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『荒波に揉まれて』
三井 E&S 造船株式会社代表取締役社長

船津 勇（東船大 E37）

1. はじめに
ここ数年、久し振りに会う方に決まって言われ
る台詞があります。
「今度〇〇へ行くのだって ? 大変だね、身体だ
けは大切にしてね」。
当の本人は、それほど気にしていないのですが、
傍から見ると数年単位で会社や工場を転々として
いるのは、大変そうに見えるのかもしれません。
商船大を卒業して三井造船へ入社し、岡山県玉
野市にて 20 年間、工場の生産現場で様々な船を
造り続けました。総アルミの双胴高速船からはじ
まり、海上保安庁向け PS/PL、防衛省向け LST、
大分ホーバーも担当しました。一般商船では、同
型船で 100 隻以上を受注するという異例のヒット

略歴
1989年 3 月 東京商船大学機関学科
1989年 4 月 三井造船株式会社
2013年 4 月 同

千葉造船工場製造部長

2016年 3 月 新潟造船株式会社
2018年 1 月 同

卒業

入社
出向

代表取締役社長

商品となった「三井の 56BC」5 万 6 千トンの貨

2019年 4 月 三
 井E&S造船株式会社 復職執行役員
製造本部長兼千葉工場長

物船を、連続建造するために右往左往していまし

2021年 4 月

た。そんな私に、十数年前、当時の工場長から

同 代表取締役社長
現在に至る

「新潟へ行ってくれないか !」と声がかかり、そ
こから思いもよらぬ荒波の航海に乗り出すことに
なりました。

進学しました。高校も自転車で通える近くの都立
の普通高校を選択しました。余り勉強もしないで

2. 商船大学を目指した経緯

中学から始めたサッカー中心の生活をしていまし
た。都大会に出るほど強いチームではなかったの
で、進学に有利になることもなく、諸先輩方と同

生まれは、東京都葛飾区亀有で、実家は豆腐屋
を営んでいました。寅さんで有名な帝釈天の近く
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様に専門学校や就職の道を歩むものだとぼんやり
と思っていました。

で、活気のある賑やかな下町でした。1965（昭

ところが、一冊の本との出会いが、その後の歩

和 40）年生まれの私たちの年代には、TV ゲー

む道を大きく変えることになりました。司馬遼太

ムもなかったので、近所の公園で夕方暗くなるま

郎の『竜馬がゆく』です。多感な時期であったの

で、鬼ごっこをしたり、ビー玉転がしをしたりし

で、
「私にも課せられた大きな使命があるはずだ」

て遊んでいました。私の同級生には、学習塾や予

と思い、そのためにも竜馬のように船に乗ってみ

備校へ通う人は少なく、揃って公立の小中学校へ

たい。それが商船大を選んだ主な理由でした。
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3. 学生時代の思い出
私の常識を根底から変えてくれたのは、何と
いっても寮での生活でした。世の中は、決して公
平ではない、たった一年入寮が早かっただけで、
雲泥の差があることを知りました。入寮初日の夜
に、
「
（大声で）失礼しま〜す。4 寮 3 階 6 号室に
お世話になりま〜す」という自己紹介を各部屋の
先輩へ挨拶した時から、変わり出しました。
今にして思い返すと、20 歳前後の元気な若者が、
各学年一人ずつの四人部屋で生活をする。これは
非常に貴重な体験でした。失敗談は数知れず、個
性の強い諸先輩方に大変かわいがっていただきま
した。
クラブ活動は、やはりサッカーを続けていまし

原宿ライブハウスにて

た。東京都の大学サッカーリーグに所属し、4 部
から上位へなかなか昇格できなかったのですが、
私が主将を務めていたシーズンに、漸く 3 部へ上

意外に思われるかもしれませんが、同級生でバ

がることができました。その翌年の春、国公立大

ンドを組んでいました。令和の流行っている歌は

会での一橋大戦にて、忘れもしない金星を掴むこ

よく知らないのですが、学生寮で明け方まで飲ん

とができました。

でいた時にガンガン鳴っていたレベッカの「フレ

ウォーミングアップ時にぞろぞろと総勢 40 人

ンズ」は、今でも歌うことができます。

近くいる一橋大の「頑張りましょう、元気出し

〜♪口づけを交わした日は、ママの顔さえも見れ

ていきましょう !」という掛け声は、赤いユニ

なかった〜

フォームを着た、たった 11 人の我がチームに威

当時は、BEGIN などを輩出した「イカ天」と

圧感を与えていました。相手は 2 部で、こちらは

いう深夜番組が盛んで、ちょっとしたバンドブー

3 部の新入生。「今日は胸を借りるつもりで、頑

ムが巻き起こっていました。隣室の同期 I 君が

張ろう !」と、仲間と励まし合いました。

ベースを弾いていたので、「船津、歌でも歌って

前半、1 点を先取されながらも守備に徹し、追

みる ?」という非常に軽いノリで、LHC という 5

加点を許しませんでした。後半、反撃のチャン

人組のバンドを結成しました。軽音楽部に所属し、

スが回ってきました。ハーフライン辺りで、FW

学園祭や原宿のライブハウスで活動をしていまし

の Y 君へパスが通りました。スルスルッとバッ

た。どうも大学でしっかり勉強をしたという話は、

クスの間を抜け、スコッとシュートがゴールネッ

一言も書けないような学生時代でした。

トに刺さりました。直後、狂喜乱舞の面々、Y 君
の頭を叩く、叩く ! 試合は同点のまま、終了のホ
イッスルが吹かれ、PK 戦にもつれ込みました。
勢いに乗った我がチームは、思い切りよく右や

4. 就
就職先として三井造船を
 職先として三井造船を
選択した経緯

左へ蹴り込みました。
「こんな奴らに負けられな
い」という重圧のためか相手のシュートには切れ

国際ヨットレースの「アメリカズカップ」をご

がありませんでした。その結果、最後に、にんま

存じでしょうか ? 1870 年に第一回大会が開催さ

りと笑うことができたのです。

れ、2021 年 3 月には、第 36 回目をニュージーラ

指導をしていただいた K 先生からは、
「NEXT、

ンド・オークランドにて行われた伝統あるヨット

NEXT、頭を切り替えて、次に進め !」と繰り返し叩

レースです。このカップは、第一回大会から 100

き込まれたことが、成果につながったと思います。

年以上米国が勝ち続け、国外へカップを持ち出す
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ことはなかったのですが、1983 年の第 25 回大会
においてオーストラリアに米国が敗れました。ス
キッパーであったデニス・コナーは「カップを
失った最初のアメリカ人」として米国中から非難
に晒されたのですが、1987 年オーストラリアの
フリーマントルで開催された第 26 回大会に自ら
のチームを率いて乗り込み、カップ奪回に成功し
ました。この彼の闘いを記した『COMEBACK
復権への闘い』を読んだ私は、どうしてもこの
ヨット造りに関わりたいと思うようになりました。
この頃、就職活動をしながら、日本でこのレース
に挑戦するチームに「三井造船」が関与している
ことを知り、是非、このヨット造りに貢献したい
と思い、入社試験を受けました。
実際の配属は、希望するヨット製作に携わって
いた昭島研究所ではなく、玉野造船工場の造船工
作部でアルミ船を建造することになりました。

5. 取り組んできた仕事

新入社員作業服姿

トを開発したこともありました。その中に、徳島
と大阪を結ぶ航路に数隻の双胴型を所有する重要
顧客がいました。当時は、明石海峡大橋が架かる

1）三井玉野

前でしたので、四国と本州は船で人が往来してい

1989（平成元）年 4 月に本社で事業本部長から

ました。それまでは、約 35knot の最大速力で運

辞令を受け取りました。その際に、
「お前は、現

行されていましたが、40knot を超える速力を要

場だ」と他の設計陣と少し異なる態度で手交され、

求されていました。

現場とは一体どのような職場なのだろうと不安に

当時、高速の旅客船は、2 つの船型が開発され

なりました。新入社員の集合研修が終わり、岡山

ていました。1 つは、大手重工メーカーが総力を

県玉野市へ宇野線に揺られて現地入りし、早速、

挙げて技術開発を行っていた、「レインボー」と

職場の歓迎会を開いていただきました。課長以下

いう大型の水中翼船でした。もう 1 つが弊社の滑

皆さんが集まってくれて、その中に現場のある作

走型の双胴船「サンシャイン」でした。水槽試験

業長が怖い顔をして待っていました。お酒が回っ

や基本設計を終えて、マリン事業部の進退をかけ

て、少しずつ本音が出だした頃に、その作業長か

て、建造が開始されました。設計も現場もこの速

ら「お前なんかいらない、東京へ帰れ !」と面と
向かって言われました。喧嘩にまではなりません
でしたが、口論を続けたことを覚えています。東
京から来た人は標準語を喋るのです。そこが気に
入らなかったようですが、一カ月もすると私が
「玉野弁」で喋るようになると、その作業長とは
親子のように付き合うようになりました。
この職場は通称「高速艇」と呼ばれて、アルミ
の旅客船を建造していました。営業から設計、製
造現場まで総勢 100 名程度の造船工場の中ではコ
ンパクトにまとまった組織でした。総アルミの双
胴旅客船や漁業取締船、ホーバークラフトも手掛
けました。大手自動車メーカーとプレジャーボー
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高速艇着水時
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力を出さなければ、この一連の開発競争に残るこ
とができないとの一心で、まとまっていたような
気がします。
海上運転ではトラブルもありましたが、当初
の計画通り 40knot を達成することができました。
「やれやれ良かったな !」では終わらず、就航後、
何度も徳島の基地に足を運ぶことになりました。
過給機が火を噴いてしまったのです。連続建造を
していたので、工場に保管していた主機から過給
機を取り外して、担当であった私が、夜中に 2 ト
ン車を走らせていたことを思い出します。
新船型の開発は、実際に就航してから本当の評

作業船 AHSV

価が下されることを、身に染みて感じました。
玉野では、テクノスーパーライナー（TSL）の

肩書でしたが、若い担当と一緒になって、現場で

実験船として建造された「飛翔」の船首部分を当

悪戦苦闘したことを思い出します。赴任して早々、

社が担当し、大手重工メーカーで船尾との一体工

「船津さん、右舷と左舷の減速機を今日入れ替え

事を行いました。強烈な思い出としては、その工

ます」と夕方に報告を受け、近くのコンビニへ弁

場へ 1 人で工程の打ち合わせに行き、ぞろりと並

当を買い出しに行き、その日は徹夜で入れ替え

んだ方々から「お前ひとりで話になるのか !」と

をやり切りました。なぜ、間違えたかは問わず、

ご指摘を受けたことです。さすが組織的に仕事を

しっかり準備をして、確実に作業を進める作業者

進めている会社であると、痛感しました。

の方の技能の高さに感心しました。後日、作業者

JAMSTEC 向 け の 地 球 深 部 探 査 船「 ち き ゅ

の方から、「弁当を買ってきてくれたことが嬉し

う」の進水までのブロック建造も担当しました。

かった」と言われ、意外と工場になじむことは早

船首上部に設置されていたヘリデッキを、12 月

かったように思います。しかしながら、1 番船で

末日に搭載した時は、これで正月が迎えられるな

は、次から次へとトラブルが発生し、休む間があ

とほっと一息ついたことを覚えています。

りませんでした。

高速艇というコンパクトな部署で、船殻から艤

・主機潤滑油配管のフラッシング清浄度不良

装まで建造全般にかかわり、修繕そしてアフター

・船首スラスターのグリッド落下

サービスを経験させていただくことで、客先と交

・ウインチのオートテンション不能

流することができました。そのお陰で、広く造船

設計、工作及び品証が一体となって数々の問

業を知ることができたと思っています。約 20 年

題を乗り越えながら、工期は長く掛かりました

間、岡山の工場から出ることなく課長まで昇進し

が、引渡すことができました。その後、2 番船以

ていました。そして、2009 年 3 月、突然、新潟

降は、発電機不具合を除いて、ほぼ順調に建造を

造船への出向を命じられたのでした。

続けましたした。そして、最後の 5 番船 SANKO

etc

CHERRY は、次の船から部品を取り寄せること
2）新潟造船 Part Ⅰ

ができないので、慎重に工事を進め、主機起動→

一回目の赴任時は、作業船 AHSV（右欄写真）

スラスター起動→バルクシステム受検→重査・臨

とタグボートを建造していました。従来の新潟

航→入渠まで進みました。いよいよ運命の海上運

は、鮪船などの漁船を数多く建造していましたが、

転がはじまりました。

200 海里問題以降、急速な漁船建造の落ち込みに

7 月 1 日から予定通り海上運転を開始しました。

より、タンカーや作業船など新たな船種に取り組

ところが、3 日の午後に、右舷主機が緊急停止し、

んでいました。

工場へ戻るとの一報が入りました。帰港後、エン

私が呼ばれたのは、このシリーズ（5 隻）で発

ジンを開放すると、P.22 左下写真のスプリング

生している様々なトラブルを解消させ、引渡しを

（カムシャフト用）が破損していることが判りま

延ばさずに完工させるためでした。次長という

した。代替品を入荷させ、スプリングを交換し、
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5 日に再度、出港しました。

良くついてきてくれました。

しかし、また、右舷機が緊急停止 ! 今度は、潤

工作部長として過ごした 2 年間の成果は、膨ら

滑油ポンプが壊れてしまいました。スプリングが

みすぎていた協力会の要員を適正な人数に戻した

破損したことにより、その破片がポンプに入り込

こと、先行艤装という言葉を思い出させたこと、

み、正常な圧力を供給できなくなっていました。

新潟の古町という繁華街で正しいお酒の飲み方を

ポンプを交換して、エンジン内部の洗浄を実施し

学んだこと、これら 3 点でした。

ました。主機の潤滑油ラインのフラッシングに使

そして、2011 年 4 月、東日本大震災で混乱し

用していたフィルターを使いましたが、何時間回

ていた千葉造船工場への転勤を、事業本部長から

しても、清浄度が上がりません。急遽、横浜の専

命じられたのでした。

門業者へ依頼して、上級のフィルターを準備して
いただき、再フラッシングを実施して、清浄度を
保つことができました。
そして、12 日に再度、海上運転へ向かいました。

千葉造船工場の歴史は、大型タンカー（VLCC）
と LNG 運搬船を数多く世に送り出したことが挙

初日と同じように、徐々に負荷を上げていきまし

げられます。総合事務所の横にモニュメントと

た。その時、ドーンと機関室内で爆発が発生しま

して飾られているロータスシステムは、当時の

した。今度は、#6 シリンダの安全弁が火を噴き

VLCC 建造に無くてはならない設備でした。

ました。連日の深夜に及ぶ工事で、エンジニアが

この大型船建造に新たな 1 ページを加える形で、

取付時にミスをしてしまいました。「またか !」と

2015（ 平 成 27） 年 2 月、MODEC 向 け FPSO の

いう雰囲気でしたが、再度、気を取り直して、超

船体部を建造しました。FPSO とは、「Floating

特急で手直しを実施しました。

Production, Storage and Offloading system: 浮体

四度目の正直 ? という言葉はないかもしれませ

式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備」の略称です。

んが、16 日の夜中に離岸して、24 日の夜まで連

洋上で石油・ガスを生産し、生産した原油を設備

続して、海上運転を実施することができました。

内のタンクに貯蔵して、直接タンカーへの積出を

その時は、同僚が持参してくれたワンピースの漫

行う設備です。従来は、中古のタンカーを購入

画をじっくり読みながら当直をする余裕がありま

し、上部構造やカーゴタンク内を大幅に改造して、

した。

トップサイドと呼ばれる石油精製に関する各種

その数日後に、引渡をさせていただきました。

ユニットを搭載して、FPSO は洋上へ出発します。

親会社からも船級協会へ働きかけていただき、証

今回このプロジェクトでは、中古のタンカーでは

書を受理できたのです。何度も何度もトラブルが

なく、新造船で船体を素早く、しかも安く建造す

続き、もう駄目だと心が折れそうになりましたが、

ることが求められていました。同時期に、同業他

「最後の最後まで諦めない」強い信念を持つこと

社でも海洋構造物を建造していて、どの工場が最

で完工することができました。みんな諦めずに、

後までたどり着くことができるのか ? また、韓国

破損したスプリング
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3）三井千葉

MODEC 向け FPSO
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造船所の動向にも注視をしていました。
基本設計も進んで、FPSO は VLCC を少し改
造した程度であるとの見込みが、大きく変わって

がら、若手を中心に活発な意見交換を続けました。
社外の工場へ見学する機会を設け、若手の知識と
ネットワークを広げる活動でもありました。

きました。板厚 50mm は当たり前、溶接の検査

そして、2015 年 11 月に事業本部長から、特命

も厳しく、特殊な機器も数多く、ブロックの建造

で新潟への出張を命じられたのでした。週の前半

がなかなか前に進みませんでした。トップサイド

は新潟で、後半は千葉へ帰る生活が数カ月続きま

の基本計画は度々変更され、基本設計の方々を早

した。

朝 7 時に呼び出し、「一体どこまで、後戻りをさ
せるのか ?」と大きな声を出し改善を呼びかけま

4）新潟造船 Part Ⅱ

した。個々のブロック重量が重すぎるので、総組

二 回 目 の 赴 任 時 は、ALP（ 会 社 名 ） 向 け の

も充分できず、バラバラで搭載を進めたので、船

OGT（Ocean Going Tug 下写真）を建造してい

組の工程も厳しく、滅多にないのですが、出渠進

ました。ULSTEIN という設計会社から図面と機

水の日程を延ばしました。

器を購入し、再度、offshore の世界に足を踏み入

この FPSO は、2,000m の海底から直径 1m の

れていました。

チューブを伝って原油を汲み上げるために、船底

4 隻受注していましたが、1 番船が予定通り進

に特殊な装置が取り付けられていました。通称

捗せず、最悪の事態（キャンセル）も想定され、

「ベルマウス」です。私達が知っているラッパ状

何としてでも工程とコストを立て直すように指示

のベルマウス（吸い込み口）とは、大変異なりま

を受けました。1 番船は岸壁に係留されていまし

した。重さが 5 〜 6ton もある品物で、これを進

たが、艤装工事はまだまだ進捗していない状態で

水前に取り付けねばならなかったのです。艤装の

した。しかしながら、新潟の工場幹部の方々は、

工程は遅れに遅れていたので、人はいません。さ

翌年の 2 月末には引き渡しができると言われてま

て、どうするか ? 足場屋さん、内業の加工、協力

した。かなり高いハードルではないかと一人ひと

会から急遽、人を集めて、2 交代で取付を開始し

りへ説明し納得していただきながら、1 か月遅れ

ました。進水までの残りの日程から逆算して、一

の 3 月末の引渡しで主要工程を組み直しました。

日当たりの取付個数を 4 〜 5 個と定めたものの、

そして、挽回するための実行計画を策定し、建造

予定通りにはいきません。毎日、現場を見ながら、

体制、要員計画及び工程進捗管理方法を提案し、

それこそ仕事のやり方を日々工夫して、1 個でも

順次実行していきました。

多く取り付ける挑戦を続けました。周囲の方々は、

当初は三井千葉からの応援が主体でしたが、玉

「部長はやり切ると言っているけど、どうかな、

野にも声を掛けて、作業長や作業員の方々が一気

無理じゃねえ ?」と疑問視していました。本心は、

に増え、少しずつ艤装品が取り付くようになりま

現場の状況を良く見ているので、厳しいことは

した。しかしながら、12 月中旬の艤装の進捗率は、

重々承知していました。しかし、「必ずできる !」

配管 33%、配線 54% までしか進んでいませんで

と根拠のない自信がありました。そして、進水一

した。次の ALP#2 は No.1Dock で着々と工事は

週間前には、このベルマウスを取り付けることが

進められ、1 月下旬には進水を予定していました。

できたのでした。

このままでは、ALP#2 に人は回せません。さ

最後の最後まで諦めない。これは、新潟で学ん
だことでした。
千葉では、CPS20 という改善活動を製造部中
心に展開しました。導入時は、コンサルティング
会社の指導を受けながら、毎週、M（ミクロ）改
善という日々困っていることを取り上げて、職場
内で打ち合わせをしながら一つずつ問題を解決し
ていきました。次のステップとして、T 改善とい
うテーマを定めて取り組む活動に変えていきまし
た。毎週、課単位でフォローアップを繰り返しな

ALP 向け OGT
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貴重な経験が、後日、生かされるとは思いもしま

て、どうする？
当 時 の 企 画 管 理 部 長 へ「ALP#2 を 千 葉 へ、

せんでした。

ALP#4 はそのまま玉野で建造できませんか ?」
と提案すると、その場で千葉の管理部長へ電話を
され、交渉を開始してもらいました。この時から、

三井 E&S 造船の社長から千葉の工場長就任を

ALP は三井と新潟の本格的な共同プロジェクト

打診され、2019 年 4 月に、新潟から三井千葉へ 3

になったのでした。千葉へ回航が決まった時点で、

年ぶりに戻ることになりました。

私は、新潟流の艤装工事の進め方では、三井では

前任の工場長からバトンを渡された時には、

パイプを取り付けることは、困難であると予想し

VLCC の 連 続 建 造 か ら 64BC/87BC へ 船 種 が 変

ていました。そこで、40A 以下の配管も含めて

わるタイミングでした。VLCC では、初めての

図面を書かなければならないことを三井の設計陣

PSPC 対応や主機関の不具合が発生したため工

にお願いしました。つまり、現場だけでなく設計

程・品質面で苦戦していたことは、遠い新潟にも

も本プロジェクトに関与してもらう流れを作りま

噂が流れていたので、切り替えの良い時期ではな

した。

いかと思い込んでいました。

2 月の初めに、ALP#2 が新潟を離れ、千葉工

工場の従業員全員を集めた就任挨拶では、「決

場に着岸しました。その姿を見た時、「この大き

して造船の火は消さない」と宣言し、さあ、これ

な作業船は、千葉の岸壁が似合う」と思いました。

から盛り上げていくぞ ! と意気揚々と歩きだした

新潟の信濃川に浮かんでいる多くの小船の中に、

のですが、協力会の責任者の方から、こんな言

この大型船はひと際目立つ存在でした。

葉がポロッと出ました。「船津さん、来るのが遅

そして、ALP#1 の運転調整が幕を上げたので

かったよ」この言葉の意味が分かるまで少し時間
が必要でした。

した。
千葉で建造した FPSO

商船の新規受注が、なかなか取れない。用船料

の運転調整で使用したチェックリストを参考にし

が $10,000-/day 前後から上昇せず下がる傾向に

ました。各系統の作業手順に従い、
「誰が、いつ

あること、工場の 1 時間当たりの単価が他社と比

までに、何をする」を一覧にしたリストです。毎

較して割高であること、船価と製造原価が合わず、

朝 7:00 から関係者を集めて、一項目ごとにフォ

受注金額で客先と合意ができないこと、赤字での

ローアップしました。千葉の担当技師は、「また、

受注は会社の状況から許されないことから、2 年

船津さん始めたよ !」と思ったかもしれませんが、

先の 2021 年度に仕事を埋めることができません

新潟や玉野の方は、「きついね〜」と感じたかも

でした。商船がだめなら他の仕事を探そうと、工

しれません。営業、設計、資材、工作の関係者全

場独自での営業活動を開始しました。

STEP1: 発電機起動前

員が、同じ方向を向いて一歩一歩進めるためには、

まずは、プラント系の関連会社へタンクやユ

このような会議が必要でした。リストに「済み」

ニットなどの仕事がないか打診をすると数件の見

の文字が並びだした 3 月初めに、CAT の発電機

積をすることになりました。しかし、値段が合わ

が「ボロン」と音を立てました ! 多くの人がこの

ず、陸上案件は近郊の工場設備の補修工事を数件

瞬間を待っていました。

手がける程度となりました。その頃、新幹線で出

担当者から一報が入った時、「有難う」の言葉
しか浮かびませんでした。
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5）千葉工場の商船建造撤退

張すると、送電線の鉄橋や球形のガスタンクなど
を見ながら、鋼製の構造物が意外と多いことに気

当初の予定から約半年過ぎた 9 月の初めに、

づき、商社経由で引き合いを探していました。そ

ALP STRIKER は韓国に向けて新潟を出帆しま

んな時に、洋上風力の話が入り込んできました。

した。この ALP には、当初、三井千葉の製造部

少し前になりますが、福島県沖に 2MW の浮体

長として出張したことから始まり、この引渡時に

式洋上風力のプロジェクトを手掛けたことがあり

は、新潟造船の工場長になっていました。千葉、

ました。セミサブ型のフロートを 3 本立てた形式

玉野及び新潟の工場関係者、更には本社の営業や

の浮体で、工場内で風車の組立まで実施し、完成

基本設計の方まで巻き込んで、このプロジェクト

させた黄色の「ふくしま未来」を思い出しました。

を完工することができました。これらの新潟での

今回は浮体式ではなく、着床式の MP（モノパイ

シリーズ「私の Log Book」

ル）を千葉工場で製作できないかと、プラント系

束してくれたじゃないか !」と詰め寄られ、声が

のエンジニアリング会社から見積依頼を受けまし

出せなくなりました。同じような質問を繰り返さ

た。1 基の重量が、1,000ton もあり、それを数多

れ、「またか」と前に出ていったときに、自分で

く建設する可能性があると聞き、新たな事業の柱

はそんな表情をしたつもりはありませんが、「ニ

になると心を躍らせて、案件の調査を始めだしま

ヤニヤしてんじゃねえよ」と怒鳴られ、ぐっとこ

した。ところが、欧州ではこの MP を専用で製

らえたことを覚えています。

造している会社が数社あり、日本へ進出するとの

それぞれの人の人生設計を大きく方向転換させ

情報を入手し、彼らと会うことにしました。名刺

てしまったことを重く受け止め、全員が次の道を

を受けとり、彼らのプレゼンテーションを聞き、

見つけられるように、心血を注ぎました。

立派な動画となっている YouTube を見せてもら

そして、翌年の 3 月 25 日に千葉工場で最後の

いました。製造工程の板曲げ、自動溶接、塗装、

船を引き渡すことができました。この一年間で起

そして運搬の各工程で人が余りにも少ない、省人

きた様々なことを思い返すと、よくここまでたど

化が進んでいました。彼らの自信に満ちた台詞、

り着くことができたと感じるところがありました。

「簡単には真似ることはできません」と言い切ら

本当に従業員一人ひとりが、自分たちの仕事と

れ、戦う前に白旗を上げることになりました。

思って最後まで仕上げてくれたことに深く感謝し

その後も営業活動は継続しましたが、造船のよ

ました。

うな大型構造物の案件はなかなか存在しないこと

船が出航した後に、この日を最後に、三井を去

がよく判りました。ケーソンなどの単発での入

る主任・作業長と退職の挨拶を交わしました。40

札案件はあるものの他社との競合が発生するの

代の働き盛りの作業長からは、「とても楽しかっ

でベースロードにはなりませんでした。そして、

たです。同期に支えられました。でも本当はもう

2020 年 2 月に、「千葉工場における造船事業の終

少し続けたかったです」。外業 1 課の主任からは、

了および希望退職者の募集に関するお知らせ」が

「船津さん、4 月からは社長と聞きました。千葉

発表されました。

のようにならないように、しっかりやってくださ

その後、数か月にわたって、工場内に嵐が巻き

い」とエールを頂きました。

起りました。
「まさか ! この前、結婚したばかりなんです」

6）設計エンジニアリング会社へ

「家を建てたのに、どうしてくれるのですか !」

2021 年 4 月に、三井 E&S 造船の社長に就任し

悲痛な声、途方に暮れた声、目の前が真っ白に

ました。本社での挨拶で、「今日からはじまる新

なった方が多くいらっしゃいました。説明会では、

しい船出に、私は、この皆さんの想いを胸に刻み、

「商船を受注することができない」極めて厳しい

覚悟を持って進んでまいります」と宣言したので

マーケットの状況、新規事業（LPG など）も継

した。玉野を離れて 12 年の月日が流れていまし

続して受注できていない現状などをお伝えしまし

た。新潟で 5 年、千葉で 7 年、多くの方と数々の

た。そして、手探りの中、誰も経験したことのな

困難を乗り越えながら歩んでまいりました。いつ

い要員対策が動き出しました。

の頃からか「想いあれば、必ず叶う」この言葉を

・従業員一人ひとりと管理職が面談

抱いて、その土地の方々の「想い」を実現できた

・配置転換か、希望退職かの選択

こともあれば、できなかったこともありました。

・子会社や玉野、大分の工場と TV 会議での合
同説明会

etc

一日でも早く次の職場を探し出すことが、従業

これからは造船所ではなく、設計エンジニアリ
ング会社として新しい航海に出発します。新潟造
船の頃に知り合った方々が、私たちの新たな顧客

員の皆さんが抱えている不安を取り除くことと思

になっています。ある方から、
「日本の船型開発は、

い、4 月以降、私が総務部長代理として第一線で

遅れてしまっている。一緒に始めよう !」と、励

音頭を取ることになりました。特に、千葉県内の

ましていただきました。手探りで歩き出しますが、

他社工場へ求人票を精力的に集めてもらいました。

しっかり前を向いて、希望の灯りが点るまで諦め

忘れられないのは、説明会での一コマです。従

ずに進んでいきます。

業員から、
「工場長は、造船の火を消さないと約
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