を越える旅でも荷物は
宅急便で出発港に送れます。下船時も同様です。
入出国の手続きも比較的簡単です。どの寄港地も
客船を誘致したいと考え協力的なのです。

お土産も大きさや重さの制限は客室に入れば、
危険物でなければどんなものでも買って大丈夫な
のでたくさんのお土産が買えるということになり
ます。大きな家具、木彫り、じゅうたんなどをお
客様はお買い上げになります。

なんのために皆さん船旅をするのですかとお聞
きすると、やっぱり感動を得るためと
おっしゃいます。

船旅はすべてが本物です。ディズ
ニーランドの方とお話するチャンスが
あって、ディズニーと船ってよく似てい
ますねっていう話になりました。何が似
ているかというとリピーターがものすご
く多いことです。

ディズニーの方が「ディズニーってお
客様に疑似体験で感動を与えるのが主体
です。いろいろ仕掛けをプロデュースし
て感動を与えているのですが、それに比
べ船っていいですね。全部本物の感動で
すもんね」と言われました。あぁ、本当フィン・スタビライザー

聴講する学生
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にそうだなと思いました。自然現象を見ても、い
ろんな景色を見るのも、友達をつくるのも、全部
本物。

日本の近海で皆既日食を見たときの写真を紹介
します。2009 年のワールドクルーズの最終区間
ホノルル〜横浜にワールド・クルーズのプレゼン
トとしてその日程を組みました。お天気の良い黄
道の下の海面に船を持っていけば完全なかたちで
皆既日食が見れるのですから。もっとも船長は猛
烈なプレッシャーだったようです。

4　学生諸君へ
最後に言いたいことは、これからの人生を考え

るとき「何か困ったときに自分の行動の拠り所と
なるバックボーンはこれだといえるようなものを
つくってほしい」と思います。

それから、「夢を持ち続けること」、「好きな仕
事に就くこと」、「仕事を通して努力をしてそのこ
とで人間としての幅を広げること」です。

失敗は誰でもします。これはいつも船でクルー
たちに言っています。いろんな作業がたくさんあ
ります。みんな失敗します。でも、失敗はいい経
験だから 2 度目の失敗はないようにしなさいとア
ドバイスしています。

帆船実習で学んだ経験から「人にも自然にも相
手に敬意を払って真摯に対応すること」、これが
あれば皆さんは実社会においても成長できると思
います。

船長の職務でも述べましたが、バックボーンの
つくり方は人によって違うと思います。皆さんが
いろんな経験の中で何かを見つけてそれをバック
ボーンにしてほしいと思います。

飛鳥に乗船した当初、本当にいろいろ迷いまし
た。迷ったときにいろいろ考えてこういうことで

はないかなと思ったんです。
自分のバックボーンは“シーマンシップ”で

あると。昔はシーマンシップといえば“Steady”、
“Smart”、“Silent”だったが、客船ではちょっ
と変えて“Say　Hello”、“Smile　Safety”とい
うふうに使っています。これはホテル部の人たち
に覚えてもらうために作った標語です。

座右の銘にしているのは『精力善用自他共存』、
これは柔道の加納治五郎先生の言葉で、自分の力
は善いことに使って、自分も他の人たちと共存し
ましょうという意味です。これがあればいろんな
世の中の難しい問題も解決できると思い大切にし
ています。

そして『騰々として天眞に任す』、これは良寛
和尚の言葉です。やる事全部やったらあとは自然
の流れにまかせる、悠然としていようという気持
ちを表す言葉です。これは船乗りにとっては大事
なことかと思います。

< 質疑応答 >
質問： 本船寄港中、乗組員はどのように過ごされ

ますか。
回答： 客船に乗って世界中いろんなところに行

けていいなと思うかもしれませんが、上陸
できる時間は限られています。例えば航海
士・機関士は船が走っていても止まってい
ても当直（ワッチ）勤務があります。０－
４／４－８／８－０で当直です。ワッチオ
フの日は上陸しても構いませんが思ったほ
ど時間はとれません。船長・機関長は停泊
中には大使館の方や商社の方が来られると
かいろいろあるので、実際にどの港でも上
陸できる時間は 2 〜 3 時間くらいしかない
です。停泊中にも避難訓練や国際ルールに
よる安全検査や衛生検査があります。

　　 乗組員は船で働いていると必ず長期休暇が
あるので客船で行ったところ、感動したと
ころに休暇中に遊びに行くというのが多い
ですね。

質問： 客船会社での採用活動について教えてくだ
さい。

回答： 郵船クルーズも航海士、機関士の採用をし
ています。今の運航部の体系は、本体の郵
船から派遣してもらっている航海士・機関
士と郵船クルーズ自社で雇っている航海2009 年 7 月 22 日　飛鳥Ⅱ船上から見た皆既日食
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士・機関士と混ざっていますが、将来的に
はなるべく自社採用の航海士・機関士で客
船を動かしたいなと思っています。

　　 お客様はヤングオフィサーがシニアへと
育っていく過程を見ることを喜ばれますし、
オフィサーとお客様との信頼関係の構築に
もつながります。

　　 客船と商船の仕事は全く違いますから自社
採用した人が必要だなと今思っています。

　　 ただ、船が 1 隻しかないので毎年採るわけ
にはいきません。弊社をご希望の方はホー
ムページなどで採用情報を見て下さい。

質問： お客様が乗っているということで実際どれ
くらいお客様と触れ合う時間があるのか、
またやりがいや苦労することを教えて下さ
い。

回答： ヤングオフィサーの頃はお客様の前に出る
ことはないといってもいいかもしれません。
ただ長いクルーズになりますとディナーの
時間にヤングオフィサーと一緒に食事をさ
れるとお客様が喜ばれるので順番に出てき
てもらって、テーブルマナーとか会話の仕
方だとかを勉強してもらっています。

　　 また、船内でのいろいろなイベント、例え
ば運動会や赤道通過祭などには参加しても
らいます。お客様は一般的にヤングオフィ
サーが大好きです。

　　 船のマネージメントクラスになりますと
ディナーの席に出ることが多くなります。

　　 そこで会話をしてお客様が今どういう要望
をお持ちなのか、なにを期待されているか
を把握します。また海や航海の話をお客様
は喜ばれます。

　　 またシニアオフィサーはお客様と可能な限
り交流するのが大事な仕事で、夜の時間帯
になるとパブリックエリアを船長・機関長
はうろうろします。ストローリングと言っ
ています。お客様はご満足されているのか、
何か問題はないのか、観察すると言うと失
礼ですが船長の大事な仕事です。

　　 　もっとも、船長が直接クレームを受ける
ことは稀ですが、そうかといってクルーズ
が上手くいっていると過信してはいけませ
ん。

　　 お客様の顔色同様、サービススタッフの顔
色も笑顔の質もよく観察する必要がありま
す。

　　 ダンスも踊る必要がありますね。一緒に踊
る時には必ずお年寄りから順番にしないと
クレームが出たりしますから。

質問： 飛鳥で一番つらかった思い出と一番うれし
かった思い出は何ですか。

回答： 一番大変だったのは、小笠原の父島の二見
湾に飛鳥をブイ停船していたときのことで
す。船首尾から各 4 本のブイロープを取っ
て係留していたとき、突風が吹いて船首側
ロープがブイから全部切れました。船が、
ばーっと流されて岩礁に乗り上げそうにな
りました。人間の手で輪にするくらいの太
いホーサーですけれどもそれが切れると
き、大砲のような音がするんです。ボンっ
て。その 1 本目が切れるか切れないかのと
きに当直をしていた航海士からの緊急連絡
で、すぐとんでいきました。父島の二見湾
の中は戦争で沈んだ船がいっぱいあるから
アンカーしてはいけないといわれている所
です。

　　 ブリッジに上がったときにはもう乗組員が
船首にスタンバイしていて「錨、いつでも
落とせます」と言ってくれました。この時
は本当に優秀な部下を持って良かったと思
いました。テンダーボート作業に従事して
いた彼らですが、ロープが切れた音がした
とき、次に何が必要か理解してオーダーさ
れなくとも船首投錨配置についてくれてい
たのです。錨が効いて風での圧流がガクっ
と止まりました。船尾の方は 2 本切れたん
ですが、残りのロープがピンピンに張って
いて切れなくて、そばには行けないし、エ
ンジンをかけて振り切りました。

　　 そして錨を巻きながらきれいに脱出できま
した。すごくラッキーだったと思います。
後部甲板のプールの中に切れたロープの切
れ端が見つかりました。もし誰かに当たっ
ていたら即死か大けがをしていたでしょう。

　　それが一番怖かった経験です。
　　 後で冷静に分析してみると、強風を予測し、

船を出船で係留していたこと、機関をい
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つでも使えるようにスタン
バイしていたこと、お客様
の上陸が一段落した時間帯
だったこと、それから緊急
時に何をすべきか知り尽く
した優秀な部下に恵まれた
ことが助かった大きな要素
です。怖かったけど、うれ
しかったことでもあります。

　　 うれしかったことは、ミッ
ドウェーに客船船長として
世界で戦後はじめて入れた
ことです。

　　 ミッドウェーで慰霊祭をし
ますというのがうたい文句
のハワイ・クルーズだったんです。ただ、
ミッドウェーには自然環境保護の観点から
環礁内に入っちゃいけないということに
なっていて、外海にアンカーをして上陸用
の小型の船でミッドウェーに上陸予定でし
た。

　　 ミッドウェー環礁のそばには何回か行って
いますから、海流も強いし外洋の島だから
アンカーして上陸サービスなんか絶対でき
ない大変なオペレーションだと覚悟はして
いました。

　　 ミッドウェー寄港はこの船旅の目玉ですか
らお客様はミッドウェーに上陸できると
思って期待しておられます。

　　 講師で乗っていらしたのが澤地久枝さんで、
「滄海よ眠れ」―記録ミッドウェー海戦の
生と死―の著者です。ミッドウェーに入港
する前夜に講演していただきました。「明
日は日米 3,419 人もの英霊が見守ってくれ
ているから、絶対みなさん上陸できます」
と話されました。お客様の期待は大きく膨
らんでいました。

　　 翌朝早目に、環礁にアプローチして予定の
錨地に投錨しましたが案の定うねりが高く
てとても上陸できるような状態じゃない。

　　 上陸できる場所はないかと環礁の周りをぐ
るぐる回っていたんですが適当な場所が発
見できないので、あきらめて日本に向かお
うかと考えていたら、ミッドウェーの魚類
野生生物局局長（FWS）が見るに見かね

て「中に入れるんだったら入ってきていい
よ」と言ってくれたんです。

　　 　 ま た 入 域 を 許 可 し て く れ た FWS が
チャートと助言役としてタグボートの船長
も送ってくれました。

　　 　無事に入れて環礁の中は全くうねりもなく
てお客様はテンダーボートで上陸していただ
けました。入るときは入口の流れが強くて船
がまっすぐにならないんですよね。あの大き
な船で斜めになりながら入っていくというの
は気持ちのいいものじゃないです。

　　 お客様からは大変感謝され嬉しかったです。
　　 それがすごくいい思い出として残っていま

す。

質問： 若い航海士に求めるものは何ですか。
回答： 若い航海士も当直に立つときは一人ですか

ら飛鳥Ⅱの場合約千名の命を預っているわ
けです。だから決断力というのは大切だと
思います。

　　 それから状況判断ですね。自分で無理だと
思ったら上位職の人に連絡、助言を受ける
ことでしょう。

　　 自分が当直に立っているときは全ての責任
は自分が持っているという自覚が大切です。

飛鳥Ⅱ　ミッドウエーにて


