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学制改革と新しい分野への挑戦
海事問題調査委員会
海事問題調査委員会では、公益目的事業活動と
して海事社会におけるホットで重要なテーマにつ
いて取り上げています。

委員長

赤峯

浩一

ンター次長）執筆による「ちきゅうで未来を掘
る」を掲載しました。
今回は、それに関連した「学制改革と新しい分

前回はその一つとして、2014年₃月第886号に

野への挑戦」をテーマに、商船教育系大学から岩

て「若ものよ世界の海で海洋開発にチャレンジ

坂直人氏（東京海洋大学海洋工学部長）と内田誠

を！」と題して、山本勝氏（元 日本郵船代表取

氏（神戸大学海事科学部海事科学研究科長）より

締役専務、元（株）グローバル オーシャン ディ

寄稿戴きました。現在現場が求めている海技者像

ベロップメント代表取締役社長）執筆による第₁

とは一体何であるか、これに対して教育現場はど

「海洋開発の第一線で日本人海技者の潜
部（Ⅰ）

う応えて行くのか、国が定めた海洋基本法とも相

在能力を！」と、第₁部（Ⅱ）
「若ものよ世界の

俟って、この重要なテーマである両大学の「学制

海へ飛び出そう」を掲載、第₂部では倉本真一氏

改革」について両大学学部長に寄稿文をお願いし

（独立行政法人海洋研究開発機構地球深部探査セ

て、ここにその全文を御紹介します。

東京海洋大学における海洋開発関係の人材育成の取り組み
概

要

本学における海洋開発関係の人材育成の取り組
みについて、その背景となる大学改革から始め、
新設予定の学部の概要および海洋工学部の取り組
みについて、簡単に説明します。海洋工学部は､
これまで培ってきた船舶職員養成教育や船舶運行、
舶用機器などの教育研究を土台に、海洋開発関係
の分野で活躍する人材育成を行う計画で、既に教
育プログラムを試行しています。また少子化や社
会人再教育に対応するため入学定員を変更し、₃
年次編入学を制度化します。
大学改革の大きな柱である新学部の設置につい
ては、平成29年₄月開設予定で準備を進めていま
す。名称は海洋資源環境学部（仮称）、品川キャ

東京海洋大学海洋工学部長

岩坂

直人

ンパスに置かれます。現海洋科学部海洋環境学科
を主体として海洋工学部からも教員を出して作ら
れる予定です。この学部では海洋自体の理解を深

1. 国立大学改革の流れ

める理学的な分野を中心に、海底資源探査や海洋

国立大学は平成16年度に国立大学法人として法

土木工学などの分野の教育研究も行う計画です。

人化され、同時に第₁期中期目標期間がスタート
しました。この期間は法人化した大学の運営を軌
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道に乗せる時期と位置づけられました。次いで平
成22年度から₆年間が第₂期中期計画として始ま
りました。この期間は法人化の長所､ すなわち各

2. 特定分野（理系）としての
海洋工学部のミッション再定義

大学の裁量拡大、学長の権限強化、外部からの経

ミッション再定義では、海洋工学部の強みや特

営参画などを活かした改革を本格化する時期とし

色、社会的役割として以下の項目が認められてい

て位置づけられ、大学を取り巻く環境の変化、す

ます。なお農学分野での再定義については、文部

なわちグローバル化、少子高齢化の進展、新興国

科学省ホームページをご参照ください。

台頭による様々な分野での競争激化などを踏まえ、

○わが国唯一の海洋系大学として、「海を知り、

各大学の特性に応じた機能強化を図る時期とされ

守り、利用する」をモットーに、海事、海洋機

ました。具体的には前半の助走期間の後、平成25

械、物流に関する専門的学力を授け､ 論理的思

年₆月に国立大学の機能強化に向けた考え方が示

考力、判断力、社会的責任感、国際性を備え実

され、中期計画期間後半の平成25年度から27年度

践的指導力を持ち高度な専門人材育成の役割を

を改革加速期間とし、平成24年度から行われた各

充実するとともに、課題探求、問題解決能力を

大学、学部などのミッション再定義に基づいた各

持ち、海洋に対する深い科学的認識と広い視野

大学の改革プランを文科省が支援することになり

を備え､ 高度な研究能力を有する先導的な人材

ました。

養成の役割を果たす。

東京海洋大学はミッション再定義においては海

○練習船、舶用機関、輸送機器などの実機を用い

洋科学部中心の農学系分野、海洋工学部中心の特

た実験実習などを重視する実学中心の全人教育

定分野（理系）のカテゴリーでそれぞれ審査を受

を実践してきた実績を生かし、各分野の専門性

けました。特定分野（理系）は海洋工学部の他、

を更に磨き､ 国際性涵養の授業や実習を一層充

神戸大学海事科学部、北陸先端科学技術大学院大

実させるなどして、海事クラスターのみならず

学が対象となりました。

国際物流、海洋開発など様々な分野でグローバ

ミッション再定義で認められた強み、特色、社

ルに活躍できる人材を育成する学部教育と、そ

会的役割をもとに各大学の機能を更に強化するた

こで培った素養の上に各分野をリードし、更に

め、各大学には大学改革実行プランの策定が求め

新しい分野を切り開く能力を育成する大学院教

られ、文部科学省はそれに対する大学改革補助金

育､ また海技者教育を担う人材を養成する大学

等による支援を行うことになり、各大学から競っ

院教育を目指して不断の改善、充実を図る。

て改革案が発表されました。国立大学法人の中期

○海事分野の研究で世界をリードしてきた実績、

計画第₃期は平成28年度から始まりますが、第₃

海洋機械分野及び国際物流分野などにおいて

期は大学改革が各大学で実行に移される時期とな

培ってきた研究実績を生かし、海洋資源開発に

り、その成否は第₄期以降の大学の存続も左右す

資する機器開発及び資源開発プラットフォーム

る可能性があります。
各大学に求められる機能強化の方向
性は､ 広く報道されているように、世
界最高の教育研究拠点の展開（いわゆ
るグローバル大学）
、全国的な教育研
究拠点､ 地域活性化の中核拠点の₃つ
が示されています。本学は､ 大学の規
模や教育研究分野から、特定分野で世
界最高水準の教育研究を担う大学とし
て₂番目のカテゴリーである全国的な
教育研究拠点として改革を進めること
になりました。
越中島キャンパス
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の運用技術、海事、海洋機械、物流の各分野に

海洋を巡る新たな社会情勢を受け重点的に推進す

おける大規模自然災害対策及び環境対策､ 科学

る₆項目及びその具体的な₇施策が示されていま

的で高度な海技者育成方法の探求など、海事、

す。その重点的に推進する取り組みでは、人材の

海洋機械、物流とその関連領域の研究の発展に

育成や技術力の強化として大学などにおける学際

寄与する。

的な教育や専門的な教育の推進、産学官連携の推

○海事､ 海洋機械並びに物流分野で活躍する人材

進を通じて海洋立国を支える多様な人材の育成と

を輩出すると共に、これらの分野の国内外の公

基盤的な技術力の強化に取り組むことが示されま

的機関などにおける委員会委員長、委員、専門

した。更にその具体的な施策として、新たな海洋

家などとして参画し、海事に関する国際規約､

産業の創出、水産業の振興、海上輸送の確保が掲

標準策定、わが国の海事、物流等の政策立案､

げられ、特に新たな海洋産業の創出については、

また企業、業界団体の調査研究に貢献してきた

総合海洋政策本部参与会議において調査検討が行

実績を生かし、海事､ 海洋機械､ 物流関連産業

われ、大学などにおいて国際的に通用する海洋技

の振興と、これらの分野に関する学術の発展に

術者を養成することが強く望まれるとされました。

寄与する。

日本における新たな海洋産業の創出のため、海

 東日本大震災復興支援に関しては、従来の研

洋環境を総合的に理解できる人材、統合的に海洋

究実績を生かし､ SANRIKU（三陸）水産研究

開発のプランニングやマネージメントができる人

教育拠点形成事業への参画､ 本学教員主体の海

材を体系的に育てる必要がありますが、海洋開発

上交通や物流分野における学会活動などの取り

分野において先行する欧米や中国、韓国などの人

組み、政策立案への協力、被災地の非常時ライ

材育成システムに匹敵する教育、育成システムは

フライン整備などの災害対策の立案を行ってお

未だ構築されていません。

り、今後も引き続き力を注いでいく。
○大学院に水先人養成コースを開設して水先人を

3.2 本学の改革の目的

､ 水産系・海洋系高
養成するとともに（※₁）

このような情勢と社会的要請を受け､ 本学は、

等学校教員を対象とした教員免許状更新講習や

わが国が海洋立国として発展し、国際貢献の一翼

海事分野の高度技術者の研修などを実施してき

を担っていくために、国内唯一の海洋系大学とし

た実績を生かし、今後、更に社会人の学び直し

て、「海を知り、守り、利用する」ための教育研

を推進する。

究の中心拠点となって、環境、資源、エネルギー

（※₁）ミ ッション再定義の時点では水先人養

を中心に、これら₃領域の複合部分と周辺領域を

成を実施していたが、現在は行ってい

含めた幅広い研究に取り組み、海洋に特化した大

ない。

学であるという強み、特色を活かし海洋分野にお
いて国際的に活躍する産官学のリーダーを輩出す

3. 東京海洋大学の大学改革プラン

る世界最高水準の卓越した大学を目指すことにし
ました。

ミッション再定義を受け、本学でも当時の岡本

改革の目的は、わが国でも急務となっている海

学長、鶴田、賞雅、小川各副学長からなる執行部

洋開発・環境保全分野でグローパルに活躍する海

主導の下、新学部設置を柱とする大学改革プラン

洋スペシャリストを育成して、わが国における海

を策定し、平成26年度に ｢国際競争力強化のため

洋開発産業の創出へ人材養成面で貢献することで

の海洋産業人材育成組織の構築｣ として文部科学

す。その目的達成のために、教育研究実績・能力

省に大学改革教科補助金を申請し認められました。

から最もふさわしい本学が学内資源の再配分と
新規分野の補強による「海洋資源環境学部（仮

3.1 背景
日本の海洋権益に関する海洋基本法では海洋政

称）」（※₂）を新設するなどして新しい海洋開発
産業に関わる人材育成を行うことにしました。

策一元化や海洋の開発及び利用と海洋環境の保全

（※₂）当初は海洋資源エネルギー学部で文部科

との調和などについて定められ、これに基づく海

学省に申請しましたが､ 学内および文部

洋基本計画は平成25年度に始まった第二期には、

科学省との協議の結果、現在は「海洋資
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源環境学部」と称する方向で調整中です。

を設置して助言指導を仰ぎつつ進めています。
新学部は入学定員105名で海洋環境科学科（仮

3.3 具体案
本学は平成24年度に大学院海洋科学技術研究科

れる予定です。海洋環境科学科（仮称）は定員62

を改組し、同研究科の教員組織である「研究院」

名を予定し、大気、海洋、海底に関する基礎科学

に「海洋科学系」と「海洋工学系」の₂学系体制

（物理系、化学系、生物系、地学系）と、関連す

を設置し、教育組織として「教育院」を設置する

る海洋生物学、環境科学（海洋環境に関する諸問

組織改編を行いました。今回の改革では、学部学

題、環境管理・修復などの応用科学を含む）を中

科、大学院専攻の組織の枠を越えた一貫教育、横

心に学ぶカリキュラムを提供する予定です。海洋

断教育の充実をさらに強力に進めるため学内資源

資源エネルギー学科（仮称）は定員43名で、大気、

の有効活用を図る上で、教員が横断的に教育に参

海洋、海底に関する基礎科学（環境科学の一部も

画できる教員体制をさらに強化するため、₂学系

含む）を学んだ上で、海底資源や再生可能エネル

体制を廃止して教員組織を一元化し、最小の教員

ギー利用などに関連する基礎的な工学と海洋開発

組織単位である部門間の連携協力の推進を図るこ

に関連する実践的な知識を学ぶカリキュラムを提

ととしました。これについては既に一部実現し、

供する予定です。

教員配置戦略会議を設置し、学外有識者も加えて
全学的な教員の人的資源配分を行っています。
教育組織については学部及び大学院博士前期課
程（修士課程）の改革を行います。
既存₂学部の改革は次の通りです。海洋工学部

また学部改組に合わせて従来よりも各学科と専
攻の対応を明確にする方向で大学院博士前期課程
（修士課程）も改組する予定です。
新学部については、大学設置審議会において設
置審査を受けるための準備を始め年度内には文部

は18歳人口の減少、大学進学率50%超の現状に鑑

科学省に書類を提出し、審査を受けます。学部､

み、中等教育修了者のみならず高等専門学校や大

学科名称などはその審査を経て正式に決定します。

学を卒業する者、他大学在学中の者へも門戸を積

なお平成29年₄月₁日から新入生を新学部に受け

極的に開放し海洋工学部が担う教育分野へ多様な

入れる予定なので、正式決定前ですが既に新学部

人材を取り込めるよう₃年次以降の定員に一部振

についての案内を大学ホームページに掲載するな

り分け編入学を定員化します。また大学改革の方

ど広報しております。

向性に合わせ、従来の船舶職員養成や海事クラス

文部科学省へ申請している各学部の教育分野を

ターへの人材供給の役割を発展させ、海洋開発関

簡単にまとめると、

係などの海洋人材育成についても取り組んでいき

海洋工学部

160名

ます。最終的に、新学部への学生定員振り分けと

・船舶、海洋プラットフォームの運用技術

合わせ₁年次入学定員を15名減らして総定員160

・海洋機器開発、プラント運用技術

名とし、₃年次編入学は定員10名となる予定です。

・海上輸送、国際物流システム

海洋科学部は海洋環境学科を除く既存学科で構成

・海事、海運業の振興

する海洋生命科学部（仮称）となります。

海洋資源環境学部（仮称） 105名

新学部は ｢海洋資源環境学部（仮称）｣ で、現

・大気から海底までの総合的な海洋科学

在の海洋科学部海洋環境学科の教員を主体に、海

・海洋自然エネルギー、海底資源の利用

洋科学部の他の₃学科及び海洋工学部からの教員

・海洋環境の保全、修復、影響評価

も参加し、本学になかった新たな分野を担う教員

・海洋開発産業の創出

は外部から採用して平成29年₄月に発足する予定
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称）と海洋資源エネルギー学科（仮称）で構成さ

海洋生命科学部（仮称） 175名

で品川キャンパスに置かれます。外部からの教員

・海洋生物に関する生命科学技術

採用に当たってはアカデミック分野からの他に実

・生命科学技術の増養殖、食品への応用

務家も教員として招聘することにしています。新

・食品製造・保存、流通に関する技術

学部の教育研究分野の詳細案検討や外部からの人

・漁業技術、海洋生物資源管理

材採用については、学外有識者、実務者を委員と

・水産・海洋に関する政策及び文化

する東京海洋大学大学改革アドバイザリーボード

・水産業、食品産業の振興
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年度から試行として「高度海洋技術者専門コー

となります。

ス」を開設し､ 各分野の一線で活躍中の著名な研

4. 改革の現状と今後の予定

究者・技術者などを講師に招聘し集中特別講義を
開講しています。集中講義は海洋開発分野と環境

新学部設置を含む教育組織改組は平成29年₄月

エネルギー分野を扱い、前者では海洋石油・天然

₁日実施を目指しています。新学部については平

ガス田の開発・掘削のOP、造船・重機、海洋土

成27年12月には文部科学省にカリキュラム案など

木、工程管理・計画等について、後者ではエネル

を提示して相談し、平成28年₃月までに大学設

ギー輸送、浮体構造、流体力学、安全工学、環境

置審議会に認定を申請することになっています。

関連の国際法、工程管理・計画についての講義を

従って、最終的な学部、学科名称やカリキュラム

行っています。コース指定科目を規定数受講した

は平成28年度になってから決まります。新学部入

場合には、海洋工学部長によるコース修了認定を

学試験は現在の海洋科学部の入学試験を踏襲する

行い卒業時に認定証を交付しています。

予定です。先にも述べましたように新規採用教員
の公募、採用作業が現在進められています。

平成29年度の改組に合わせたカリキュラム改訂
では、正規の授業として単位化し、また学部と大

海洋工学部では、最近の海洋政策・社会情勢に

学院前期課程で連携して ｢高度海洋技術者専門

対応するため、新たに海洋開発および環境・エネ

コース｣ の内容充実、高度化を図って優秀な人材

ルギー分野において以下に示す職種へ対応可能な

を社会に送り出していきたいと考えております。

高度海洋技術者の人材養成を目指します。平成26

海洋資源環境学部（仮称）の教育研究分野の概念図
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神戸大学海事科学部・海事科学研究科の現況と機能強化
1. はじめに
海洋会会員の皆様の母校・兄弟校、国立大学法
人神戸大学海事科学部及び大学院海事科学研究科
は、1917年₉月設立の私立川崎商船学校に礎を置
き、まもなく創基100周年を迎えます。昨夏には
「海事教育研究は国家百年の大計 - 次なる100年
の飛躍を目指す海事科学部・海事科学研究科」を
掲げた創基100周年記念事業実行委員会が立ち上
がり、来年には第二世紀へ向けた進展を盛大に祝
うべく記念事業が進行しつつあります。
本稿では白寿の変遷を急ぎ足で振り返った上
で、昨秋新たに設置された海洋底探査センター
（KOBEC）および2017年に予定する大学院海事
科学研究科の改組による海洋技術者の育成に向け
た取り組みなどの現況を報告し、今後の機能強化
の概要について紹介します。
神戸大学

2. 川崎商船学校から神戸商船大学

海事科学研究科・海事科学部
研究科長・学部長

内田

誠（神船大E26）

徳光禅院（JR新神戸駅の直ぐ上）で眠る川崎
正蔵翁の遺志「四面環海の日本は海運の発展に
よって擡頭が期待される。我が国の造船の術は多

折がありました。戦後、地元兵庫県、神戸市、国

大の進歩を遂げたが、国利民福を増すべき優秀な

会議員諸氏、神戸高等商船学校出身者などによ

船員が多いとは言い難く、海員育成が急務であ

る促進運動が原動力となり、「わが国海運の発展

る」を受け止めた嗣子の川崎芳太郎先生は、私財

と、船腹増強計画とに対応して、高級船員の養成

壱百八拾萬円（現在の約90億円）を投じて、1917

施設を増強する」ことを目的に、国立学校設置法

年₉月に私立川崎商船学校を設立しました。さら

の一部を改正して神戸商船大学を創設する法案が、

に、
「士魂商才ある海員を養成するのが商船教育

1952年₄月16日、議員提案として衆議院に提出さ

の眼目である」との芳太郎先生の思いを継承した

れ、衆議院可決（₄月24日）、参議院可決（₅月

嗣子の川崎武之助先生は、学校を維持資金および

19日）を経て、₅月26日に改正法が公布され、神

基本金と共に国家に献納し、1920年₈月12日に文

戸商船大学が誕生しました。

部省直轄の神戸高等商船学校が創立され、川崎家

卒業生の皆様におかれては、「開学祭」（2003年

三代にわたる海事科学に関する教育研究の確固た

まで）と称した大学祭が₅月下旬の週末に開催さ

る礎を築く偉業が果たされました。

れていたことは懐かしくも記憶に新しいことで

戦前・戦中は文部省（現文部科学省）から逓信

しょう。現在では、「深江祭」（2004年以降）と名

省（現国土交通省）への移管替え、東京と神戸の

称が変化しましたが、₅月下旬の週末に開催する

統合および清水への移転、深江キャンパスの施設

深江キャンパスの学部祭として継続しています。

設備を活用した海技専門学院の設立、深江キャン
パスに隣接した軍需工場への空襲の影響による学
舎の壊滅、海技専門学院機能の転出など、紆余曲
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3. 神戸商船大学から
神戸大学海事科学部
1952年開学当初の入学定員120名（₁期生、航
海科60名、機関科60名）が、1959年には学科への
移行と共に140名（₈期生、航海学科70名、機関
学科70名）に、1962年には160名（11期生、各学
科80名）
、1972年には原子動力学科40名の新設に
より入学定員200名と、現海事科学部と同じ規模
になり、開学から約20年間は規模の拡大期であっ
たと言えます。
1976年入学生（25期生）以降修業年限が4.5年
から₄年となり、学年進行により1980年から乗船

深江キャンパス

実習科が設置されることになりました。1979年に
は航海学科（80名）が輸送科学科（20名）と航海

成」大学なのである。（中略）

学科（28期生、60名）に、1980年には機関学科

だとすれば海技従事者の養成、海事関連科学技

（80名）が海洋機械管理学科（20名）と機関学科

術分野の教育研究活動、この両面で、説得力ある

（29期生、60名）に改組され、1982年（31期生）

「改革計画」をつくって訴えていく必要がある。

から女子学生の入学が開始され、1970年代後半か

（中略）

らは社会情勢変化への対応期を迎えたと言えます。

基本理念として「紺碧の海を守り、活用する」

1986年から1998年の間の入学定員は、18歳人口へ

を掲げ、ミッションは、「教養豊かな国際海洋人

の対応のため臨時増で220名となりました。1987

を育成し、海上輸送・海事関連科学技術における

年には運航士（航機両用）教育に対応するため、

世界の中核大学として貢献する」ことである。

機関課程の₃ヵ月間の工場実習が船舶実習に置き

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

換わりましたが、1999年には近代化船政策の終焉

「KUMMビジョン21」がまとめられた同年2000

により両用教育が廃止となりました。

年12月には大学統合に向けた協議を始めることが

大学院商船学研究科は、1964年に設置された商

教授会で決定し、翌年2001年₆月11日に遠山敦子

船学専攻科を基盤として、1974年に修士課程が、

文部科学大臣によって示された「大学（国立大

1997年に博士課程が設置され、教育研究活動の高

学）の構造改革の方針」（通称：遠山プラン）の

度化・先端化の促進と共に、1998年に設置された

流れの中で、₂年半にわたる神戸商船大学と神戸

地域共同研究センターにより、産学共同研究体制

大学の協議の末、「海に開かれた国際性豊かな総

の強化が図られました。

合大学」の創設のため、2003年10月に両大学が統

神戸商船大学をめぐる動向を分析評価し、21

合し、神戸大学の11番目の学部として「海事科学

世紀に向かった改革方針を検討するため、1998

部」が発足しました。半年後の2004年₄月には、

年に設置された拡大将来計画委員会「ビジョン

国立大学法人へと移行し、「国立大学神戸商船大

21」計画部会がまとめた報告書「神戸商船大学

学」は₃月末をもって52年の歴史を閉じました。

（KUMM）ビジョン21」（2000年₃月）に、問題

「KUMMビジョン21」をまとめると共に大学統

意識および改革ビジョンの基本方針が以下の通り

合を導かれた原潔先生から、2013年10月26日に

示されています。

開催した海事科学部創立10周年記念式典におい

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

て、「統合後10年の間、海事科学部では、大学院

本学は船員養成施設として高度な船舶運航技術

の重点化、海事科学研究科の設置、改組による

者を育成すると同時に、大学として海上輸送と海

海洋環境の保全と安全志向の新学科の設置など

事関連分野の学術の教育研究を行うという、世界

「KUMMビジョン21」や統合の趣旨に沿って大

でもユニークな海事教育研究機関に発展してきた。

学改革が進行しているのは喜ばしいことです」と、

（中略）しかし、世間からみれば依然「船員養

祝辞を頂戴しました。
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4. 神戸大学大学院海事科学研究科
大学統合によって神戸商船大学大学院商船学研
究科（博士課程前期課程₃専攻₁学年44名、博士

体制を整備したものです。改組による学科構成及
び名称は図₁の通りであり、特徴は以下の通りで
す。
１）海洋安全システム科学科の設置

課程後期課程₁専攻₁学年11名）は、理学、工学、

 海洋環境・エネルギー・安全の分野を統合し

農学の専攻と共に構成する自然科学研究科に、専

た教育の提供と安全で安心できる社会環境の整

攻名と定員を維持して加わりました。2007年には

備・確立に貢献できる人材の育成。

大学院重点化により海事科学研究科が発足し海事

２）多くの選択の機会

科学専攻が設置され、学生定員が博士課程前期課

 ₁年次における海事科学基礎学修を経て、₂

程₁学年44名から60名へと拡大し、博士課程後期

年次で基礎ゼミ選択、₂年次以降で学科配属・

課程は₁学年11名を維持し、現在に継続されてい

コース選択、₃年次で総合ゼミ選択、₄年次で

ます。

特別研究選択。
３）海技資格における基礎学問体系化と充実
 「航海」と「機関」の海技資格教育を、それ

5. 海事科学部改組

ぞれの基礎学問体系に応じた学科・コースに再

大学統合10年目の2013年春に、海洋立国を支え
る海技者養成教育の高度化と総合性を備えたグ
ローバル海洋人材を養成するため、より学際的・

編し、海技資格必修科目と卒業必修科目の分化
により、海技資格科目の充実。
４）船舶実習実施学年の変更

総合的な教育研究を行えるような体制を整備しま

 ₁年:₀月、₂年:₁月、₃年:₂月、

した。これは、2010年から₃カ年にわたる検討と

 ₄年:₃月、乗船実習科:₆月、計12月。

準備を経たものです。近年の海事社会の急激な変

 ₄年間のカリキュラムの流れは、海事科学部

化、海洋基本計画・新成長戦略・科学技術基本計

ホームページから、<海事科学部 → カリキュ

画などの新しい方向付け、大学教育の実質化やグ

ラムフロー >と辿れば、全学科・コースをご覧

ローバル化などに対応し、学内における教育研究

頂けます。上記₃）で述べたとおり、海技資格

改善の実質化のため、総合大学のメリットを生か

科目の充実を図った結果、海技資格取得を目指

しながら、より学際的・総合的な教育研究を行う

すものは、卒業要件を上回る単位の修得が必要

改組前
改組の時期
2013 年 4 月 1 日

改組後
・最大収容数

図1
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となっています。なお、座学では45時間の学修

２）KOBEC : 海洋底探査センターとの連携

による成果に基づき₁単位が与えられますが、

練 習 船 深 江 丸 の 海 洋 調 査 機 能 向 上 を 図 り、

船舶実習では、₁カ月の乗船と成果により₁単

KOBEC関連研究の活性化によるグローバル海洋

位を与える海事科学部の制度となっています。

理工学プログラム（仮称、コース横断的な①海洋

これら改組後のカリキュラムを経た学部卒業生、

底探査・海洋開発技術、②英語のみによる授業）

乗船実習科修了生が、海事社会で活躍するのは

の推進。

2017年₄月あるいは10月以降であり、本学部改組

３）先端研究の推進と新たな研究展開

の成果の確認には、まだしばらく時間を要します。

自然科学系の連携促進による「分野融合研究」
の推進。海洋調査研究に関する西日本の拠点化。

6. 海事科学研究科の再編
「海洋立国を牽引する高度専門職業人の育成」
をキャッチフレーズに、学部教育から大学院教育

４）神戸大学の運営方針（武田ビジョン）への貢献
武 田 廣 学 長（2015年₄月 就 任 ） に よ る 世 界
Top100への針路。
http://www.kobe-u.ac.jp/documents

研究への有機的・連続的なカリキュラム設定に

/info/usr/press

よって、海に開かれた総合大学として教育研究体

/press_20150515-1.pdf

制の強化を図り、グローバル海洋理工学プログラ

上記特徴の₁）および₂）は、養成する海技者

ム（仮称）による日本の海洋開発技術者および留

に対しさらに高度な付加価値を備えて海事社会に

学生を含む海洋人材の育成など、
「未来の海パイ

輩出する教育システムという点で、1972年学部に

オニア育成プロジェクト」構想（海の日、首相ス

設置された「原子動力学科」の思想と共通すると

ピーチ）に代表される国策へ対応し、海事科学部

ころがあります。本研究科再編後の人材輩出は、

改組の学年進行に応じるため、2017年₄月に大学

年次進行により2019年₄月以降の予定です。

院海事科学研究科海事科学専攻の再編を予定し、
鋭意準備を進めています。再編の概要（予定）を
図₂に示します。特徴は以下の通りです。
１）海洋分野の高度専門職業人育成と輩出
「2030年までに₅倍増」
（海の日、首相スピーチ）。

7. 機能強化
2004年₄月以降、国立大学法人となり、₆カ年
毎に設定する中期目標を達成するための中期計画

海洋調査及び開発技術を実践的に学んだ高度専門

を構築して公表すると共に、自己点検を行い、外

職業人の育成と輩出。

部評価、法人評価、認証評価を受審し、強力な

図2

大学院海事科学研究科コース再編の全容（2017 年予定）
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PDCAサイクルが機能しています。2011年₆月に
は一般社団法人国立大学協会が「国立大学の機能
強化」を国民への約束として示し、強化すべき機
能として以下の₄点が示されており、昨春から夏

実装（世界）
神戸大学は、武田ビジョンに則り、上記の第₃
番目を選択しております。

にかけての文部科学省による「機能強化の方向性

神戸大学の機能強化において海事科学部・海事

に応じた重点配分の枠組み」に繋がったと解せま

科学研究科が深く関わる典型例を以下に示します。

す。

１）KOBEC : 海洋底探査センター

機能₁ 卓越した教育の実現と人材育成

昨秋10月₁日、深江キャンパス内に、神戸大学

機能₂ 学術研究の強力な推進

の全学共同教育研究組織として「神戸大学海洋底

機能₃ 地域振興の中核拠点としての貢献

探査センター（KOBEC）」が発足しました。海

機能₄ 積
 極的な国際交流と国際貢献活動の推

洋立国を支える海技者養成教育の高度化と総合性

進

を備えたグローバル海洋人材の養成を目指した海

国民への約束は、全ての国立大学法人が学部毎

事科学部の改組（2013年）、同年の海洋研究開発

に「ミッションの再定義」を行い、海事科学部は

機構（JAMSTEC）との包括連携協定の締結、理

文部科学省による「特定分野（理系）」のカテゴ

学研究科惑星学専攻の設置（2015年）など、
「海

リーで公表しています。

に開かれた国際性豊かな総合大学」としての機能

http://www.mext.go.jp/a_menu

を高める着実な布石があり、有機的に結実した結

/koutou/houjin/1346509.htm

果であると言えます。KOBECの概要は図₃に示

海事科学部が再定義した社会的役割の要点は、

すとおり、海事科学研究科、理学研究科、工学研

以下の通りです。

究科およびJAMSTECをはじめとする国内外の組

○海事に対する深い理解と総合的な視点を有する

織との連携により、「鬼界海底カルデラ」を焦点

高度技術者の育成、専門的な海事に関する科学

とした海洋底モニタリング及び構造探査を通じて、

技術を備えた指導的人材の育成。

海洋・海底資源の開発、海洋環境の保全および海

○海技者養成教育の高度化と総合性を備えたグ
ローバル海洋人材の養成、国際海上輸送に係る
海技者・船舶職員の供給とより実践的な海事教
育を目指した一層の改善。
○海事・海洋分野を中心とした学際的な研究の推
進。
○海洋に関する国民の理解の増進と国際海事大学
連合の諸活動等々による国際海事社会への貢献。
○社会の要請に応じた社会人の学び直し推進。

洋人材の育成を目指すものです。
２）深江丸の教育関係共同利用拠点
練習船「深江丸」は、文部科学大臣より2014年
₇月31日付けで「グローバル海上輸送に関わる海
事技術・海洋環境とヒューマンファクタの教育の
ための共同利用拠点」として認定を受け、近畿圏
を中心に、瀬戸内海に面する中国、四国、さらに
は全国の大学などに対して共同利用受け入れの門
戸を広げており、年間出動の約₂割を他大学の利

本記事中盤の記憶が新しい多くの読者が既にお

用に供し、海上輸送に関する人材育成の中核拠点

気づきと思いますが、海事科学部のミッションの

として貢献しています。深江丸の出動は、共同利

再定義では、
「KUMMビジョン21」の基本方針を

用と共にKOBEC活動により、飛躍的に増大する

引き継いだ上で、国立大学法人としての高い社会

ことになり、船機長をはじめとする乗組員の活躍

責務を自ら負ったと言えます。

に依るところがますます重要となります。その一

今春から始まる第₃期中期目標期間における国
立大学法人運営費交付金の在り方が文部科学省か
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₃）卓
 越した海外大学と伍した教育研究と社会

方、限られた人員での運航が強いられており、人
員の補充・確保が緊急の課題となっています。

ら昨年₆月に示され、機能強化の方向性に応じた

以上のように、現在、高い目標に向けた機能強

運営交付金の重点配分の枠組みが以下の三種類に

化の真っ直中であり、本誌面での紹介はそれらの

設定され、大学単位で自主的に選択することとな

一端に過ぎません。海事科学部・海事科学研究科

りました。

は、国民との約束を遵守しながら、総合大学にお

₁）地域と特色分野の教育研究（地域）

ける一翼としての責任も果たしつつ、着実に前進

₂）特色分野の教育研究（特色）

していく所存です。

◎海事問題調査委員会◎

図3

海洋底探査センター（2015 年 10 月設置）

8. おわりに

海洋関連行事や委員会などの様々な場面で、常に
海事科学研究科長が学長の代理を務めており、大

川崎三代の偉業を礎とし、全国の国立大学法人

学の最高責任者である「神戸大学長」が表に出て

全86大学の内、唯一議員立法、すなわち国民の要

いないことが、上記の誤解を生む一因になってい

求に基づき設立された新制大学を母体とする海事

るのではないかと感じております。海事科学部・

科学部は、時代の変化に応じた変遷と発展を遂げ、

海事科学研究科は、巨大な神戸大学の中の一部局

現在に至っています。制度・制約および規模に基

に過ぎないことから、本研究科からの全ての要請

づく大きな慣性を持つ組織でありながら、社会変

に学長が応じることはできませんが、海事分野の

化への即応だけではなく先進性を備えた先見の明

発展に寄与し、貢献し続ける神戸大学を多くの関

による英断と献身的な努力を尽くされた先人に謝

係者にご理解いただくため、今後、必要に応じて

意と敬意の念を深く抱きます。

海事・海洋に関わる場への神戸大学長の出席を、

2017年に迎える第₂世紀においても、我が国の
経済基盤を支える海事社会において最前線を担う

学長との面談において上申し、快諾いただけたこ
とを最後に申し添えます。

ことができる多くの優秀な若者達を育て、輩出す
るために、社会への責任感を常に強く意識し、海
事科学研究科としての教育研究パフォーマンスを
向上させ続けねばなりません。そのため、これか
らも海事・海洋に関する産官学の相互理解を深め
ると共に、あらゆる機会に連携・協働を強めるこ
とが肝要と思います。
近年、
「神戸大学は、海・船から離れつつある
のではないか?」との声を耳にすることがありま
すが、それは明らかな誤解です。しかしながら、
大学統合後12年間を振り返ると、学内外の海事・
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