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船の祭典２０１０

海事産業シンポジウム

「海洋国家日本の将来」

日時：平成２２年５月２２日（土）１４：００～１６：５２

場所：アルファあなぶきホール（香川県民ホール）４階大会議室 約１３０名ほどの参加者

主催：船の祭典２０１０実行委員会、（社）香川県観光協会

プログラム：

１．開会挨拶 船の祭典２０１０実行委員会 委員長 梅原利之

２．来賓挨拶 国土交通省 四国運輸局 宮村弘明

３．基調講演「最近の海洋政策の展開」

内閣官房総合海洋政策本部 事務局長 内閣審議官 井出憲文

４．海洋情報クリアリングハウスの説明

～海洋情報クリアリングハウスが拓く持続的な海洋利用の未来～

内閣官房総合海洋政策本部事務局 参事官 鈴木裕道

海上保安庁海洋情報部海洋情報課 課長 長屋良治

５．パネルディスカッション テーマ「四国の海事産業と海洋国家日本の将来」

コーディネーター 国土交通省四国運輸局長 宮村 弘明

パネリスト 国土交通省海事局長 小野 芳清

（株）商船三井相談役 鈴木 邦雄

四国地方海運組合連合会会長 雜喉平三郎

（株）川崎造船代表取締役会長 谷口 友一

四国舶用工業会会長 槙田 寛

内容：

14:00-14:08 １．開会挨拶 船の祭典２０１０実行委員会 委員長 梅原利之

・著書「海洋国家日本の構想」で１９６５年、高坂正尭（こうさか ま

さたか）は、平和的に発展を目指すべきと提唱。

・日本は海に囲まれ、日本の貿易量の９９％以上を海上輸送に依存し

ている。

・「海洋基本法」が制定され、海洋産業の健全な発展などを目指す。

・国土面積は３８万平方キロ、世界第６１位と狭い国。排他的経済水

域の面積は国土の１２倍、世界第１６位の広大な権域を持っている、

大きな可能性を持っている。

・本当の海洋大国になる必要があり、それには多くの若者が海洋に興味を持ち、そこから優れた

人材が生まれてくることが必要。

・約５０のイベントが実施される。海の大切さや魅力を再認識、我が国の海事産業に興味を持っ

てもらえれば幸い。
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14:08-14:16 ２．来賓挨拶 国土交通省 四国運輸局 宮村弘明

・土曜日であるにも関わらず、多くの方々に参加いただきありがとう

ございます。

・地方ではめったに話を聞くことができない方々に集まっていただい

ており、ご期待いただきたい。

・海洋基本法 最近、超党派の議員立法で出来た。なぜ突然、起こっ

た、出来たのか。中国が突然ガス田を掘り出すといった事件があっ

た。危機感を感じた。日本は商業ベースではペイしないということ

から試掘もしない、国も金をかけない。こんなことで日本の権益を

守れるのかと立法に至った。

・リーマンショックの前、原油、銅、石炭とか高騰があった。中国の急激な発展が原因。リーマ

ンショックのせいでいったんは落ち着いているが、再燃することがありうる。

・中国と同様に日本も海洋開発をしなければと心配している。

・海洋について考えていかねばならない。それに大切なのはやはり「人、人材」だと思う。海に

興味を持ってもらえる若い人が大事。四国はそんな人を育てるには、造船、多くの船が走る備

讃瀬戸、そんなことを見て育ち、知っている若者がいる、四国の若者が日本の海事産業を救う。

・素晴らしい方々にお集まりいただいたので、是非、参考にしていただきたい。

14:18-14:48 ３．基調講演「最近の海洋政策の展開」

○講師：内閣官房総合海洋政策本部 事務局長 内閣審議官 井出憲文

・「海洋基本法」にもとづき設けられた海洋政策の推進体制である「総合海洋政策本部」の事務局

長

・自分は今治出身であり、高松で講演できること光栄である。

・資源の話、大陸棚延長の話、ＥＥＺ・大陸棚の保全の話、海洋分野の成長戦略について話をさ

せていただく。

○排他的経済水域

・国土面積は世界第６１位 ３８万平方キロ

・排他的経済水域は４４７万平方キロ 世界第６位

・４８万平方キロ 「南鳥島」の排他的経済水域

・４２万平方キロ 「沖ノ鳥島」の排他的経済水域

○海洋基本法について

・海洋全体を、資源を含めて考えることが弱い状態だった。

・国連海洋保全条約が９０年代半ばに発効され、２年後日本も批准した。が、個別の分野での法

しか無く、海洋全体を見る体制が無いまま１０年が経過した。ようやく３年前に基本法が出来

た。
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○海洋基本計画について

・６つの基本方針と、１２の基本骨格

○海洋のエネルギー・鉱物資源関係

・「メタンハイドレート」 エネルギー源として、低温、高圧の条件下で、水分子の結晶構造の中

にメタン分子が取り込まれている。燃える氷。宮崎、高知の沖合、南海トラフ海域に大量に存

在。

・「海底熱水鉱床」 銅、鉛、亜鉛、金、銀等からなる多金属硫化物鉱床。伊豆小笠原海域、沖縄

海域に多く分布。

○メタンハイドレートの開発計画

・おおむね１０年後、平成３１年頃に商業化する計画。

○大陸棚延長のための対策の推進

・排他的経済水域（２００海里）のその外に、一定の条件を満たす最大３５０海里又は２，５０

０ｍの等深線から１００海里（大陸棚）を含めるよう検討。

○日本の大陸棚の限界申請

・７つの海域、７４万平方キロを大陸棚として延長したい。

○大陸棚設定までのスケジュール

・５３０億円の予算をかけ、長年調査している。その結果に基づき、大陸棚委員会の審査を昨年

９月から受けているところ。１年半ほど審査にかかるだろう。

○「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」の概要

・低潮線から２００海里 離島が基準の低潮線を担っている。

・離島をいかに保全、管理するかが重要。データも不足しており、レーダー、人工衛星など最新

の技術も使い、保全、管理する。

・低潮線を保全するための規制もする。

・保全、管理するための拠点施設（港、宿、調査や活動の拠点など）を作っていく。

・現国会で審議中の新法、基本法を具体化するための新法、衆議院の審議を終え参議院の審議待

ち。

・国直轄でテコ入れをしていくための法律。

○海洋分野 「海洋立国日本」の復権に向けて

・港湾力の発揮

・海運力の発揮
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・造船力の強化並びに海洋分野への展開

○２０２０年を見据えた海洋国家成長戦略

・メタンハイドレート、海底熱水鉱床の商業化には１０年かかるが、１５００～２０００メート

ル級の部分は手の届く商業ベースに乗る部分。しかし、日本の産業界は遅れており、造船業界

や海洋産業に是非参入いただきたい。

・参入できるよう、融資が付くように仕掛け作りをしている。

○海洋産業の活動状況に関する調査について

・平成１７年の産業連関表から、国内生産額約２０兆円、従業員数約９８万人、粗付加価値顎約

８兆円。

14:49-15：13 ４．海洋情報クリアリングハウスの説明

～海洋情報クリアリングハウスが拓く持続的な海洋利用の未来～

○講師：内閣官房総合海洋政策本部事務局 参事官 鈴木裕道

○クリアリングハウス構築の背景

・企業が海洋産業を検討・起業する、海洋に関する調査研究をする、

行政が海洋施策を展開する、その際に必要となる情報の一元化。

○海洋基本法上の位置づけ

・平成１９年４月２０日に交付

・１２の基本政策のうち、「⑥海洋調査の推進」に規定されている。「海

洋情報の一元的管理・提供・蓄積体制の連携強化」に努める。

○海洋に関する情報の一元管理・提供

・各機関の目的に応じた個別の法律のもと縦割り的な体制で、情報が分散しており、情報収集が

困難。

・横断的に情報を管理できるシステムを作る。データセンター機能。

・タウンページのようなもの クリアリングハウス どこにどんなものがあるのかを提供

・参加機関：内閣官房、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、

（独）海洋研究開発機構、（独）水産総合研究センター

○クリアリングハウスに求める基本要件

・データの所在

・

○活用のイメージ

・データ保有者（国、大学、・・・など
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・利用者（国、地方公共団体、民間企業、研究者、 ）

・所在情報とは：

・対象とする情報・データ

○講師：海上保安庁海洋情報部海洋情報課 課長 長屋良治

○海洋情報クリアリングハウスの利用例

・想定 洋上ウィンドファームを作る 下北半島東岸を候補地として検討中 海図は入手したが、

他の情報を知りたい。

必要な情報 港湾、海底ケーブル、・・・

○クリアリングハウスの特徴

・情報登録数を増やすための工夫 既存の集約情報の活用将来としての海洋調査計画も入れてお

く

・情報を発見しやすくする工夫 類義語の辞書を考慮

・利便性向上のために アンケート入力のメニューを用意

○今後の課題

・ニーズへの一層の対応 地図が要る ４次元の地図が要る。

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｃｈ．ｇｏ．ｊｐ／

15：13-15：25 休憩

15：25-16：52 ５．パネルディスカッション テーマ「四国の海事産業と海洋国家日本の将来」

○コーディネーター、パネリスト紹介

コーディネーター 国土交通省四国運輸局長 宮村 弘明

パネリスト 国土交通省海事局長 小野 芳清

（株）商船三井相談役 鈴木 邦雄

四国地方海運組合連合会会長 雜喉平三郎

（株）川崎造船代表取締役会長 谷口 友一

四国舶用工業会会長 槙田 寛
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○国土交通省海事局長 小野芳清 「我が国の海事産業の現状・課題と国土交通省の海事産業政策」

○四国は日本の海運・造船のメッカ

・「旅客船・フェリー」、「内航海運」、「造船・舶用工業」

○外航海運・内航海運の現状

・日本の貿易量の９９．７％

・主要品目の内航輸送分担率は１／３しかない。しかし、産業を支える

物資（金属、石油製品、セメントなど）は８割が内航輸送

○造船業の現状

・世界計の造船量は急増。しかし日本のシェアは落ちる一方。韓国と中国のシェアが延びている。

世界１位から今は３位。

○我が国商戦隊の輸送シェアの低下

・世界の海上荷動量は増えているものの、日本商船隊のシェアは低下。

・欧州のコンテナ船社による寡占化の進行

○日本籍船や日本人船員の減少（１９７２年 → ２００９年）

・日本籍船１５８０隻から１０７隻に減少。

・日本人船員５万７千人から２千人に減少。

○内航海運を取り巻く課題

・船齢構成 １４年以上の古い船が増えている。

・船員数の低下と高齢化 ４５歳以上の船員が６割以上

○「海洋立国日本」の復権へ向けて

・日本の内部留保額は薄い。日本の税制制度の問題。

・平成２１年度からは、トン数標準税制、船１隻あたりの利益を最初に決めてしまって、結果と

して税率を低くしている。しかし、世界標準税制に比べるとまだまだ。

・日本国籍を使ってもらえるよう、様々な規制緩和。

・若者がこの世界に入ってきてもらえるよう施策。

・韓国、中国に負けないために、環境関係の技術開発の促進、技術開発に基づき世界のスタンダ

ード基準作りを進める。

・ＥＥＺの管理・開発利用に向けて、技術の高度化、官民連携に取り組む。

○商船三井相談役 鈴木邦雄 「外航海運の役割とその将来」

○外航海運の役割

・航海と荷物の「安全」、時間と運賃の「安定」
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・円で見ると３０年前に比べて１／３の運賃。

・日本のために、日本の物資輸送に最大限協力する。

・日本の輸出入は急激に減っていくと思う。日本の海運産業は、日本

の物資だけを輸送していればやっていける。

○貿易量は過去５０年間で１０倍、今後５０年間でも１０倍増！

・１９５０年から２０００年の間に人口は２．４倍、一人当たり所得

は３倍、しかしＧＤＰの延びはない。貿易額は７倍以上に延びてい

る。貿易量は？ ５億トンから５０億トン、３００万重量トンから３０００万重量トンと１０

倍となっている。

・２０００年から２００８年までの延びを見ると１．４倍。

・５０年で１０倍の延びは可能と思う。これは年５％の延びに相当する。

・年５％の延びを３０年、５０年続けられるよう、成長産業においては個別企業の努力である。

○四国地方海運組合連合会会長 雜喉平三郎 「内航海運について」

○内向海運について

・内向海運は一般市民の生活圏ではなかなか認識度が低く、応援を得に

くい。厳しい状況。

・トンキロベースで約４割を担い、産業基礎資材では約８割を担う大動

脈である。

・経済的に非常に優れた物流手段。外航海運：４．４円 ＪＲ貨物：６．

６円 トラック輸送：４０．３円

・ＣＯ２排出量１／４、エネルギー効率、環境に優しい運送手段。

・１６０台１６０人のトラックで輸送する分を、１隻の船６人で運送し

ているのが海運。

・４３年から産業構造が変わってきた。軽薄短小でトラック輸送が増え、渋滞、排気ガス、事故

など。トラックは限界にきている。

・トラックというモードから、鉄道、内航海運へモーダルシフト。

○内向海運の課題

・適正な運賃をいかに確保していくか。

・老朽船をいかに更新していくか。

・若手の船員をいかに確保していくか。

・内航海運業界を絶やしてはいけない。が、次第に業者数は減っている。どういう地域がリーダ

ーシップをとっていくのか、経験が豊富で、多くの船員がおり、船員への理解のある家族がい

る、船員を育てる施設が育っている、舶用機器メーカーが密集している、金融機関がそろって

いる、等々、四国にはこれらすべてがそろっている。 → 他地域のリーダーをとるべき地域

であり、とれる地域である。
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・３００兆円の資源を開発しない手はない。内航海運の新たな荷物となりうる。

○（株）川崎造船代表取締役会長 谷口友一 「海運を支えている日本の造船業の現状、国際競争

力、当面の対応策、日本の造船業の将来展望」

○日本の造船業の現状

・２０００年まで４５年間世界１のシェアトップだった。韓国に１位を

奪われた。

・今は中国が対抗してきている。

・コスト競争力が重要で、シェアの変化が起きてきている。

・船のコストのうち６、７割は材料費、２割は労務費。

・日本がシェアトップを奪還したのには、日本の低賃金が寄与した。

・材料費は世界ほとんど差がなく、韓国の賃金１０％安が効いた。韓国も毎年労務費のアップを

続けてきており、高齢化も進み、労務費の差はなくなってきている。

・が、リーマンショック後、韓国のウォン安が続いており、為替の差によるコスト競争力の差が

出ている。

・中国は資産性（１隻あたり造船にかかる行程時間）をいかに高められるかが課題。

・あとは品質や性能。

・３年ほどは仕事は埋まっている。が、市況は冷えきっていて新規受注がない。→２０１３年以

降の受注をいかに獲得するか。

○当面の対応策

・韓国、中国ではキャンセルも納期の繰り延べもでている。状況は解消されないだろう。

・鋼材や油の高騰、環境面からの規制の強化など、製造コストではなくライフサイクルコストが

問われる時代に。

・省エネ船、環境に優しい船が重要で、日本にとってはチャンス到来かな。

○四国舶用工業会会長 槙田寛

・安全面、省エネ面などニーズに対応、こちらからも新しい技術の提案

競争力の強化に寄与したい。

・戦後値上がりしていないのは、生卵と舶用ディーゼルエンジン。

・「日本が駄目でも、海外にエンジンを売ってけるではないか」と言われ

るが、日本の造船に提供したい。

・船主さん、造船業、舶用工業会の３者でがんばっていきたい。

○国土交通省四国運輸局長 宮村弘明

・力強い発言が多かった。

・「荷役量が延びる」「造船業も需要が伸びる」しかし国際マーケットの中で競争し、シェアを獲

得していく必要がある。その中で勝ち残っていく「価値」を、「強み」を持っていくか、いける
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かといった話があった。

・造船も海運も魅力ある職種と思われていない雰囲気があるが、社長さん方からの話で、将来に

夢がある。

・今日の話で感じられたことがありましたら。

終了予定時間を過ぎたことから、東京への飛行機の都合で２名のパネリストが退席して・・

○四国地方海運組合連合会会長 雜喉平三郎

・一番の心配は乗り手、船員かな。昨今は高学歴化し大学まで卒業し、（船員となると）陸上との

接触がなく、２４時間拘束され、労働環境が陸上に比べて悪い職域に、一人っ子、二人っ子の

家庭環境で、いかに船員を確保していくか。「ロマンがあるよ」との精神論では若い人は来ない。

「労働条件、賃金条件などが良いよ」とならねばならない。

・そんな中で「内航海運コストを下げろ」と言われ、船１隻しか持たない中小企業が大半の中、

荷主は大企業であり、コスト交渉は下手。

・そんな中、内航海運が無くなって困るのは荷主さんです。船をトラックで代行するのではコス

トアップとなる。荷主さんの協力を！

○宮村 造船産業ではどうですか？

○（株）川崎造船代表取締役会長 谷口友一

・生産年齢人口が半減し、労働資源の確保が最重要課題になってくる。

・世界としての需要は伸びていくでしょう。資源の取り合いの世界になりそう。直近は「エネル

ギー」や「環境面」で生き残る手だてはあるかもしれないが、長期的に見ると内航は細ってい

くなか、世界に軸足を置く必要があるのでは。

・韓国や中国が安く作れる可能性は大きく、政策として大陸棚を開発していこうという政策が出

ているのだから、そんな方面に足を踏み出していかねば難しい時代がくるのでは。

・海洋は規模も大きく、リスクも大きい。国の後押しもなければ踏み出せない。

○宮村 付け加えたいことがあれば

○四国舶用工業会会長 槙田寛

・「オールドエコノミー」を「トラディショナルエコノミー」と呼び変えている

・不人気な分野でもちゃんと人を集めているところはある。
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・魅力ある職場づくりをし、人を集めないと。人が無くなれば、会社はなくなる。

・会社、業界が魅力づくりをしていかないと無くなってしまう。取り組まねばならない。

○宮村 まとめ

・今後の発展が見込まれる中、需要は伸びていく。が、国内需要は伸びて

いかない。労働人口は延びない、国内だけにこだわらず、海外に踏み出

していくことも必要。

・技術で対応していける面がある。

・人の問題 労働条件の改善をしていく。魅力ある職場としていく努力を

していく。

・海洋開発 将来的にはやっていかねばならないこと、タイミングはわか

らないが、造船業も力を発揮していかねばならない。

・中小企業単体では対応していけず、力を合わせてやっていくような体制、政府プロジェクト

も・・・

・四国が海事産業の中心であり、四国の持っている良さを生かして、引っ張っていくことが必要。

― 以上 ―


