
専は除く）卒業生を対象とするコースにしてみて
はいかがだろうか。

7 月に東京海洋大学のオープンキャンパスに招
かれて、外航船員の仕事の魅力をプレゼンしてき
た。その後の約 3 時間にわたる進路相談には、多
くの高校生と保護者が質問のためにブースを訪れ
てくれた。高校生たちの眼差しは真剣で、特に女
子生徒からの船の仕事を将来の職業にしたいが、
やっていけるか心配である胸の内がひしひしと伝
わってきた。こうした生徒たちが東京海洋大学、
神戸大学や商船高専に入学して外航船員の卵に
なってくれるのであれば、将来は明るく頼もしく
思えるのである。商船系大学と商船高専の従来の
制度を否定するのではなく、新たなシステムを付
加することにより全体の質を高め外航船員への進
路を柔軟に広げていくのが肝心である。

新たな制度を創設するうえで学生たちへの支援
策を充実させる必要がある。新三級制度の学生達
は、既に船会社に雇用され給与をもらいながら学
ぶことができたが、新たな制度が 4 年制大学を卒
業後にさらに 2 年学ぶとなると経済的な負担は非
常に大きくなる。授業料免除や奨学金制度の充
実、外航船員になった場合は返済免除などの策が
求められる。船会社への内定後であれば、新三級
制度の学生同様に就職先企業の費用負担の下で学
ぶのも学生のやる気を起こさせるのではないか。
国の方針として「海洋立国日本」が掲げられ、船
員の確保育成を本気で推進する気があるのなら、
しかるべき支援策への予算がつけられるべきであ
る。来年度から練習船での食糧金を実習生に負担
させる方向で話が進んでいるという、なぜこの時
期に実習生に食糧金月額 3 万 5 千円を新たに負担
させるのか、船員の確保育成に逆行する動きに疑
問を感じざるを得ない。

外航船員という職業に就労した後の利点も大き
くなければ、若者にとって魅力ある職業とは言え
ない。外航船員全体の話になってしまうが、税制
面で既に四日市市と鳥羽市で実施されている住民
税の減免を全国に広めるべきではないか。長期に
わたり洋上にて就労し、行政サービスの受益が一
定程度制限されている状況にあることを考えれば
減免は当然のことと考えられるが、船員は多額の
住民税を支払っている。日本全国の市町村で早期
に住民税の減免が実施されれば、外航船員という
職業が再び注目を浴びることになる。自然と東京
海洋大、神戸大、商船高専をはじめとする外航船
員養成学校への志望者も増えてくるだろう。ただ
新しいシステムを導入して現行制度との併用によ
り門戸を広げても、志望者が増えなければ質の低
下を招く。外航船員が魅力ある職業であることを
効果的に発信して、外航船員を将来の職業として
目指す若者の増加へ繋げられれば、競争率は上が
り船会社の求める海上勤務と陸上勤務の両方で通
用する優秀な海技者の育成が達成され、目標とす
る 10 年で 1.5 倍の外航日本人船員を確保できる
のではないだろうか。

参照文献　
（1） 赤塚宏一講演　第 87 回船長教養講座「海洋

基本法について」　日本船長協会 2008 年
（2）日本海事新聞　2018 年 7 月 3 日、7 月 20 日

DAILY JAPAN SHIPPING NEWS 2018 年 6
月 29 日

（3）マイナビ　高校生のライフスタイル興味関心
アンケート　2015 年  

（中田　治委員　記）

1. はじめに

昨今の新技術の台頭・環境規制への対応によ
り、船舶機関士に求められる知識・技能は幅広く
複雑化している。

船舶機関士は、船上での本船業務及び陸上での
船舶管理業務を担うことが求められ、常に新技術

の習得が必須となる。
この様な状況下では、障害発生時に如何に迅速

に対処でき且つ問題解決することが求められる
が、その課題と未来について考察する。

2. 船舶機関士に求められる知識・技能

Ⅵ . 船舶機関士に求められる課題と未来
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図１：ＩｏＳ－ＯＰにおけるシステム基盤 （出典：日本海事協会（ClaasNK）） 

  
図１.  IoS －ＯＰにおけるシステム基盤　（出典：日本海事協会（ClaasNK））

船上に搭載されている運航機器の適正な運用と
性能維持の為に、運転状況の監視・観察、機器の
整備、故障した機器の保守修理を行わなければな
らない。陸上では、船舶を運航できる状態に維持
するため、国際条約や船籍国・寄港地等の定める
法令や規則に則り、乗組員を配乗し、必要な船用
品・予備部品・潤滑油等を供給し、保険を付保す
る、といった様々な管理業務を行っている。

海上・陸上勤務、共に機関士としての知識・技
能を発揮し、安全運航を維持する能力が求めら
れ、乗船中、或いは入渠中に経験する現場での事
象・現象から得る現場力が必須であり、その為に
は海技免状取得が第一歩である。

海技免状取得には既定の期間の乗船履歴が必要
であり、現場である本船に乗船し、様々な場面を
経験し、その機会を通じて、理論と紐付けること
が求められる。

船上では、主機関、発電機関、各種ポンプ類、
電気機器、クーラー・ヒーター等の熱交換器、そ
の他各種機器類を如何に効率良く運転しその性能
を最大限発揮させること、また燃料油、潤滑油の
適正な管理が船舶機関士の責務であり、各機器に
不具合があれば修理対応する、同時に、陸上にお
ける船舶管理を行う要員との適切なコミュニケー
ション（会話力・文章力）を行うのも能力も要求
されるのが船舶機関士である。

3. トラブル対応に必要な知識・技能

船上では自己完結が基本であり、最適最速な修
理方法を考え修理実施するが、修理期間中の予備
機の的確な運用、予備品及び修理材料の選択、修
理実施時の船内体制、修理後の運航状況の把握等
を考慮し、全知全能を傾けてトラブルの修復にあ
たらねばならない。

また、船上での対応が困難な場合には陸上修理
の手配が必要となるが、修理実施港、修理までの
緊急運転方法、故障機器・部品を船内から搬出す
る時の陸揚げ経路等の検討を行い、船舶管理会社
の陸上スタッフ（SI: Super Intendent）に進言し
なければならない。

SI は、船主の立場に立って船舶の効率的運航
を指導・実施する職務であり、通常複数の船舶を
担当しているが、関連する法規・法令を遵守し管
理船舶を技術的に管理すると共に、本船乗組員を
指導監督し効率運航・安全運航を達成する責務が
ある。当然のことながら、本船との連絡や、機器
メーカー、修理業者との遣り取りには英語が必須
であり、英語能力が求められる。

一方、陸上の船舶管理スタッフは、本船から得
られた情報を整理し、船舶が安全に航行できる状
態を維持するために必要な情報提供のための環境
整備を行うことも重要な仕事である。

情報共有のための具体的な事例としては、日
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本海事協会（ClassNK）が進めている「IoS-OP
コンソーシャム」（IoS: 船舶の IoT）の活動があ
る。シップデータセンターをつくり、実際の船舶
の運航データを受け入れ、データ提供する仕組み
（図 1）である。

　

4. 海上・陸上での職務ローテーション

海上での現場力がついてくると、乗船時に得た
知識経験を生かして陸上で種々の仕事を任される
のが船舶機関士に求められる姿（ローテーショ
ン）である。

陸上での仕事には、乗組員の配乗管理及び教育
計画策定等の人材育成管理、新規技術の研究開
発、就航船の実績調査、故障事例の調査研究、
新造船設計及び監督業務、就航船の船舶管理（SI
業務）等多種多様の業務遂行が期待されている。

船会社では、上記の業務遂行のための人事ロー
テーションを行い、継続的な「キャリアパス」を
構築することが求められる。

一方で、この「キャリアパス」構築のために
は、人材育成のための「P-D-C-A サイクル」の構
築が必須であり、船舶機関士への入門は、「大学・
高専教育と練習船での訓練・商用船での教育・訓
練」が前提であり、産・官・学が協力して進めて
いかなければならない課題である。

5. 新技術・環境対応に必要な知識・技能

船舶機関士が乗船する船舶には、新技術に対応
したもの、環境規制に対応したものといった従来
の知識・技能ではカバーできない世界が足下に来
ている。

IoT（モノのインターネット化）革命を受け
て、海事産業でも積極的に活用する取り組みが進
められており、2010 年代に入り、海上ブロード
バンド通信の普及により、通信速度が格段に早く
なり、船陸間での情報交換量も飛躍的に増えた。
並行して「ビッグデータの活用」が可能となり、
高度の運航モニタリングや、陸上からの操船支援
も可能になってきている。

会誌「海洋」（2018 年 3 月号「海事世界におけ
る新技術の動向について」で取り上げた「自動運
航や無人船の動向」でも述べているが、英ロー
ルスロイスが船舶の運航管理の未来像を示し、リ
アルタイムの運航データを表示した大型スクリー
ンの前でオペレータが AI（人工知能）と対話し
ながら無人船を遠隔操作する様子が紹介されてい
る。

この運航管理の中には、船上に搭載されている
運航機器も含まれることになり、船舶機関士に求
められる技術・能力の範囲も飛躍的に広がるわけ

LNG LPG メタノール バイオ燃料 水素

環境効果 
（舶用重油比）

CO2 
（TTP）

最大約 26% 減 
（メタンスリップ

の懸念あり）
約 16% 減 約 10% 減

ゼロ 
（カーボンニュー

トラル）
ゼロ

CO2 
（WTP） 約 20% 減 約 17% 減 製法による（再エネ由来であれば大幅現）

SOX ゼロまたはほぼゼロ

NOX

推進技術による

ディーゼル機関
で約 30% 減

ディーゼル機関で
約 10-20% 減

ディーゼル機関
で約 30% 減

ディーゼル機関で
の削減効果なし

ディーゼル機関
で約 30% 減

燃料価格 
（原料のエネルギー単価）

代替燃料の中で
最も競争力あり

LNG より高価だ
が軽油より安価

LNG・LPG より高
価だが軽油より安価

次世代バイオ燃料は
化石燃料より高価 -

供給インフラ 限定的だが急速
に整備が進展中

既存のターミナ
ル・貯蔵施設での
整備は比較的容易

一部で整備 一部で整備 未整備

TTP（tank to propeller）は燃料使用時のみ。WTP（well to propeller）は燃料の採掘・製造から使用に至るまでの CO2 排出量。DNV ー GL による評価内容整理
したもので、詳細は出所に記載のリポートを参照。

表 2.  船舶代替燃料のオプション
出所 :DNV-GL,Assessment of selected alternative fueels and technologies,2018 を基に作成

（出典：日本海事新聞　2018 年 8 月 30 日海事ウォッチャー）
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2018 年「海洋」3 月号でも「海事世界における
新技術」が取り上げられ、特に自律化船について
多くの調査報告が掲載されたが、自律船以外の分
野でも船員のメインの活動の場である船舶（船橋
周辺・機関プラント）に於いて一昔前とは比べ物
にならない程の新技術、取り分け各種デジタル化
に代表される ICT 利用の加速化・深度化が進ん
でいる。デジタル技術の利用が促進された業界・
職場環境では、一般的にデジタイゼーションが進
み、場合によってはデジタライゼーションが起き
ると言われている。そして、それら変革の起きた
環境に於かれた人間（人材）は働き方や、求めら
れるスキルやセンスといった必要とされる素養に
変化が起きる。以降、主に海上における船舶の新
技術導入に伴う環境変化を紹介しつつ、そこに関
わる海事人材、主に船員に今後どのような素養を
新たに求められることになるのか、働き方がどの
様に変革していくかについて考察する。

1. デジタイゼーションとデジタライゼー
ション

近年出回っている各種資料、インターネット上
の情報のあちこちで、「デジタイゼーション」と
か「デジタライゼーション」という言葉を目にす
る。「ラ」が入るか入らないかの表記の違いだが、
意味合いは大きく異なる。まずこの事について今
後の話を進めるにあたって整理をしておきたい。

（1）デジタイゼーション

デジタイゼーションとは、一言で言うと、工程
や作業を効率化する為にデジタルツール等を用
いてデジタル化することである。紙媒体が電子
フォームになったり、計測や観測が人間による
読み取りからセンサーによる自動計測になった
り、業務や作業の部分的な効率化・最適化を指す

Ⅶ . 船舶に於けるデジタル技術導入の深度化と
船員に求められる素養について

である。
一方、環境規制に対応するものへの船舶機関

士に求められる技術・能力に目を向けると、「①
SOX 対策、② NOX・CO2 対策」に係わる技術へ
の対応がある。

① SOX 対策には、通常の安価な重油が使える
排気ガス洗浄スクラバー（脱硫装置）を搭載
するか、コストが割高な低硫黄適合油を使う
かの選択肢がある。

又、適合油の使用については、全世界的に
安定した補給体制が確立できるか、補給地域
毎の性状のバラつきを一定範囲に保つことが
できるか等の油社側の検討事項も見えてく
る。

② NOX・CO2 対策では、LNG（液化天然ガス）、
メタノール、水素等の代替燃料使用が考えら
れるが、それぞれの燃料に対応できる機関の
採用は莫大なコスト負担となるので、将来を
見据えた施策計画が要求される。

いずれにしても、長期的な GHG（温室効果ガ
ス）削減目標（今世紀中に CO2 排出量ゼロを目
指す）の達成には非化石燃料の導入不可欠ともい

われている。
この削減目標に向けては、更なる代替燃料の検

討がなされた後に、実用化されてくるものであ
り、考えられる代替燃料のオプションとしては、
「① LNG、② LPG、③メタノール、④バイオ燃
料、⑤水素」の 5 つの代替燃料があり、概要を表
2 に示す。

6. まとめ

これらの非化石燃料はいずれも現時点では商用
化には至っておらず、さらなる検討と技術革新が
必要であり、日本の海事産業と関係する産業にも
大きな影響があるものといえる。

しかしながら、その動向には、注意を払い、商
用化に至った局面に於いては、船舶機関士として
避けて通れない所となるのは明らであり、如何に
して「知識・技能」を獲得し練磨して行くか、各
社の組織においてその「キャリアパス」を構築す
るか、難しい課題といえる。

（井手祐之委員　記）
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と考えてよい。船の世界で言えば、紙海図から
ECDIS に変化していくようなものがこれにあた
る。鉛筆でコースを描いたり消したりする作業か
ら解放され、より精度よくコースを引くことが可
能になった。海図の改補作業の効率化も達成され
た。ただし、主に二等航海士の職務である海図情
報の管理、選定した予定針路の安全性評価は一部
機械がサポートするにしても最終的には人間が判
断、手直しをするので、部分的な業務効率化にと
どまり、二等航海士の業務自体に必要なベースに
変革は起きていない。

（2）デジタライゼーション

一方、「ラ」が一文字入っただけのデジタライ
ゼーションについては、明確な定義は見つけにく
いが、デジタルトランスフォーメーションとも呼
ばれ、その延長線上にはデジタルディスラプター
（創造的破壊者）というものがあるとされてい
る。デジタル化、ICT、IoT 等を取り込み、何か
「モノ」を一つ作るといった部分的な最適化・問
題解決を狙うのではなく、その業界や「コト」自
体にデジタル技術でその世界全体に変革をもたら
すようなことを指している。例えば、Amazon は
徹底的なオンラインショッピングのしやすさを追
求した UI の導入や、注文の翌日に自宅に届く仕
組み、購入者の過去の履歴等からおすすめ商品や
比較検討用の商品を自動で提示したりと買い物を
するユーザーにこれまで体験したことのない経験
を提供し、今や「ポチる」という Amazon で通
販購入することを指す言葉まで誕生している。ま
た、動画配信系の Netflix 社は、もともと DVD
のレンタル事業の会社であったが、デジタル通信
技術を駆使してコンテンツのストリーミング配信
をユーザーに提供、見たいものを見たいときに
鑑賞し、DVD 等を返却するという概念をなくし
たサービスは今やレンタル DVD・CD 業界を揺
るがす変革となりつつある。他にも Uber はタク
シー業界の根底を覆すような仕組みで国によって
は既存タクシー業界を考慮して Uber 展開の規制
を議論しているところもあるくらいだ。これら陸
上での事例はそれぞれの会社がデジタルディスラ
プターであり、複合的なデジタル技術の応用と効
果的な導入によりそれぞれの既存の「あり方」を
破壊しそうな勢いで別の次元に導いている。船の

世界で言えば、筆者の理解ではデジタライゼー
ションが起きている事例は今のところまだないと
考えるも、自律運航船や、無人化船が完全に達成
されればこれは一つの海事業界におけるデジタラ
イゼーションと言えるだろう。この時、船員はこ
れまでのあり方に強制的な変革を求められ、働き
方や仕事内容そのものが大きく変化する事とな
る。

2. 船舶におけるデジタル技術利用の現状
と環境変化

先に説明した通り、今すぐのデジタライゼー
ションは起きにくい業界と言えど、既にデジタル
技術の利用は進んでおり、これらがうまく複合的
に絡み合った結果として、デジタライゼーション
が引き起こされる可能性はある。ここでは、既に
導入されている、もしくは導入間近の技術や略間
違いなく導入が達成されるであろう技術について
いくつか紹介するとともに、それとともに船員の
環境がどの様に変化していくかについて紹介す
る。

（1）船舶データの収集と利活用

まず、業界全体として船舶で発生するデータ
（機関データ、航海データ、気象海象等の観測
データ）を「とる」「みる」「つかう」といったス
テップを重視してデータの利活用の機材や仕組み
の開発・導入の動きが近年活発である。

これらは VPMS（Vessel Performance Monitoring 
System）と呼ばれ、航海計器メーカーやエンジ
ン機器メーカーが自社の機器にデータの収集・送
信装置を取り付けて提供したり、船会社が独自に
船全体の機関系・航海系データを収集して陸上に
略リアルタイムに送信するシステムを開発・運用
し始めたりしている。本船の船舶データは船員が
わざわざ送信する作業をせずとも自動的にシステ
ムにより収集・集計されシステムによっては陸上
のサーバーに送信されデータを「とる」ことがで
きるようになっている。

これら収集された船舶データは一般的にデータ
閲覧ソフトが本船や陸上オフィス用に提供され
る。基本的なデータの見方として一般的な時系
列のトレンド表示のみならず、各種データを X
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軸・Y 軸に表示して「機関出力 x 燃料消費」の
グラフや「相対風力 x 船速」のグラフを一定期
間のデータに絞って表示、比較や一部統計処理を
加えて傾向線を表示することができるものもあ
る。データの出所である本船でデータが一目で確
認できるだけでなく、本船関係者が陸上オフィス
にいながらにして略リアルタイムで「みる」こと
ができる環境が既にある。

また、収集したデータは陸上では単に閲覧ソフ
トを通じてデータ閲覧できるだけでなく、データ
自体をダウンロードすることも可能で、一般に
出回っている BI（Business Intelligence）アプリ
ケーション等でより高度な統計解析処理を行い、
データを読み解くこともできる。性能解析や姉妹
船との比較等を行い、本船の燃費、船底汚損の状
況、稼働機器の状態診断等に活用できる準備は
整っており、一部の分野では既に行われている。
こうした船舶データを「つかう」動きはこれから
大いに裾野が広がることが予想される分野であ
り、国内業界全体としても ShipDC（Ship Data 
Center）に代表されるように、船会社だけでな
く、気象予報会社、舶用機器メーカーも交えて
データを活用する仕組みが整い、運用が始まって
いる。また国際的にも ISO19847/19848 に於いて
「実海域データ共有化の為の船内データサーバー
要件」や「船上機械及び機器用データ標準」につ
いての提案がなされており、これらは日本主導で
進められている。近い将来これらは国際規格化さ
れ、船舶データの利活用環境はより整備されてい
くことになろう。

（2）船員への影響

VPMS により収集されたデータは本船外に送
信され、多くの人間に閲覧・解読されることにな
る。その結果、本船の限られた人員では気づくこ
とが難しい数か月・数年のトレンド比較で発見さ
れる経年劣化の予兆等に期待できる。現場で瞬間
値として検査していた「点」の部分が時系列比較
や同型機器を搭載している他船のデータをより活
用することによる「線」や「面」での状態診断が
陸側のサポートを介して可能となる。事故・不具
合をデータに基づく予兆診断をすることにより未
然に防ぐような整備や機器運用が重視されるよう
になると考える。「対処」から「未然」への視点

変更である。これらは主に機関系船員として、
日々の機器運用や整備計画に対する考え方に影響
が大きい。

一方、航海に関する部分としては、本船備え付
けの水路諸誌やパイロットチャート等の長年蓄積
された観測と経験に基づいたデータが存在してい
る。機関系のデータとは違い、統計データは存在
しているが「今、この海域ではどのような風が吹
いており、どれくらいの海象条件にあるのか」と
いった瞬間値が入手しにくい状況にあると言え
る。複数の船の間で航海系データが共有された
り、各船舶の気象・海象の観測データを海上観測
点として気象予報したデータに基づく予報情報を
入手できるようになれば、本船ではより精度の高
い瞬間値や近未来の予報値が入手できるようにな
る。「長年の経験とある種の勘」の蓄積に基づく
判断に依存する要素が大きかった航海計画立案に
「より高精度で、現状を加味した予報情報」に基
づくデータに裏付けされた最適な航海計画立案
の可能性が広がりつつある。このように、VPMS
の活用と陸上データセンターの整備・本格稼働と
いう事例のみで考えてみても、既に本船上の現場
では環境の変化が起こりつつある。船員として新
たな視点、考え方の重要性認識、安全運航・効率
運航に使える素材（データ）の取り込みなど、各
種データの利活用・管理に対する基礎知識とセン
スが要求されることは想像に難くない。

3. 現職船員の「接続性」に対する意識調査

これまで述べてきた通り、船の世界にも IoT
の思想が広まり、様々なものがセンサーを搭載
し、データを収集し、それらが通信回線を通じて
接続・共有されつつある。船という「モノ」で考
えるならば、船舶も高速で常時接続可能となった
衛星通信回線を通じて、陸上のネットワーク環境
とより高度に接続されつつある。僚船の航海計画
と航跡が ECDIS 画面で一瞬のうちに共有・表示
され、自船の航海計画の参考にできたり、レー
ダーで物標として認識された映像が AR（拡張現
実）の技術を用いて、当直者が実際に見ている視
野内に窓ガラスや専用のディスプレイを用いて重
畳されるような将来が既に見えている。これらは
構想だけの机上論ではなく、基礎技術の研究開発
や一部実用化レベルに達していると既にプレスリ
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リースを行っている会社が存在する。
船によって深度・速度は違いがあれど新技術の

導入により船員としての働く場所の変化は間違
いなく進んでいる。Knet365 Maritime 社が船員
6000 人を対象にしてアンケート調査を行った、
「Crew Connectivity survey 2018」という報告
書が現職船員のこれら接続性に関する認識や現状
の理解、そして問題意識をよく示している。同報
告書によれば、船員の 75% が職場選択（乗船す
る船）をするにあたってインターネット環境があ
るかどうかを重視すると答えている。自身の乗船
中の休息時間中の趣味、家族とのつながりといっ
た意味合いでも重要視しているのは想像に難くな
いが、それ以外にも業務上の情報の入手という部
分でも限られた船内の資料だけにとらわれず、最
新で膨大な量をチェックすることができる、外の
世界とのつながりを重視する考えがあると推察で
きる。

また、同報告書では、2015 年は、全体の 3 割
程度しか乗組員にインターネット接続環境がな
かったものが、2018 年には倍増、バルク船に至っ
ては約 3 倍となり、今や 65% ～ 70% の船にイン
ターネットアクセス環境が乗組員に与えられてい
るとまとめている。また、過去 2 年間に自分の仕
事の一部が自動化されたと回答した船員は半数を
超え、略全員が自動化の流れを肯定的に捉えてい
るとしており、88% の人間がこれら技術革新に
対応できていると自身を評価・認識している。
一方で、「船上で不足している教育・訓練はなに
か ?」という問いには、65% が船上の技術やデジ
タルトレーニング、機器に関するリフレッシャー
トレーニングが不足しているとし、20% 程度では
あるが、サイバーセキュリティーに関するトレー
ニングといった回答もこれまで一般的であった外
国語やリーダーシップに関する教育・訓練という
回答に肩を並べるようになってきているのがよく
わかる結果となっている。

デジタイゼーションが加速度的に進んでいく船
上に於いて、これまでの業務の一部または全部が
新技術や機器により効率化や自動化されたことを
実感しつつ、それらに対応し使いこなせていると
思いながらも、定期的な機器に関する研修や新た
な技術についての情報を求めなければならないと
考えているのがよくわかる。

4. デジタイゼーションがもたらす船員に
対して新たに期待される事

まず誤解してはならないのは、船上に於ける職
務がデジタル化により自動化されたり、機器やプ
ログラムにより人間を大いにサポートする時代と
なっているからと言って、これまでの「海技」が
不要になったり軽視されるようなことはないとい
うことである。よく、「航海術」と「航海学」は
両輪であるとか言われているがまさにその通り
で、人間に蓄積されていく「技」の部分について
はこれからも船員としてのベースであることには
違いない。デジタル化により新しいツールや機
器、支援プログラムが開発されて将来的には AI
による自律化船のような未来に進むとしても、こ
れら AI を構築する為には技の部分を学問に落と
し込み、プログラムで表現できるアルゴリズム化
して初めて自動化や自律化が達成される。この既
存の技術と新技術の架け橋を担うことができる人
材は、技術を蓄積しこれらを外に表現・説明する
ことのできる船員である。

船員は、船という現場で新技術を使いこなしな
がらこれまで通りの安全・効率運航の職務をこな
す。将来的な陸上勤務や第二、第三の職場で海事
産業に関わり活躍する為に、人に蓄積されている
「航海術」の部分をこれまで以上に原理・原則を
踏まえて理解し、実践して「航海学」に落とし込
みながら、その他新技術に必要な新たな学問分野
へ反映させられるようなスキルに今後期待される
ことになると推察する。誤解を恐れずに少し雑に
言い切ってしまえば「海技の伝承をコンピュータ
相手にできる」ような物事の理解力や表現力、各
種データ利活用の発想力と言ったところだろう
か。何も本当に AI に仕事をすべて明け渡すとい
うことではない。人間をサポートする機器の開発
にもこれらセンスが必要である。

機関系の例を挙げれば、ある機器の出口温度が
高すぎれば異常だと認識する。これは比較的簡単
に説明ができる。「～℃以上は危ない」と定義す
ればいい。しかし、小刻みに出口温度がハンチン
グを起こしている場合は難しい。人間であればト
レンドグラフを見ながら、不安定さに異常を感
じ、危ないと認識するが、これをプログラムに認
識させようとすると実に難しい。避航操船も同様
で、何をもって「衝突の恐れのある船舶」と認識
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するのかは、航海士であれば感覚的に目視やレー
ダー映像を見ながら判断し、適切な時期に避航動
作を取る。これをプログラムに教えようとすれば
いくつの要素が必要になり、どれがより優先度の
高い要素となるだろうか。複数の船舶を同時に相
手にしたら、人間は一瞬のうちに、しかもある種
感覚的に大量のデータを識別してある判断を下し
ている。これが最適である保証はないものの何ら
かの答えを出すことができる。この人間だからで
きている感覚を、人間をサポートするツールを作
成したり運用したりする場合には機械とこの部分
を共有できなければならない。

5. まとめ

筆者が今の船会社に入社した当時は、ちょうど
混乗化が進んでおり、練習船でも「混乗船トレー
ニング」と称してフィリピン人の実習生と一定期
間実習を共にした。異なる人種、言語、文化の中
で「グローバルな視点」をもってリーダーシップ
を執れるかという質問が面接時にあったと記憶し
ている。この時期は、業界に起きている変化と求
められるスキルが比較的分かりやすく、教育の場
もわりと対応できていたと思われる。一方、今回
紹介してきたデジタイゼーションまたはデジタラ

イゼーションへの変革の流れについては必要な素
養が多岐にわたり、それぞれの優先度も付けにく
く、自身も教育機関も船会社も研修や教育が追い
ついていない感がある。様々な要素が絡み合う事
が予想されるものの、単純に資格要件やスコア表
示できるものではなく、どちらかというと「思考
のロジック」や「モノの捉え方」といった形のない
センスに近い部分が要求されつつあると考える。

一つ言えるのは、何かを捨てて、新しいものと
差し替えるようなものではなく、これまで通り、
船員は船と海のスペシャリストである必要と同時
に、様々な方面の基礎知識を有しながらそれらと
複合的に関わっていけるようなジェネラリストと
しての総合プロデューサーのような多様性をより
求められる時代がもうすぐそこまで来ていると筆
者は考える。
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（中山圭一郎委員　記）

おわりに
2016 年にスイスのダボスで開催された世界経

済フォーラムにおいて「第 4 次産業革命」という
言葉が初めて使用された。人工知能（AI）、物の
インターネット（IoT）、ビッグデータなどの言
葉で代表されるこの概念は、現実に全世界の様々
な分野で変革を起こしている。海事分野において
も、自動運航船や無人船、飛躍的に進化した情報
交換技術による運航モニタリングなどの研究・開
発が各国で進められている。

このような社会の変革期において、「これから
の海事人材（技術者）の育成」について考えると
きは、その来たるべき社会の姿を見据えることが

第一歩となろう。その点で、庄司るり委員による
『「Global Marine Technology Trends 2030」に
よる 2030 年の海事分野』＊は大いに参考になると
思われる。

本年度のテーマ「これからの海事人材（技術
者）の育成」は、今後数年の時間を通じて考え続
けていくテーマではないかと考える。

会員諸兄のご意見を頂ければ幸いである。
＊　『「Global Marine Technology Trends 2030」

による 2030 年の海事分野』: 日本船長協会　
会誌「船長」第 135 号（平成 30 年 3 月）
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