
的な改革を着実に進めていく中で、改善を図る努
力を継続していくことになる。

人材育成には教育者、指導者が不可欠である
が、海事人材クラスター（船社、教育機関、行政
の産官学）において、それぞれの職場で人材を確
保していければよいが、現状は難しいように感じ
るのは筆者だけだろうか。我が国の物流を支える
海運のためには、クラスター内で海上勤務経験者
が相互に人材交流できる環境が今以上に改善され
ることに期待するところだが、時既に遅しの感は
否めない。現状を打開するためには、海技クラス
ター内にいる業界、団体、教育機関等に属する海
技者が中心となり、相互に協力し努力することが
唯一の路と考える。

参考文献
航海訓練所五十年史 ; 運輸省航海訓練所発行（平
成 5 年 11 月 12 日）
五十年史 ; 社団法人日本船主協会（平成 9 年 12
月 25 日）
総務省 HP；http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
gyoukan/kanri/satei2_01.html
話し方入門；D･ カーネギー著、創元社
指示待ち部下が自ら考え動き出す ; 大平信孝著、
かんき出版
英国超一級リーダーシップの教科書 ; ジョン ･ ア
デア著、こう書房

（渡邉兼人委員　記）

海技者は、経験を積んで次第に高度な仕事へ進
み、その経験を多くの分野で活かしており、船員
のキャリアもその後の陸上の職業や港湾関係の職
業へのプロセスで、船や海についての知識・技能
を駆使する仕事の第一人者、プロフェッショナル
といえる。

多くの旧東京・神戸両商船大学の卒業生が , 国
の海事行政に関わる職業に就いて活躍しているの
で、それらの職業に関する情報として、国土交通
省における主な海技者の職業を紹介すると共に、
人口減少が進む中での人材に関わる問題の一つと
して、水先人の安定的な確保の問題について、国
土交通省の検討会でとりまとめられた内容の概要
を紹介する。

1. 国土交通省における主な海技者の職業

ここでは、国土交通省における主な海技者の職
業を、新卒者が就くことができるものと、一定の
キャリア、資格等を持つ者が就くものの 2 つに分
類して紹介する。

（1）新卒者が就くことができるもの

◇　 海事技術専門官（船舶検査官、船舶測度
官、外国船舶監督官 : 国土交通省海事局）
　国土交通省海事局は、平成 18 年に ISO 
9001 を取得して船舶検査官、船舶測度

官、外国船舶監督官の 3 執行官を海事技術
専門官に統合しており、国家公務員試験
（国土交通省造船職採用試験（国家公務
員採用 I 種試験相当）又は、国家公務員採
用 II 種試験（機械 / 電気・電子））に合格
し、国土交通省に採用されることで、海事
技術専門官になる道が開かれる。

　 　海事技術専門官は、全国の地方運輸局
（沖縄は沖縄総合事務局）に配置され、国
際的な業務も多く、在外公館等の海外駐在
や国際会議での交渉、海外での船舶検査
等、様々な場面で活躍している。

　①　船舶検査官
　 　船舶検査官は、100 年以上の伝統を有する

歴史ある職業である。全国に配置されている
船舶検査官は、船舶検査業務を通じて、我が
国の船舶の安全・保安の確保、海洋・大気環
境の保全等を担っている。

　 　新造船舶の検査、運航開始後の船舶の定期
的な検査、環境規制に係る検査、運航会社の
安全管理体制の審査、船舶の保安体制・設備
に関する検査等を行っている。

　②　船舶測度官
　　 　船舶測度官は、海事分野に欠くことのでき

ない指標であり、国際性・安全性のベースと

Ⅳ .　海事行政を担う海技者

● 122



なる総トン数の算定を行い、公正・中立な行
政、財産権の保全を支えている。

　　 　業務としては、建造中の船舶の船体・甲
板室等のデータを収集して行う総トン数の
算定、船舶が国際航海を行うために必要な
国際トン数証書などの各種証書の作成、船
舶に立ち入り違法改造のないことを確認す
るなどの立入検査、総トン数の算定を中心
とした船舶の登記、登録、トン数に関する
国際条約等に係る行政相談を行っている。

　③　外国船舶監督官（PSC 官）
　　 　外国船舶監督官は、寄港国の権利として

入港する外国船舶に立ち入り、国際条約に
定める構造設備基準等の適合性について検
査を実施する。

　　 　PSC（ポートステートコントロール）検
査は、国際条約に基づいて実施され、船舶
は国際条約の基準に適合していなければ技
術基準適合命令（あるいは是正通告又は改
善命令）が発出されて、不適合の是正が確
認されれば出港が認められる。技術基準適
合命令に従わない場合は、航行停止命令等
が発出される。

（2）一定の実務経験、資格等を持つ者が就くもの

◇　 海技試験官、船舶事故調査官・地方事故調
査官、審判官・理事官

　　 　学歴、年齢、海技免許、経歴などの応募
資格（国土交通省の各募集要項参照）がそ
れぞれ定められており、実務経験（船長・
機関長職歴 , 海事教育者の経歴など）と資
格（一級海技士（航海）免許、一級海技士
（機関）免許など）を活かして行う職業と
言える。

　①　 海技試験官（国土交通省海事局海技課）
　　 　海技試験官は、国際条約に基づいた国の

仕事を担う一般職の国家公務員で、海技士
免許取得に必要な海技士試験、水先人免許
取得に必要な水先人試験、国際条約に基づ
いた締約国資格証明書受有者の承認のため
の英語による試験等に関する業務を行って
いる。

　②　 船舶事故調査官・地方事故調査官（運輸
安全委員会 : 国土交通省の外局）

　　 　運輸安全委員会は、航空、鉄道及び船舶
の事故・重大インシデントが発生した原因
や、事故による被害の原因を究明するため
の調査を行い、調査の結果をもとに、事
故・インシデントの再発防止や事故による
被害の軽減のための施策・措置について、
関係する行政機関や事故を起こした関係者
等に勧告・意見を述べることにより改善を
促す。 

　　 　船舶事故調査官及び地方事故調査官は ,
一般職の国家公務員 [ 専門行政職 ] で、運
輸安全委員会事務局（東京）又は地方事務
所（函館・仙台・横浜・神戸・広島・門
司・長崎・那覇）に配属され、船舶事故の
調査（証拠の収集等事実関係の調査、原因
についての解析、報告書の作成）に従事す
る。

　③　 審判官・理事官（海難審判所 : 国土交通
省の特別の機関）

　　 　海難審判所は、海難審判法に基づき、職
務上の故意・過失により海難を発生させた
海技従事者等（海技士、小型船舶操縦士、
水先人）の懲戒（行政処分）を行うことに
より、海難の発生の防止に寄与することを
目的として、国土交通省に設置された行政
機関である。

　　 　審判官及び理事官は、海難審判法施行令
で定数（審判官 25 人、理事官 23 人）が定
められており、一般職の国家公務員 [ 行政
職（一）] で、全国異動が伴い、東京又は
各地方海難審判所（函館・仙台・横浜・神
戸・広島・門司・長崎・那覇）に配属され
る。

　　 　理事官は、海難を調査し、審判開始の申
立てを行い、海難審判に立会い、裁決を執
行する。

　　 　審判官は、海難審判を主宰し、事件を審
理して裁決を行う。
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2. 水先人の安定的な確保の問題

水先制度は、船舶交通のふく輳する港や交通の
難所とされる水域（全国 35 水先区）において、
船舶を水先することにより、船舶交通の安全を確
保する国際制度であり、その担い手である水先人
は、船舶の入出港を安全かつ能率的に実施し、海
上物流に支障を生じないよう、また、海上環境の
保全のために必要不可欠な職業である。

水先人は、従来、大型船の船長を経験した海技
者しかなることができない職業であったが、日本
人の大型船船長の減少に伴い、必要な水先人の確
保が難しくなってきたことから、水先人となるた
めの資格要件に船長としての実務経験を必須とせ
ず、水先人になろうとする者の経歴等を勘案した
上で、一級から三級まで等級ごとに扱える船舶の
大きさ等を定めた等級別免許制度を平成 19 年度
から、また、平成 20 年度からは、新卒者を含む
若手海技者にも、水先人への道を開いた三級水先
人養成をそれぞれ開始し、既に三級水先人が水先
業務に従事している。

しかしながら、依然として、今後、大量の水先
人の廃業及び後継者不足が見込まれる状況で、特
に、中小規模の水先区＊及び内海水先区における
一級水先人の応募者不足は深刻な状況となってお
り、平成 29 年 9 月の「水先人の人材確保・育成
等に関する検討会」でとりまとめられた < 第二
次とりまとめ > の概要を紹介する。
　＊　 中規模水先区 : 小規模水先区及び大規模水

先区（東京湾、伊勢湾、大阪湾、内海及び
関門）以外

　　　 小規模水先区 : 水先免状受有者が 3 人未満
の水先区

（1）内海水先区

　①　現状と課題
　　 　内海水先区における直近 5 年間（平成

25 年～平成 29 年）の一級水先人の応募
状況は、52 人の募集に対し 16 人の応募
（30.8%）と他の大規模水先区（東京湾、
伊勢湾、大阪湾及び関門水先区）に比べ少
ない状況にあり、三つの強制水域を有する
内海水先区の後継者確保は喫緊の課題と
なっている。

　②　今後の対応と方向性
　　 　安定的かつ確実に水先人を確保していく

という長期的な観点から、三級水先人を安
定的に採用する要員計画とし、一級水先人
の確実な確保に向け、海上自衛隊などの新
たな水先人供給源の開拓に努めるため、募
集活動に一層注力することとしている。

　　 　また、船舶の安全及び運航能率を確保し
た応召態勢の構築に向け、特定水域におけ
る熟練度向上を目指した主水先人として業
務を行う水先人の選定や、当直者の増員配
置を今後も継続的に実施することにしてい
る。

　　

（2）水先人試験の合理化

　①　試験事項の一部合格制度の新設
　　 　国土交通大臣は、学術試験（筆記試験又

は口述試験）の不合格者に対して、試験事
項の全部について追試験（原則 1 回）を
行っているが、受験者にとって負担が大き
く、追試験における、他の試験と複合一体
的な判定を行わない口述試験（口頭試問 ,
港勢図示又は英会話）で、一定の合格基準
に達したものについて省略するとしてい
る。

　②　試験事項の一部廃止
　　 　水先人の免許は、三級海技士（航海）以

上の海技免許を有する者に与えられている
が、学術試験の試験事項のうち、海洋汚染
等及び海上災害の防止に関する法律、国際
信号書については、三級海技士（航海）の
海技免許を与えるときに確認済みであるこ
とから、試験事項から削除するとしてい
る。

　③　 内海水先区に係る口述試験（港勢図示）
の対象海図の見直し

　　 　水先人にとって、水先区の地勢（海図に
記載された水路、水深、航路障害物、航路
標識等）は、水先業務を行うための根幹的
な知識であるため、口述試験（港勢図示）
では、これを白紙及び海岸線の一部を記載
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した略図に記入させて、当該知識の具備を
確認している。

　　 　内海水先区は、試験の対象となる海図数
が最も多く、他の海図と海域等が重複する
海図については、いずれかを使用して知識
の確認を行い、試験対象海図の見直しを行
うとしている。

　　

（3）中小規模水先区対策

　①　 派遣支援の水先人に対する支援費用の水
先料金への反映

　　 　後継者確保が厳しい状況にある中小規模
水先区における、安定的かつ確実な水先
サービスの提供を行うための派遣支援体制
の構築及び維持に向け、派遣支援費用を水
先料金に反映する改定を平成 28 年 12 月に
実施し、近隣水先区との間で相互に複数免
許を取得した水先人を派遣する派遣支援を
当面実施して、改めて必要となる派遣支援
費用の試算及びこれに見合う水先料金への
反映について検討を行うこととしている。

　②　水先区の見直し（統合）
　　 　水先区の見直し（統合）は、複数免許取

得による派遣支援制度のあり方との整理が
必要で、水先区の統合によって業務対象範
囲が広がることにより、内海水先区と同様
の課題が発生する可能性があり、今後も検
討を継続するとしている。

　　 　また、三重県の尾鷲水先区について、同
区における水先要請の見込みは備蓄燃料補
給の必要が生じた場合の数年に一度である
ことから、入航船舶がある場合の安全をど
のように確保するのかを検討し、安全の確
保が可能な場合は同水先区を廃止すること
としている。

　③　 二級及び三級水先人の業務範囲の見直し
　　 　現行の二級及び三級水先人の業務範囲

は、二級水先人が総トン数 5 万トン（危険
物船は 2 万トン）、三級水先人が同 2 万ト
ンとなっているところ、船舶の大型化が進
み、中小規模水先区における、二級及び三
級水先人の業務範囲となる船舶の割合が減

少しており、二級及び三級水先人の更なる
活用を図る観点から、調査研究を行った上
で、業務範囲の見直しが適当か否かを検討
するとしている。

（4）水先引受主体の法人化の検討

水先人は個人事業主であることから、各対策へ
の協力は任意にならざるを得ず、安全かつ円滑な
水先業務の確保を図るため、水先人会会則の実効
性の強化、中小規模水先区への円滑な派遣支援を
確保するための近隣水先区との連携強化等の動向
を、利用者（船社等）、日本水先人会連合会及び
国からなるモニタリング委員会を設置して評価検
証を行い、これらの対策の実施効果がない場合に
は、水先引受主体の法人化の検討を行うとしてい
る。

　

3. まとめ

従来、キャリアを有する船員は船社からの人材
供給が主流であったが、日本人船員の雇用減退に
伴い、船社経由の人材供給は減少し、海事関連産
業を支える海上経験者の人材不足が危惧されてい
る。

国の海事行政の根幹を担う海技者についても同
様に人材不足が危惧されており、今後、若年人口
の減少が進む中、どのように人材を確保していく
のかが、大きな問題となっている。

これらの問題は、かなり前から言われているこ
とであったが、継続しており、海事社会が一体と
なって、これからの若い人たちに対して、仕事の
おもしろさを感じさせ、魅力的なキャリアプロセ
スの事例を紹介できるキャリア・パス・スキーム
を構築していけるのか、それとも、これまでにな
かった、近年急激に起きているモノのインター
ネット（IoT）、ビッグデータ、人工知能（A I）
等の技術革新を取り入れることにより、人材に頼
らないシステムへの変革を行っていくことになる
のか、注目されるところである。　　　　　　　
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1. はじめに

2018 年 2 月、国土交通省はトン数標準税制の
拡充に伴う外航日本船舶と船員の確保に関する基
本方針を見直した。注目したいのは外航日本船籍
の隻数を今年度から 5 年間で 1.2 倍に、日本人外
航船員数を 10 年間で 1.5 倍に増加させる目標設
定である。

日本人外航船員に着目すると、現在約 2,200 人
で 10 年後には 3,300 人まで増やそうという増加
目標の設定である。この目標が実現可能であるか
どうかは施策次第であろうが、この目標値の根拠
となっているのが、国土交通省交通政策審議会海
事分科会国際海上輸送部会の 2007 年 12 月の答申
であろう。答申では、有事の際に一定規模の国民
生活・経済活動水準を確保するために全て日本籍
船で輸送しなければならない状態が 1 年程度継続
する前提で最低限必要な隻数は 450 隻となってい
る。この日本籍船 450 隻を運航するのに必要な日
本人船員数を約 5,500 人と試算している。つまり
450 隻に乗組む船舶職員は全て日本人、通年運航
を可能とするとなると、次のようになる。1 隻あ
たりの船舶職員数 8 人（船長 1 人、航海士 3 人、
機関長 1 人、機関士 3 人）として、450（隻）×
8（人）× 1.5（予備員率）=5,400（約 5,500 人）
である。この数字に関しては各方面から様々な意
見があるのではないかと思うが、せっかくの数値
目標が示されたのであればそれに向けた努力が必
要である。とりあえず 10 年後に 3,300 人まで増

やすためには現状の制度で可能であるのか、可能
でないのであればどの様な施策が必要なのかを中
心に考察していきたい。

2. 日本人外航船員数と養成システム

日本人外航船員数を 10 年後に 2,200 人から
3,300 人にするのであれば単純計算で年間 110 人
増加させればよいこととなる。東京、神戸の海事
系大学（旧商船大学）と商船高専 5 校、海技大学
校、水産大学校など三級海技士を輩出している
コースの年間の定員は 400 名を超えているので定
年退職で辞めていく船員数を考えても年間 110 人
の増加はそれほど難しくないと考えられる。実
際、平成 17 年の海事局の試算では当時外航日本
人船員は 2,600 人程度で毎年新たに 160 人の日本
人が外航船員となり、定年を 60 歳から 65 歳に延
長すると 30 年後に 5,600 人になるとはじき出し
ている。この試算では平成 29 年で 3,900 人の日
本人外航船員が活躍していることになっているが
現実は 2,200 人である。試算とは逆にここ 10 年
で日本人外航船員は 400 人ほど減少しているので
ある。

現状の制度で毎年新たに 160 人の日本人が外
航船員になるということは、約 400 人の定員の
40% が外航船員になることとなる。それだけの
就職先が確保されればよいのだが、大手三社を筆
頭に各船社はここ数年コンスタントに人材のソー
スを広げて採用をしているがより一層の採用努力
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が求められるところである。しかしながら下手に
採用数を増やすことにより新人船員の質の低下を
招いてしまっては本末転倒である。質の低下を避
け、願わくは質の底上げを図りながら人数を増や
すには、これまでの商船系大学及び商船高専とい
う従来の教育制度を中心としたシステムのみでは
なく新たなシステムを追加せざるを得ないのでは
ないかと考える。

3. 新三級制度

スタートから 10 年以上が経過した新三級制度
は大手三社をはじめ、外航船社が利用している。

この制度は一般大学等（船員教育機関以外の大
学・短大等）を卒業して海運会社に雇用された人
材を対象に海技大学校で乗船実習を含め 2 年間の
就学期間を終了すれば三級海技士免許の筆記試験
が免除となる制度である。入学者は難関国立大学
卒、有名市立大学卒が多く、毎年航海・機関合わ
せて30名程度がこの制度で外航船員を目指して
いる。その志望者は 1,000 人近くに上り、かな

りの難関となる。
非常に優秀な学生が三級海技士を目指し、船員

のレベル向上に貢献すると思われがちであるが、
そうでもない部分もあるのではないかと個人的
に思うところもある。例えば、外航船社に採
用された約30名が、英語・数学・小論文の入
学試験を受けた上で海技大学校へ入学してく
る。彼らは在学中の経験を活かし、英語と小
論文はほぼ完璧であるが、一部の学生には数
学の点数が低い学生がみうけられた。その理
由の一つとして文系学部の出身者と言うこと
で、高校卒業以降「数学」とは付き合いのな
い学生達がいたことがあげられる。数学の試
験問題は基本的事項であるので、参考書を購
入するなどして勉強して思い出せばよいレベ
ルであるにもかかわらず、外航船社に採用さ
れた時点で安心しきってしまうのか、試験勉
強をしてこなかったように思えた。

新三級の学生は、外航船社への採用を希望する
中で確かに優秀なのかもしれないが、このような
現状があることに疑問を感じてしまう。また、ほ
んの一部の学生ではあるが外航船社への就職が主
目的で、真剣に外航船員になる気構えがあるとは
思えない学生がいたように感じられた。

4. 日本人外航船員志望者

上記の様な学生がいるのであれば、大手船会社
の自主養成（新三級制度）採用時点で不合格と
なってしまった人材に目を向けるのも大切ではな
いだろうか。筆者が海技大学校に出向して教鞭を
とっていた時に指導したある学生は、一般大学在
学中就職活動で大手船会社の採用に漏れ、一般大
学卒業後海上技術短大で 2 年学び、その後、海技
大学校専修科に進学してさらに 2 年学び外航船員
を目指していた。ただ、大学卒業後なので、海上
技術短大と海技大専修科のコースを修了した時点
で 26 歳となり、かなりのハンディになってしま
う。このような本当に外航船員を目指している人
材を取りこぼしているのではないだろうか。先ほ
ども述べたように、新三級制度を利用した大手三
社の自社養成の志望者は 1,000 人近くいるのであ
るから、潜在的な外航船員志望者は少なくないと
考えられる。新三級制度で入学してきた海技大学
校航海専攻科の学生たちに運用学の講義をしてい
たが、最初の講義で彼ら一人一人に自己紹介させ
た後全員に質問してみた。なぜ東京海洋大学か神
戸大学（旧商船大学 2 校）を受験しなかったの
か ? 答えは 2 つに分かれた。一つ目は、その 2 校
の存在を知らなかったから。二つ目は、自社養成
の採用を就職活動中に知り、面白そうだったので
選んだから。旧商船大学 2 校の存在を知らなかっ
たからと答えた学生に、それでは高校生の時に
知っていたら、受験したかとさらに質問したら、
全員が「しました」と答えた。一般大学入学後に
外航船員にあこがれて、大学を中退後又は、卒業
後に商船大学に入学してくる者も筆者が商船大学
在学中の 30 年前にもいるにはいたが 2 ～ 3 年に
1 人であったと思う。つまり高校卒業時点でその
志を持たなければ、外航船員への道は諦めざるを
得なかったことになる。

現代の若者が高専受験時の中学 3 年生や大学受
験時の高校 3 年生に外航船員になる決断をはたし
てできるだろうか。いたとしてもよほどの環境で
育ったか、しっかりと将来を見据えた若者であ
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る。

5. 高校生の職業に関する意識

一般的には、取りあえず普通高校、一般大学に
行って、職業は就職活動中に考えればよいといっ
た考えが普通であろう。ある大手人材広告企業の
高校生に対する調査（有効回答数 4,552 名、男性
1,522 名　女性 3,013 名　不明 17 名）では、将来
就きたい職業が具体的に決まっている高校生は全
体の 36.7% で、図 1 に示すグラフの結果となって
いる。
各グラフの母数となる人数

・文理別）文系 1,957 名、理系 1,716 名、どち
らでもない 460 名、まだ決まっていない 419
名

・第一志望進路別）大学 3,305 名、短大 187
名、専門学校 660 名、留学海外進学 32 名、
就職 337 名、その他 27 名

このグラフから読み取れるのは理系志望者と短
大志望者は将来の職業のイメージを具体的に持っ
て志望していること、男女比では女子の方が将来
を見据えていることである。大学志望者の 16.3%
が「就きたい職業も働きたい業界・分野も決まっ

ていない」と回答していて、将来のイメージを明
確に持たないままなんとなく大学を志望している
高校生がある程度（16.3% は 540 名）いることが
わかる。

職業選択年齢が上昇した世の中が良いのか悪い
のかは別として、現状に即した仕組みを創造して
いかなければ、日本人外航船員数の確保は進まな
いことは言うまでもない。

6. まとめと新たな養成制度の模索と諸政策

新三級制度は職業選択年齢が上昇した世の中の
ニーズにマッチした制度ではあるかもしれない
が、余りにも受け皿が小さい。新三級制度（自社
養成採用）で苦杯を舐めたやる気のある若者に敗
者復活の舞台がないのは、あまりにも酷ではない
か。前述の学生のように、三級海技士免除が取れ
た時には、既に 26 歳ではあまりにも時間がもっ
たいないのである。

新たなコースを新設するのであれば、新三級制
度と同じように 4 年制一般大学卒業者であれば、
2 年間の養成コースで三級海技士免状取得を目指
すコース、または、もう少し門戸を広げ、航空大
学校のように 4 年制大学に 2 年以上在籍して一
定数の単位を習得した者、短大及び高専（商船高

図 1. 将来、就きたい職業は決まっていますか？ 図 1.　将来、就きたい職業は決まっていますか？
（出典　：　https://www.mynavi.jp/news/2015/08/post_9516.html　）

● 128




