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人材の育成と今後の展望
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講演概要

1. 神⼾⼤学における海事海洋⼈材育成の歴史
2. 学部の海事海洋⼈材育成
3. ⼤学院の海事海洋⼈材育成
4. 学部・研究科としての課題と今後の展望・展開
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1. 神戸大学の海事海洋人材育成の流れ
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神戸高等商業学校(1902)
私立川崎商船学校(1917)
神戸高等商船学校(1920)

神戸大学(1949)

神戸商業大学(1929)
神戸経済大学(1944)

県立医科大学
県立農科大学

神戸商船大学(1952)

統合(2003)
海事科学部

国際港湾都市「神戸」

「海に開かれた総合大学」

神戸開港(1868) 

工業専門学校
兵庫師範学校

海洋政策科学部(2021)

川崎正蔵⽒：我が国にとって
重要な海運を発展させるため、
商船学校の設⽴を娘婿の芳太
郎⽒に託す。

1875年 三菱商船学校
1882年 東京商船学校（逓信省）

川崎武之助⽒：東京との格差
是正を求めて⽂科省直轄の⾼
等商船学校へ昇格を果たす。

⾼等商船学校の統合（東京、清⽔、
神⼾）や戦争を経て復興



建学の理念

• 「士魂商才」

武士道精神を持ち、商船分野が我が国を背負い国を動かす使命感を持って世界

へ立ち向かうために、単に操船や船舶管理等の知識や技術だけでなく、海上輸送

による経済や経営にも精通し、社会貢献できる人材の育成

• 大学教育
世の中の動きや技術革新によって、教授する学問分野の拡大、専門性の細分化、

新たな分野の創出など、社会ニーズに応じて大学の教育カリキュラムは様々に変

化し、育成する人材の幅を広げてきている。
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1952年 神戸商船大学の設置

航海科、機関科（定員各60名）

1959年 航海学科、機関学科へ改称（定員各70名）

1962年 定員増員（各80名）

1964年 航海学専攻、機関学専攻の開設（各10名）

1972年 原子動力学科開設（定員40名）

1974年 大学院商船学研究科の設置

1979年 航海学科→航海学科（60名）＋輸送科学科（20名）に改組

1980年 機関学科→機関学科（60名）＋海洋機械管理学科（20名）に改組

1967年：貨物のコンテナ化
機関室の無人化船の出現

1969年：原子力船「むつ」進水
1971年：円の変動為替相場制
1974年：オイルショック

技術革新と国際情勢の変化

社会の動きと本学部の教育体制の変化



第30回海事⽴国フォーラムin神⼾2022 6

1982年 女子学生の入学

1990年 学部改組 商船システム学課程（航海、機関）（110名）

輸送情報システム工学課程（40名）

海洋電子機械工学課程（40名）

動力システム工学課程（30名）

1994年 商船学研究科５専攻を４専攻へ改組

商船システム学専攻（8名）

輸送情報システム学専攻（８名）

海洋電子機械工学専攻（11名）

動力システム工学専攻（11名）

1995年 大学院商船学研究科博士課程設置

海上輸送システム科学専攻（4名）

海洋機械エネルギー工学専攻（4名）
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2000年 定員の改正：商船システム学課程（110名→90名）

2003年 神戸大学と統合 海事科学部の発足、大学院自然科学研究科の改組

海事技術マネジメント学課程（90名）

海上輸送システム学課程（50名）

マリンエンジニアリング課程（60名）

2007年 大学院海事科学研究科に改組（重点化）

博士前期課程 海事科学専攻（60名）

博士後期課程 海事科学専攻（11名）

2008年 学部を課程制から学科制へ再編

海事技術マネジメント学科（90名）

海洋ロジスティクス科学科（50名）

マリンエンジニアリング学科（60名）

2007年 海洋基本法が施行

2008年 第１期海洋基本計画
＞海洋人材の育成
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2013年 学部学科を改組

グローバル輸送科学科（80名）

（航海マネジメントコース、ロジスティクスコース）

海洋安全システム科学科（40名）

マリンエンジニアリング学科（80名）

（機関マネジメントコース、メカトロニクスコース）

2017年 大学院海事科学研究科の入学定員を改正

博士前期課程 海事科学専攻（60名→75名）

2021年 海事科学部（３学科）を海洋政策科学部

（１学科５領域）へ改組・海洋基礎科学領域

・海洋応用科学領域

・海洋ガバナンス領域

・航海学領域

・機関学領域

2０16年 海事生産性革命（i-Shippingと
j-Ocean）
再生可能エネルギー、海洋環境保全、持続
可能な社会、国土強靭化、SDGs、海のDX、
Society 5.0、第３期海洋基本計画

海技ライセンスコース



２．学部の海事海洋人材育成

• 海事海洋人材育成のための教育理念
「人と海の関わり」について洞察力を身につけ、海事海洋分野で世界をリードする

「海のグローバルリーダー」或いは「海のエキスパート」、そして「神大海技士」を

輩出する。＞＞＞世界の海事海洋分野で貢献できる人材の育成と輩出
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建学の理念「士魂商才」

武士道精神を持ち、商船分野が我が国を背負い国を動かす使命感を持って世界へ立

ち向かうために、単に操船や船舶管理等の知識や技術だけでなく、海上輸送による

経済や経営にも精通し、社会貢献できる人材の育成

Kobe University

Kobe University



海洋リベラルアーツ教育
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今後人類が解決してゆかねばならない海事海洋分野の課題は、様々な専門分野間の連携
や協働があってこそ成し遂げられるものばかりであり、海洋立国日本で学ぶ学生等に、理
工学分野及び社会科学分野の学問と海事海洋分野との基本的な関わりを理解し、海事海洋
分野の基礎知識・教養を身につけた上で、学生個々が自由に専門性を磨いていくことを理
想と考えている。海洋政策科学部の教育理念の中心として掲げられたのは「海洋リベラル
アーツ」であり、海事科学部で行われてきた専門性を重視した３学科体制の煙突型教育と
考え方に大きな違いがある。
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学部カリキュラムの特徴

• 文系科目重視型・理系
科目重視型の２類型で

一般選抜入試を実施

（前期のみ）

• 一学部一学科制（定員
管理は学部一学年ひと

まとめ）
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学部の専門領域と専門分野のキーワード

コース 領 域 専門分野のキーワード

一
般
３
領
域

海洋基
礎科学

海洋の自然科学、海洋環境、海洋の起源、地球システムの物質循
環、海洋生物・微生物、自然災害、海洋探査、海底資源、海洋再
生可能エネルギー

海洋応
用科学

船舶海洋に関わる工学、海洋構造物、海洋開発・海底掘削技術、
動力システム、AI、ロボット、水中ドローン、AUV、ROV、電子・
電気・制御技術、プログラミング、燃焼、プラントシステム

海洋ガバ
ナンス

船舶海洋に関わる経済、経営、物流（人、物資、金融など）、交
通システム、国際法、地政、政策、ロジスティクス、情報システ
ム、海の平和利用

海技
ライセンス
コース

航海学 商船学、船の運航技術と管理、海技士（航海・機関）ライセンス、
海のグローバルリーダー、海のエキスパート（神大海技士）機関学

主
専
門
と
副
専
門
科
目
の
履
修
関
係



第30回海事⽴国フォーラムin神⼾2022 13

��

ਙ岝বਙ岝ཬ௭ਙ峒ฑໞਙ峕୕峽峊ઇ
عਲஞੁఐ৾嵣ਲহఐ৾ଢ଼ఐع

ٛઇ৯ఏٜ

ઇ峘ਙ

ધ௺嵣৶௺ଳ
ো峮岣ಂ岤્શো
峔峓峘峔৾ে൳
ૐ岝峔৾ਖ୩ୠ
峘௧峼૯峕৾
峠ધ৶়崓嵒崕嵍嵑
嵈峕峲峵ઇ峘ਤ

嵣ౢ௧峕峲峵
৾峝峘ฑໞਙ峒
৾ਖ峘ਙ


൳
ୠ
৾
嵑

௧峒ౢ௧峘
௧ఐ৯峼ฑໞ峕
৭උ岝ਲহਲஞ峘
峔ଳਡ岵峳
ਟ峘ૉ峼
અ岲峵ৡ峼ുਛ

ਓ৾ੈ௮
প৾ઇ
ঢ়ਧਲহઇ
崊嵑崌崊嵛崡

ଚপ嵣পଚਿয়প峒
ુ峕ਲহਓੀ峝
ঢ়બૂથ峒峘
৴峑ਲஞ৫嵣

৷ૼ嵣ਲ嵣
嵆崵崠嵉嵛崰峼ිၨ峃峵
ഈਲহઇ

বਙ峒ฑໞਙ峕
୕峪প৾ઇ

ஶୁ峕峲峵ଝ岝
ർਪਃચ࿌ൗಫಆ
௩岣ਲઋீ岤峑峘ஞ
ർਪಆ岝বਲহ
ভ峘ਈৗ峕
੦峏岹ৈ২峑ৰᄷ
ਲহਲஞઇ

岣ઋপਲૼ岤
峘྇ল


হ

ਲহਲஞ峕ঢ়峃峵
ઁ峔ੴ峒ુ峕ਈৗ
ਃચ峼࿌ൗ峁峉ਃચ
ಫಆ௩岣ਲઋீ岤峘
ણ৷峕峲峵ഈૼ岝
বਙ峼ମ峕峎岻峉
ર島峉ਲૼ峼ുਛ

ഈਃஓ嵣ੴৱ౺
峘ણ৷峕峲峵ཬ௭ਙ

ਈৗ峘ർਪਃஓ峼
࿌ൗ峁岝಼૩ৌૢਃચ
峼થ峃峵ਃચಫಆ௩
岣ਲઋீ岤峼峙峂峫峒峃峵
ഈৰୡৰಆਝ嵣
ਃஓ岝ਲহਲஞੲਾ峘
ੴৱ౺峼ણ৷
峁峉ഈઇ

৾峝峘বਙ

����

ચ
௩
峵

峘

ব�ਲਗ�崌嵛崧嵤嵛
崟崫崿岝ਲਗઐੈ
ૅ峒峘ઐఌ৾岝

崛崩嵍崮嵓
�ુ৾ਜ਼�岝
ਲਗ崒嵛嵑崌嵛౸ಉ

峘ো峕峲峵
বਙ峘ਘ৲

ਲহਲஞী峼嵒嵤崱峁岝ৗ峉峔
க峼ୗ峃峵য౫峼਼ੀ峢آଭ௩ৰಆఐ

ৰᄷઇ峕峲峵ઋপਲૼ峘྇ল

ਲૼ嵑崌崣嵛崡崛嵤崡
ఫਲ৾୩ୠ
ਃঢ়৾୩ୠ

ਲஞ峒ૉ峼ർ峵 ਲஞ੦ຊఐ৾୩ୠ
ਲஞૼ峼ୗ峃峵ਲஞૢ৷ఐ৾୩ୠ
ਲஞੁ峼য়੧峃峵ਲஞ崔崸崲嵛崡୩ୠ

ਲஞੁఐ৾

崘嵕嵤崸嵓৽ੋ峼੍岲峵
ਲਲ


ٛઇ৯ఏٜ
ਲஞ嵒崮嵑崟嵤峼੦ຊ峒峁峐岝ਲஞ峕ঢ়峃峵峑ઁ峔௧ਙ峼ମ峕峎岻峵ৰᄷઇ峕峲峴岝
ਲஞ峘ਢ峔ਹણ৷峒ਲஞ୭৳৸峼嵒嵤崱峁岝ৗ峉峔க峼ୗ峑岷峵ર島峉য౫峼ਛ峃峵

୕峪প৾ઇ୕
ҼӢӟҴӎӢӝਲஞ৶ੵ৾

崿嵕崘嵑嵈

ਲஞ峼ৢ峂峐ૉૠெ峘ୖ峼અ岲岝ਖ
峘ੰৠ峒ভ൴峕ৱ峃峵ઇଢ଼峼ன৫
ਲஞ峼ৢ峂峐ૉૠெ峘ୖ峼અ岲

ਲহఐ৾ଢ଼ఐ

2

ਙ岝বਙ岝ཬ௭ਙ峒ฑໞਙ峕୕峽峊ઇ
عবੈৡଢ଼ఐع

嵣崧崌崰嵓峘ৄল峁ী峘்峮౦峙ಌ峁峔岮峑岹峊岿岮岞
嵣崧崌崰嵓嵣মધ峒峬峕崽崑嵛崰峙岣嵉崌嵒崒岤峑ଁ峁峐岹峊岿岮岞
嵣ઇਅറ峘崡嵑崌崱峘崧崌崰嵓峙岣ਙ岝বਙ岝ཬ௭ਙ峒ฑໞਙ峕୕峽峊ઇ 岤峒عଂع
峁峐岹峊岿岮岞
嵣ଢ଼ਅറ峘崡嵑崌崱峘崧崌崰嵓峙ଂ峑ਝ峁峐岮峉峊岮峐ଡ岮峨峅峽岶岝ઇ峒峕崧崌崰嵓峘
峷峕岣عଂع岤峼ো島峐岹峊岿岮岞

௧ਙ嵣৾ਙ峼岲峉崘嵕嵤崸嵓য౫峼ਛ

ଢ଼嵣ਤଡ଼峘்峼ઁ岼峵
ر峔崿嵕崠崏崗崰; ਼ੀ峘ଢ଼峼嵁嵤崡峕்ઁ岮৾峔

ઇ崿嵕崘嵑嵈峼
; ৽ੋ৾১৾৾বঢ়બઇ৫
৳ୢقഉඪಉكଆ಼嵣嵣嵣

৾峔ઇ崿嵕崘嵑嵈

; মୁଝ峒ஶୁଝ峘ૻ૨峙峥峦���
; ব৾ఊ峙ஶୁଝఐ৯峘၎ఊ岶ఊ
; ௧ભઇ৩嵣崵崌崮崋崾崡崼嵤崓嵤峕峲峵ஶୁધ
ൿ

; થপ৾ಉ岵峳৩ઇ౸峼ഃᶌ峁峐峘ଝ
; ਲਗৰಆ嵣崌嵛崧嵤嵛崟崫崿�ਉಋਲਗ�
বਃঢ়�਼ব৴ਃঢ়ಉ�峒峘৴

ஶୁ峑৾峣峵ଢ଼ఐ

; ৾ে峒ময৾ে峘ૻ૨峙峥峦���
; ਼ੀ��崓ব嵣ୠ岵峳డ峁岮৭௷ୡ峼৽峐
ૐ峨峍峉ৈ岮嵊崩嵁嵤崟嵏嵛峼峎৾ে峒峘
ુ৾嵣ઐ峼ৢ峁峐বಁ峼ᅿਛ

৾ে岵峳৾峣峵ଢ଼ఐ

ਨா峒વா峕ঢ়峹峵ব১ੁ
ଢ଼峼ਤবਗ峘ଢ଼嵣ৰਜ
ੇ峼ഃ岮峉崣嵇崲嵤峼ਯ৫ಈ

; ਠৃಁ峘岬峵ଢ଼
; ધ৶૯嵣౮ীુ峘ଢ଼
��಼૩ଢ଼嵣嵣嵣峔峓

; னಥব峒峘崵崫崰嵗嵤崗峼ে岵峁峉
ଢ଼�崯嵤崧嵣ਠ৹ਪ嵣ఊവে�

৽ੋ৾嵣১৾嵣৾嵣৾�ব৾�峘
�峎峘র岵峳৾ਜ਼岶੭૭ચ

ଢ଼એ峑峘્ඉ

3&5&
�ாୠੈৡଢ଼崣嵛崧嵤�

崕嵋嵛崹崡崊崠崊
崿嵕崘嵑嵈

௧ଝ嵣崕嵋嵒崊崣嵇崲嵤
ಉ峼ৢ峁峐বਁਜ৩峢峘
峼ਘৡ峕崝嵅嵤崰

বਁਜ৩ുਛ
崿嵕崘嵑嵈 岣ভఐ৾岤峒岣বਙ岤峼૱ஓ峕ੀ峢

; বਃঢ়嵣ਿ௺ਃঢ়峢峘
; ব峘ୌਁਜ৩ پ� ৾ে峘ৃ়�
; ৶峒ৰᄷ峼য়峑岷峵ଢ଼ਛ

્౦岬峵য౫ਛ

ਲਗৰಆ嵣崌嵛崧嵤嵛崟崫崿
৾ে峘ਲਗৰಆ�
崌嵛崧嵤嵛崟崫崿峼
౸ఐ৯峘峎峒
峁峐ਜ਼ੳ峃峵
峔峓峁峐တཫ嵣
੍ର峁峐岮峨峃

ି ৯  અ বੈৡଢ଼ఐ'$7$崕嵋嵛崹崡崊崠崊
୮ᅖপ৾ �রব�嵣 ৈჺপ৾ૅ �ব��嵣
$6($1峘প৾峒ુ峑崘嵕嵤崸嵓ভ峘
峔嵒崡崗峕ৌૢ峑岷峵岣嵒崡崗嵆崵崠嵉嵛崰௧
ੇ岤峘ਛ峼৯峁崨崾嵓崯崋崘嵒嵤嵣崿
嵕崘嵑嵈峮ઐఌ৾崿嵕崘嵑嵈崽崋嵤嵓崱
嵗嵤崗峔峓峘峔崿嵕崘嵑嵈峼ன৫峁峐岮峨
峃

ି ৯
౮ীુ峕峲峵
嵒崡崗嵆崵崠嵉嵛崰௧ੇ
ുਛ崿嵕崘嵑嵈

ٴ ৾েૻ૨� ���� �
ٴ ৾ে峘লମব嵣ୠ�
রব崌嵛崱崵崟崊崸嵛崘嵑崯崟嵍
嵁崰崲嵈崓嵛嵄崠崊峔峓� ੑ��

ٴ ਲਗৰಆಉୣാ�
嵑崒崡� 崊嵉嵒崓� 嵁崰崲嵈� 崓嵛嵄崠崊�
崧崌� 崌嵛崱崵崟崊峔峓� ੑ��

�����ফ��া� ���ফ২ৰౚع����
2

13



３ 大学院の海事海洋人材育成

大学のいかなる研究も、将来の海事海洋分野に役立つ技術革新や新

たな産業・社会構造の創出に繋がる可能性を秘めている。

時代の流れ、技術革新の展開を見極めて海事海洋分野の教育研究の

発展へつなげていく必要がある。

新たな技術や新たな価値の創造に貢献できる人材育成のために、幅

広い専門知識や研究の機会を若者に提供し、海事海洋分野のさらなる

発展のために様々な可能性を見出して挑戦し続ける人材を輩出したい。
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4. 学部・研究科としての課題と今後の展望・展開

海技士教育に関する課題

(1) 海技士を目指す学生数の低下に関する課題

(2) 教育カリキュラムにおける乗船実習の実施時期に関する課題

(3) 乗船実習委託経費等の財政面に関する課題

(4) 航海系・機関系分野の教育研究を担う人材の獲得に関する課題

など
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今後の展望・展開

海事海洋分野に興味を持って将来の進路を選択してくれる若者に多数入学しても

らうことが教育機関として重要である。そのため、多様な入試の実施、オープン

キャンパスだけでなく、学内外でのさまざまな広報活動に取り組むと共に、学内で

の課題の改善に努め、地域連携活動を通じて海洋人材育成の支援を進めている。

加えて、海事海洋分野で求められる研究の推進と共に、地域の活性化や若者の興味

を引く魅力的な研究を展開し、社会のニーズに応えられる人材や研究者を育て、地

域連携や産学連携などによる海洋産業振興へ協働して貢献する所存である。

一方、海運業界や舶用工業分野においても、大学生に限らず、広く一般社会へ向

けた積極的な広報活動によって業界の魅力をこれまで以上に発信していただくこと

で、海事海洋分野へ若者たちの目を向けさせることができるのではないかと考える。
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おわりに

大学も生き残りをかけた厳しい時代を迎えている中、神戸大学にお

いて海事海洋人材育成を担っている海洋政策科学部として、将来の我

が国や世界の海事海洋分野をリードし発展させられる優秀な人材を輩

出することが求められる。その期待に応えられる神戸大学海洋政策科

学部であり続けたい。

今後も積極的に教育研究活動を推進していきますので、ご期待いた

だき、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

第30回海事⽴国フォーラムin神⼾2022 18



ご清聴ありがとうございました。
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