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はじめに
昨年度（平成 29 年度）の海事問題調査委員会

では、「海事世界における新技術の動向について」
と題して、「2030 年の世界の海事技術の動向」
（GMTT 2030）と題する報告書をはじめ、自律
運航船や地球温暖化問題に伴う船舶燃料などの技
術開発の動向を紹介した（会誌「海洋」2018 年 3
月号に掲載）。

平成 30 年度のテーマについては、新技術の開
発が進む近未来の世界においては、「現在の海事
世界で働く海技者」から「新技術を身に着けた未
来の海技人材」に繋げて行くために必要とされる
人材育成をテーマに考えてみることにした。

当委員会のメンバーは、大学、船員教育訓練機

関、海事団体、海運会社等に所属し、研究開発、
教育及び訓練、船舶運航業務等の現場で多岐に亘
る経験を有しているところから、それぞれの意見
として「これからの海技人材」について取り纏め
ることにした。

今回の報告書では、執筆した各委員から、所属
する部署が抱える現実の諸問題または現状はどの
ような姿になっているのかが紹介された。「これ
からの海事人材（技術者）の育成」はどのように
考えるのかの出発点を提示していただけた。

ご一読いただければ幸いである。

（増田　惠委員長　記）
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1. 環境保全や航行安全に係る高品質化傾向

近年、海運の現場では、環境保全や航行安全に
係る高品質化の傾向が目覚しい。

（1）　日本の海洋汚染

図 1 は、海上保安庁が発表した資料に基づき、
海洋汚染（油や廃棄物の不法排出等）の発生確
認件数の推移を示したものである。2011 年から
2014 年までの 4 年間、発生確認件数の合計は年
間各 375 件、382 件、455 件、380 件、平均で約
400 件であった。一方、平成初期、1990 年から
1993 年までの 4 年間、発生確認件数の合計は年
間各 937 件、841 件、805 件、722 件、平均で約
830 件であった。このように、今の日本の海洋汚
染は、平成初期と比べ、1/2 から 1/3 程度までに
減少している。

（2）　タンカーによる油流出事故

一般に、流出量 700 トン以上の油流出事故のこ
とを大規模油流出事故と呼ぶ。図 2 は、国際タン
カー船主汚染防止連盟（ITOPF:The International 
Tanker Owners Pollution Prevention Federation）
が発表した、1970 年代から現在に至るまでのタ

ンカーによる世界の大規模油流出事故の発生件数
の推移を示したものである。

1970 年代、タンカーによる大規模油流出事故
は世界で年間平均 24.5 件発生していた。その後
は減少傾向が続き、1980 年代には 9.4 件、1990
年代には 7.7 件となった。さらに、2000 年代には
3.2 件、2010 年代には 1.7 件とさらなる減少が続
き現在に至る。

（3）　日本の船舶事故

図 3 は海上保安庁発表の資料に基づき、日本で
発生した船舶事故の隻数の推移を示したものであ
る。2011 年から 2014 年までの 4 年間は、年間各
2,533 隻、2,261 隻、2,306 隻、2,158 隻、平均で 2,315
隻であった。一方、2001 年から 2004 年までの 4
年間は、年間各 2,710 隻件、2,693 隻、2,733 隻、
2,833 隻、平均で 2,755 隻であった。2010 年代に
発生した船舶事故の隻数は、2000 年代初頭と比
べ約 16% 減少していることがわかる。

また、図 4 は海上保安庁発表の資料に基づき、
日本で発生した船舶事故による死亡・行方不明者
数の推移を示したものである。2011 年から 2014
年までの 4 年間は、船舶事故による死亡・行方不
明者数は年間各 108 人、78 人、84 人、100 人、
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図 1 海洋汚染の発生件数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成） 図 1　海洋汚染の発生件数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成）



平均で 93 人であった。一方、2001 年から 2004
年までの 4 年間は平均 156 人、1990 年から 1993
年までの 4 年間は平均 211 人であった。2010 年
代に日本で発生した船舶事故による死亡・行方不
明者数は、2000 年代初頭と比べ約 41%, 1990 年
代初頭と比べ約 66% 減少していることがわかる。

このように、近年、海運の現場では、環境保全
や航行安全に係る高品質化の傾向が目覚しい。20
世紀には、海を汚さない海運会社や海技者は優
秀、海を汚す海運会社や海技者は劣等と考えられ
てきた。しかし、21 世紀の現在、海を汚さない
海運会社や海技者があたりまえと言っても過言で

図 2 タンカーによる世界の大規模油流出事故発生件数の推移（出典：ITOPF） 図 2　タンカーによる世界の大規模油流出事故発生件数の推移（出典：ITOPF）

図 3 船舶事故隻数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成） 図 3　船舶事故隻数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成）
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はない。

2. 船舶事故等に関する新たなリスクとさ
らなる高品質化

他方、最近では船舶事故等に関する新たなリス
クが誕生している。海運の現場の情勢は刻々と変
化しており、リスク低減に向けた環境保全や航行
安全に係るさらなる高品質化が求められている。

（1）　氷海における事故

その一つが氷海での船舶事故のリスクである。
近年、気候変動による夏の北極海の氷の減少に伴
い、ロシア沿岸のユーラシア大陸沿いに北極海を
商業利用する船舶の往来が見られるようになり久
しい。

しかしながら、氷海は自然環境が他の海域と比
較して脆弱であり浄化のスピードも遅く、また、
油防除活動も非常に困難である。そのため、ひと
たび氷海で船舶事故が発生し油流出等に至った場
合、深刻な海洋汚染に直結するおそれが極めて高
い。

20 世紀、商船による氷海航海は、特殊なケー
スを除きほとんど想定されていなかった。しかし
ながら、商船による氷海航海が現実のものとなる
中、氷海における油流出事故が新たなリスクとな

る可能性は否定できない。

（2）　巨大コンテナ船の事故

グローバリゼーションの活発化に伴う世界規模
による海上物流の拡大により、近年、コンテナ船
の巨大化が止まらない。現時点で世界最大級の
コンテナ船は、長さ 400 メートル、幅 59 メート
ル、喫水 16 メートルで、載貨重量は 19 万トンを
超え 20,170TEU（20 フィート換算）のコンテナ
積載量に及ぶ。

これらの巨大コンテナ船は、最大 0.8 ～ 1.2 万
KL の燃料重油を搭載することができる。日本で
発生したタンカー大規模油流出事故、歴代 2 位
のナホトカ号重油流出事故（0.62 万 KL）、歴代 1
位のジュリアナ事故（0.72 万 KL）に匹敵する量
である。今後、こうした巨大コンテナ船が、世界
の海に続々と就航することに伴い、日本の歴代タ
ンカー大規模油流出事故と同等の汚染被害の発生
が懸念されるところである。

（3）　新たな危険物による脅威

2018 年 1 月 6 日夜、中国・上海沖でパナマ船
籍のタンカー“サンチ（Sanchi）”と香港船籍の
バルクキャリア“CF Crystal”が衝突した。タン
カーは炎上し、爆発を繰り返しながら漂流を続け
た。中国当局の艦艇による消火作業が行われたが

図 4 船舶事故による死亡・行方不明者数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成） 図 4　船舶事故による死亡・行方不明者数の推移（出典：海上保安庁発表資料を基に作成）

111 ●



鎮火には至らず、1 月 14 日、鹿児島県奄美大島
の西方で沈没、乗組員（イラン人ら 32 人）全員
が死亡・行方不明となった。サンチの積荷は約
14 万トンのガスコンデンセートであった。

ガスコンデンセートは、天然ガスと一緒に採取
される軽質な石油で、天然ガソリンあるいはブ
ラック・ナフサとも呼ばれ、極めて揮発性や爆発
性の高い液体である。日本では 2014 年に工業原
料として米国から初輸入された記録があるが、従
来ほとんど取り扱われたことのない危険物であ
る。

近年、北極海航路の利用促進等に伴い、特に
ヨーロッパ産のガスコンデンセートが、北極海を
通航し、オホーツク海及び宗谷海峡を経由し、韓
国や中国に輸送されるようになり、サンチと同
様、日本周辺海域における船舶事故に起因する火
災・爆発事故の発生が懸念されるところである。

また、間もなく液体水素運搬船の就航が予定さ
れている。液化水素はロケット燃料等にも使用さ
れており、二酸化炭素や硫黄酸化物を生成しない
クリーンなエネルギーとして期待が大きい。一
方、沸点がマイナス 253℃と絶対零度に近い極低
温であるほか、液化天然ガス（LNG）以上に漏
洩ガスが拡散しやすい引火性の危険物でもある。
これら新たな危険物に対し、あらかじめ物性等を
十分調査した上で、事故時の対応方法等を確認し
ておく必要がある。

3. 他分野にも精通したエキスパートの必
要性

他方、海運の現場では、地球環境保全や航行安
全だけでなく、他分野にも精通したエキスパート
を必要としており、高品質化の趨勢はとどまるこ
とを知らない。

（1）　I LO 海上労働条約

その一例が ILO 海上労働条約（MLC:The Maritime 
Lobour Convention 2006）対応のための労働安全
衛生問題のエキスパートである。

2012 年 8 月 20 日、海運現場の主要 3 大条約で
ある SOLAS 条約（海上人命安全）、STCW 条約
（船員訓練資格）及び MARPOL 条約（汚染防
止）に続く第 4 の条約として、ILO 海上労働条
約が発効した。同条約は海上労働に従事する船員

のための「権利章典」として、雇用条件、居住・
レクリエーション設備、食料・調理、健康管理、
医療・厚生等について、最低限の要件を定めてい
る。

ILO 海上労働条約は、その実効性を担保するた
め、寄港国における他国籍船に対する検査（PSC: 
Port State Control: ポート・ステート・コント
ロール）についても定めている。PSC では違反
船に対し、警告・拘留・港からの締め出し等の
ペナルティーを課すことができる。現在、世界
の PSC の現場では、従来の海運現場 3 大条約
（SOLAS 条約・STCW 条約・MARPOL 条約）
等の違反と比較して、ILO 海上労働条約の違反
に対する指摘・処分が増える傾向にある。一般的
な違反事例としては、賃金未払い、雇用契約書の
不備、居住設備の不備（エアコン・トイレ・洗濯
機等の故障）、船員の権利侵害（過度の時間外労
働、乗船期間の超過）等がある。また、珍しい違
反事例としては、健康証明書の不備（色覚検査結
果の虚偽記載）、食料提供の不備（漬物や冷凍温
野菜を新鮮野菜と認めない）、船員の権利侵害等
がある。

20 世紀、海運の現場では、船員教育を受け、
主に航海・機関・通信等に係る専門知識を有して
いれば、PSC に適応することは十分可能であっ
た。しかし、ILO 海上労働条約が追加された現
在、それだけでは不十分であり、労働安全問題
（社会科学）にも精通したエキスパートが必要と
なっている。海運の現場の高品質化の趨勢はとど
まることを知らない。

（2）　バラスト水管理条約

2017 年 9 月 8 日に発効したバラスト水管理条
約は、正式名称を「船舶のバラスト水及び沈殿物
の規制及び管理のための国際条約（International 
Convention for the control and management of 
Ships' Ballast Water and Sediments, 2004）」 と
言い、海洋環境に影響を及ぼす水生生物の船舶に
よる越境移動を防止することを目的としている。

バラスト水管理条約は、SOLAS 条約、STCW
条約、MARPOL 条約、ILO 海上労働条約に続く
海運現場の 5 番目の主要条約であり、その実効
性を担保するために、やはり PSC を規定してい
る。PSC の検査対象は当該条約要件の遵守状況
の確認であり、その中にはバラスト水のサンプリ
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ング検査が含まれている。PSC では違反船に対
し、警告・拘留・港からの締め出し等のペナル
ティーを課すことができる。

バラスト水管理条約が追加された現在、海運の
現場には、越境水生生物に関しある程度の知識を
持ったエキスパートが必要となっている。

（3）　海洋開発分野にも適応可能なエキスパート

2015 年 7 月 20 日、第 20 回「海の日」総合開
会式において、安倍内閣総理大臣は、海洋の開発
技術者の育成をオールジャパンで推進するための
産学官を挙げたコンソーシアム「未来の海 パイ
オニア育成プロジェクト」を立ち上げると述べ
た。また、現在約 2,000 人程度とされる我が国の
海洋開発技術者を、2030 年までに 1 万人程度に
引き上げることを目指すとした。

海洋開発産業では、資源探査船、掘削船、オフ
ショア作業船、多目的支援船、浮体式海洋石油・
ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）、浮体式ガス貯
蔵・気化設備（FSRU）等、従来のような商船や
漁船や客船の範疇とは異なる船舶や浮体式設備を
必要とする。

20 世紀、日本の海洋産業は海運・水産等の業
種が主体であり、船員教育を受け、主に航海・機
関・通信等に係る専門知識を有する海技者が、即
戦力として対応することができた。しかし、海洋

産業の多様化に伴い、21 世紀、海洋資源調査事
業等、海運・水産等以外の様々な業種に注目が集
まっている。そのため、現場では、航海・機関・
通信等以外の多岐にわたる専門知識や能力を携
え、様々な業種に適応可能なエキスパートが必要
となっている。

4. まとめと商船教育に対する期待

以上から考察すると、今後の海運の現場が求め
る理想的な海洋エキスパートとは、以下のような
人材であると思料される。
① 環境保全や航行安全に係る現在の高品質化の

趨勢に、即戦力として対応できること。
② 新リスクの出現に伴うさらなる高品質化にも

対応できること。
③ 海上労働安全衛生や越境水生生物問題等、多

分野にも精通していること。
④ 海洋産業に係る様々な業種に適応可能である

こと。
すなわち、環境保全等に係る現在の高品質傾向

の海運の現場に順応できるだけでなく、独創的な
発想を持ち、多岐にわたる能力を携えた、世界の
海洋産業をリードすることができる海洋エキス
パートと言えようか。キーワードとしては、ハイ
レベル、マルチ及びグローバルの 3 語でまとめる
ことができるかもしれない。

図 5 バラストを介した水生生物の越境移動（出典：株式会社水圏科学コンサルタント ホームページ）図 5　バラストを介した水生生物の越境移動（出典：株式会社水圏科学コンサルタント　ホームページ）
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