
 

Instructions for use

Title 函館国際水産・海洋都市構想と高等教育の連携

Author(s) 佐々木, 貴文; 上田, 理子

Citation 高等継続教育研究, 3, 16-26

Issue Date 2004-03-01

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/51884

Type bulletin (article)

File Information Sasaki-3-4.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


- 16 - 

第 3 章  函館国際水産・海洋都市構想と高等教育の連携 

佐々木貴文・上田 理子 
 
 

1．函館国際水産・海洋都市構想の概要―今なぜ函館国際水産・海洋都市構想か― 

「函館国際水産・海洋都市構想」とは、「『国際的な水産・海洋に関する学術・研究拠

点都市』の形成を目指し、もって、マリンサイエンス研究分野での世界をリードする先端

的で独創性の高い研究成果や社会経済を支える技術革新を開拓し、科学技術創造立国の実

現に資するとともに、地域における産官学連携の強化による新産業の萌芽を促し、雇用の

創出と産業・経済の活性化」1を図ることを目的とした構想である。その策定は、函館市企

画部内に事務所が置かれている函館市・函館海洋科学創成研究会が中心となって行ってい

る。 
すなわち、水産試験場や北海道大学水産学部にみられるような水産・海洋に関する学

術・研究機関のさらなる集積を図ると同時に、水産・海洋に関する産業（漁業、水産加工業、

造船業、海運業など）をも誘致し、産官学の強固な連携により函館を国際的な水産・海洋に

関する学術・研究拠点都市に育成することが狙いとなっている2。そして、この構想による

波及効果として、新産業や雇用の創出、経済の活性化、観光の振興などが期待されている

3。 
 
1-1．産業の視点から 

(1) 水産業を取り巻く状況 

函館国際水産・海洋都市構想の背景には、全国規模での水産業の閉塞感と現実問題とし

ての苦境がある。 
「水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上および国

民経済の健全な発展を図る」。これは 2001 年 6 月 29 日、法律第 89 号として公布された「水

産基本法」の第 1 章総則第 1 条に記された目的規定の一部である。「水産基本法」は、「水

産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」という 2 つの理念を実現するために制

定された4。 
元来、日本の水産政策は「沿岸漁業等振興法」（1963 年 8 月 1 日公布、法律第 165 号）に

依り、高度経済成長の波に乗り遅れ戦後の復興が他産業と比べ立ち遅れていた水産業を振

                                                
1 函館市・函館海洋科学創成研究会『函館国際水産・海洋都市構想』2003 年、13 頁。 
2 同上、15 頁。 
3 函館国際水産・海洋都市構想における主要施策としては、①水産・海洋に関する学術・研究機関

の集積、②地域と学術・研究機関の連携、③観光と学術・研究の融合、④水産・海洋と市民生活

の調和、の 4 つが示されている。 
4 「水産基本法」は 4 章からなり、第 2 章「基本的施策」の第 2 節では「水産物の安定供給の確保

に関する施策」が、そして、第 3 節では「水産業の健全な発展に関する施策」が盛り込まれた。

その施策対象は、漁業部門に加え、加工・流通も含めた水産業全体であり、水産業を食糧供給産

業ととらえ包括的に扱うことが示されている。 
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興する目的で、養殖漁業を含む沿岸漁業の生産性の向上、および漁業従事者の生活水準の

向上を図る施策が展開された5。 
「沿岸漁業等振興法」に代わる「水産基本法」の公布が意味するところは、水産業を取

り巻く多面的な環境の変化であり、今日の水産業の苦境であるといえる。具体的には、日

本政府の「国連海洋法条約」への批准ならびに日韓・日中新漁業協定の発効等の新たな漁

業秩序の形成が水産業を取り巻く環境の変化として、そして 1990 年代の著しい漁獲生産

量の減少と水産物自給率の低下6、漁業従事者の減少と高齢化等が水産業の困難として指摘

されている7。 
水産業に変革が求められる今、これまで水産業と深い関わりを有してきた各地方都市も、

水産関係施策の転換、あるいは抜本的な業態再編の必要に迫られている。 
例えば、長崎県もこの必要に迫られている該当地域である。長崎県は、九州西北岸一帯

の沿岸好漁場をかかえる 4,178kmもの海岸線（北海道に次ぐ距離であり全国の 12％）を有し、

南氷洋捕鯨等の遠洋漁業や対馬海峡・東シナ海・黄海周辺での沖合漁業などが盛んに行わ

れ、水産業が隆盛していた。しかしながら、1970 年代の 200 海里排他的経済水域の設定

による遠洋漁業衰退が漁獲生産量の減少を招き、水産業凋落の端緒となった。 
このため、長崎県においても、1988 年以降「長崎国際マリン都市構想」8として水産・

海洋に関する種々の取り組みが行われている。同構想により現在までに、水産物の水揚げ

から流通・加工までの一貫した機能をもつ新長崎漁港が整備された。さらに、長崎県総合

水産試験場、長崎大学水産学部附属海洋資源教育研究センター、独立行政法人水産総合研

究センター西海区水産研究所、東シナ海・黄海資源管理機構などの設置・移転により水産・

海洋関係の研究機関の集積する国際的・学際的な漁港都市の建設を目指している9。 
函館市が中心となり推進する「函館国際水産・海洋都市構想」も長崎県の事例と同様、

こうした変革の時代における施策の一つに位置づけることが可能である。 
すなわち、「函館国際水産・海洋都市構想」とは、200 海里排他的経済水域の設定にはじ

まる水産業の各種の苦難と、近年の国際的な経済社会や漁業秩序の変化を背景として、水

産業に関する資本や試験・研究機関等の基盤がある都市が水産業に関する施策に注力する

ことで、産官学の連携のもと関連する新産業を創成し、地域の振興を図るものである、と

概念規定をすることができる。 
 
(2) 函館における産業の推移―水産業と造船業― 

産業的見地から水産業をみる場合、元来腐敗しやすく商品性に劣る漁獲物を処理・加工

し、商品適性を付与する水産製造事業を併設することが存立の必要条件となる。すなわち、

                                                
5 東京水産振興会『水産振興』（第 405 号）、2001 年、2 頁。 
6 水産物自給率の低下には歯止めがかかっておらず、2001 年には 49％と、ついに 50％を割り込ん

だ。 
7 農林統計協会『水産白書』（平成 13 年度版）、2002 年、4 頁。 
8 1988（昭和 63）年に長崎国際マリン都市建設期成会が設立されたことにはじまる。 
9 この構想以外にも、長崎県では、1995 年に長崎経済同友会佐世保によって「西九州海洋クラスター

都市構想」が提唱されるなど、水産・海洋に関する施策が盛んに展開されている。 
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水産業とは、漁業・水産養殖業・水産製造業が一体となり、水産界をその生産的基礎要件

とする 1 次産業をさす 10。 
函館はこの観点からすれば、基地として北洋漁業を下支えする要素が整備されており、

必然として函館地域の経済はその産業構造に依拠することとなった 11。この状態は、太平

洋戦争中の海軍による漁船の徴用と消耗による戦中戦後の減退期を除き、戦前から 1970
年代までの期間、成長を伴い継続していた。 

しかしこの産業構造は、「200 海里元年」とされる 1977 年のソビエト連邦（当時、以下

同様）の日ソ漁業条約廃棄通告により崩壊をはじめる。日本以上に遠洋漁業に依存してい

たソビエト連邦は、「大西洋水域での減産を、極東の自国 200 海里水域から日本漁船を閉

め出して埋合わせる政策」 12をとる。 
結果的に日本の北洋漁業は壊滅し、現在では「日ソ地先沖合漁業協定」に基づき、北方

四島周辺水域において数万トン規模の限られた漁獲割当で操業を行う状況にまで萎縮して

いる 13。この過程で函館地域はもとより、北海道全域の漁業生産は縮小を余儀なくされた。 
水産業のほか、函館地域の基幹産業であったものとして造船業があげられる。石川島播

磨重工業などとともに、日本造船業のさきがけとして 1896（明治 29）年に誕生した「函館

船渠株式会社」を前身とする「函館ドック株式会社」は、「東北・北海道の造船施設の拠点

として君臨」 14する企業であった。事業所は函館のみならず、室蘭、小樽および東北方面

にも展開しており、函館地域を本拠地とする代表的な大企業として函館地域の経済を支え

た 15。 
しかし、1976 年、過去安定した株式配当を続けてきた函館ドックは突如として経営難に

陥った。この背景には、1973 年の第 4 次中東戦争の勃発による原油価格の高騰を契機と

する世界恐慌がある。いわゆる「オイルショック」である。当時、収益の大部分を 20 万

トン超の大型タンカーの建造に頼ろうとしていた同社であったが、海運市況が大きく悪化

する中、相次いで建造延期やキャンセルが発生、大幅な赤字を計上した。さらには、日本

経済がオイルショックから立ち直る中で発生した円高は、輸出船を中心に扱ってきた同社

の経営をさらに圧迫し、事実上の倒産に追い込んだ。 
「函館ドック」の衰退と、水産業が「200 海里元年」をむかえるのとはほぼ同時期であっ

たため、1970 年代以降、函館地域は基幹産業の水産業・造船業の両分野において極めて大

きな打撃を受けることとなった。水産業は、遠洋漁業の縮小分をかろうじて沿岸・沖合漁

                                                
10『大日本百科事典』（第 5 巻）、小学館、1968 年、684 頁。 
11 今は函館観光地の 1 つとなった「函館ドック」の存立に代表される造船業も、北洋漁業基地とし

て函館が隆盛していた時代においては、母船式の蟹や鮭鱒漁に使用された大型漁船の建造や保守

修理等でにぎわった。 
12 多紀保彦編『世界の中の日本漁業』、成山堂書店、1993 年、5 頁。 
13 2001（平成 13）年現在では、日ロ両国の漁船が相手国 200 海里水域に入漁する相互入漁の漁獲

枠が 5.2 万トン、日本漁船が有償でロシア水域に入漁する有償入漁の漁獲枠が 0.8 万トンとなっ

ている。詳細は前掲『水産白書』（平成 13 年度版）、2002 年、50-52 頁を参照されたい。 
14 毎日新聞・エコノミスト誌記者『ドキュメント函館ドック－亀は陸を走れるか』、太陽、1979 年、

10 頁。 
15 斉藤虎之助『郷土読本函館ドック五十年の回顧』、道南の歴史研究協議会、1980 年が詳しい。 
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業の増産で補い、急激な地位低下は避けてきたものの、近年では、円高による輸入水産物

の急増と魚価の低迷、そして韓国・中国等の外国漁船との競合など、多岐にわたる不安定

要素に悩まされるようになっている。 
さらに、国・地方公共団体の財政悪化が顕在化している今日、北海道経済は極めて厳し

い状況にある。一例ではあるが、2005 年度の国・地方を合わせた公共投資を示す公的固定

資本形成は 2004 年度よりも 12.2％減少すると予測され、名目国内総生産に占める割合も

4.7％と、10 年前の 8％から大幅に低下する 16。北海道は、公共工事への依存度が 42.5％
と全国で最も高いことから、この影響は大きく、「脱公共事業型」の地域経済再生が急務と

なっている。 
「函館国際水産・海洋都市構想」は、以上のような産業構造の衰退と変化を経験し、さ

らには今日の経済状況の悪化に耐え忍んでいる函館地域が、新たな産業を創出し、地域経

済の活性化を図ることを目的としている。すなわち同構想は、比較的資本蓄積の豊富な水

産業を主軸に捉え強化することで、函館地域の産業規模の底上げを図ることを目指してい

る。また、水産・海洋に関する施策を展開するとともに、その波及効果として観光業にも

国際競争力を持たせることを期待している。 
 

2．行政の視点から―インタビュー結果― 

函館市では国際水産・海洋都市構想の推進には高等教育との連携が欠かせないとの視点

を持っている。2003 年 8 月 6 日、函館市の国際水産・海洋都市構想担当者および高等教

育機関担当者に伺った情報をもとに、行政の視点に立脚した構想ならびに高等教育への期

待を紹介する。 
 
2-1．構想の経緯 

函館は従来、造船業ならびに北洋漁業（主要には母船式サケ・マス漁業）の基地があり、

水産・海洋に関する企業の集積地であったが、オイルショックと 200 海里排他的経済水域

の設定によって、水産・海洋関連企業が打撃を受けることとなった。このため函館市は、

市の活性を図るためテクノポリス計画を立案し、工業団地を造成することによって、テク

ノ関連企業の誘致を試みたが、失敗に終っている。 
津軽海峡、日本海と太平洋に面している。また、3 海流が流れ込む自然環境下にあるた

め、暖流系、寒流系等魚の種類も多い。加えて、昨今注目を浴びている海洋に関する環境

問題についても様々な研究が可能な立地にある。これらのことから、従来の工業中心の方

針から研究に焦点を変え、研究成果を産業に還元し、産業を発展させていく構想を描き、

2003 年 6 月 30 日に函館国際水産・海洋都市構想推進協議会が設立された。この構想の基

本方針は以下のとおりである17。 

                                                
16 『日本経済新聞』、2004 年 2 月 24 日付。同記事の見出しには「地方に打撃－新産業の創出急務」

の文字が躍った。 
17 前掲『函館国際水産・海洋都市構想』、15 頁。 
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・ 水産・海洋に関する学術・研究機関の充実および誘致 
・ 北海道大学大学院水産科学研究科および水産学部の研究機能の充実 
・ 水産・海洋関連産業（水産業、水産加工、造船機械金属、海運）と学術・研究

機関との連携強化 
・ 水産・海洋関連企業の誘致および企業 
・ 学術・研究と融合した観光の振興 

 
上記の方針を実現するための主要施策として掲げられたのは以下の 4 点であった。 

・ 水産・海洋に関する学術・研究機関の集積 
・ 地域と学術・研究機関の連携 
・ 観光と学術・研究の融合 
・ 水産・海洋と市民生活の調和 

 
2-2．主要施策とその現状 

(1) 水産・海洋に関する学術・研究機関の集積 

函館の特質を活かした水産・海洋に関する学術・研究機関を集積するためには、道立の

水産試験場等研究機関の誘致は当然のことながら、移転問題が出ている北海道大学水産学

部の函館慰留が背景にあった。また、この構想を通して、北海道大学水産学部をはじめと

する知的研究機関を集積し、その研究成果を産業に結びつけ住民に還元するという学術研

究都市の形成を目指している。 
学会誘致などを発端に、研究者が函館に来て函館の良さを知ることが学術研究都市形成

の第一段階であり、研究機関を充実させ、研究しやすい環境にあることを国や道の研究機

関の研究者に伝え、函館に居住してもらうことが第二段階としている。 
加えて、高等教育機関と学術研究機関ならびに地元企業の産学連携を強化し、新たな産

業や雇用の創出を期待している。このため、現存する道立の研究機関に加え、国の研究機

関を誘致し、学術研究機関を集積することを企画している。また、文部科学省の科学技術

庁の外郭団体である海洋科学研究センターに働きかけ、研究所を誘致し、北海道大学大学

院水産科学研究科を修了した研究者が働ける街にすることも模索されている。 
今回の構想に加えて、函館市では経済特区の申請をし、2003 年に採択されている。マリ

ンフロンティア研究特区である。この経済特区が採択されたことにより、通常の 3 年の外

国人研究者の在留資格期間を 5 年に延長することが可能となり、外国人の研究者を招聘し

やすい環境が整備できるようになった。 
 
(2) 地域と学術・研究機関の連携 

函館は、イカ、サケ、コンブの漁獲・採取を目的とする各種漁業、イカの珍味などを中

心とした水産加工業、現在衰退傾向にある造船機械金属工業ならびに海運業が基幹産業で
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あるため、水産・海洋関連企業の誘致および起業化が可能であると考えられている。さら

に、はこだて未来大学の完成年次を迎え、水産海洋に関する IT 企業の創成にも期待して

いる。 
2003 年には北海道立工業技術センターと北海道大学水産学部、ならびにこの構想に賛同

し進出した共和コンクリート（札幌）の研究所が共同で推進する産学連携事業が文部科学

省の補助金交付対象事業として採択された結果、年間 1 億円、3 年間で計 3 億円が補助さ

れることとなった。 
 
(3) 観光と学術・研究の融合 

現在、函館の基幹産業は観光である。このため観光と学術・研究の融合も期待されてい

る。 
その方策としては、学会誘致があげられる。これまでも水産関連学会、海洋関連学会に

対して、函館市は 100 万円程度を補助することで学会誘致に力を注いできた。3 年前には

北太平洋の 6 カ国（日本、アメリカ、カナダ、韓国、中国、ロシア）が関係する国際学会 PICES
を誘致した結果、海外より約 250 名、国内から約 500 名の参加者を得ている。この学会の

開催に当たっては総事業費 2500 万円の一部として、文部科学省、外務省、水産庁より助

成を受けた他、函館市も約 500 万円を助成した。学会誘致は、国内外の研究者に函館が滞

在しやすく研究しやすいということを周知し、将来的に函館に定着し研究を推進してもら

うことを目的としている。 
 

2-3．学術研究都市の波及効果と新たな構想 

産業界、各大学、自治体および市民が関わり、構想を発展させていく中で、各大学の意

識が変化してきている。協議の結果、各大学が協力するために必要として追加された構想

は以下の通りである。 
 

(1) 北海道大学水産学部 

北海道大学水産学部は近年まで、地元函館に眼を向けていなかったが、独立行政法人化、

産学連携推進等の社会変化の影響を受け、地域に目を向けつつある。逆に函館市において

も水産学部の移転問題を契機として、水産学部の存在が地域として必要だという認識が形

成されてきた。 
 
(2) はこだて未来大学 

はこだて未来大学には市の職員が大学事務局に出向しており、学生募集のためにも精力

的に行動している。この結果、学生が全国から入学してくるようになり、周辺の北海道大

学水産学部、函館大学、北海道教育大学函館校に対して刺激を与えている。 
また、はこだて未来大学の教員が水産・海洋に関する IT 分野に将来的な可能性を見い

だし、近隣地域との交流を積極的に図るなど、これまでの函館市内の高等教育機関にない
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活動が見られるようになった。 
 
(3) 大学センターと地域共同センターの設置検討 

構想にもある通り、産学連携がこれからの地域活性化のためのキーワードになると予想

される。しかしながら、地域の高等教育機関も移転、統廃合、定員割れ等、厳しい状況に

置かれているため、地域の高等教育機関を支援するという位置づけのなかで、行政と大学

が協働する必要が生じている。 
大学側には教育機能の強化、学術研究機能の強化、学生活力の地域文化への反映が求め

られている。同時に行政側には大学の持つ力の地域振興への活用が求められている。この

ため大学と行政の相互の力を活用し、大学と行政とが連携する場として、大学センターと

地域共同研究センターの設立が構想されている。 
①大学センター 

市長の公約にも掲げられているように、他の地域に比べて高等教育機関が集中している

函館市においては、知的財産のさらなる活用が求められている。そこで、市民と大学が気

楽にお互いを活用する場、大学自体の魅力を高め大学と市民・大学と地域の連携を強化す

る組織を構築するために大学センターを設置する予定である。 
活用方法としては、例えば、函館駅の新しい駅舎の前に市民・社会人を対象とした大学

センターのサテライトキャンパスを開設し、単位互換も可能な大学の公開講座を開講し、

大学の研究成果を市民に還元することが考えられる。 
②地域共同研究センター 

各大学では産学連携の強化を図るための組織、あるいはセンターを構築している。 
北海道大学水産学部では産学連携利用を目的とした研究棟（1,000 ㎡）マリンフロンティ

ア研究棟の建築を予定しており、函館市からも経済的支援を受ける予定である。はこだて

未来大学では大学院開設に伴い、産学連携に対応する共同研究センターを設立する予定で

ある。さらに、函館高等専門学校でも、地域との共同研究の中核施設となるテクノセンター

を地域共同研究センターとして立ち上げる予定となっている。 
個々の高等教育機関が自らの共同研究能力・機能を高めることに伴い、その能力・機能

を有効にコーディネートする機関が必要となってくる。構想ではこのコーディネート機関

を地域共同研究センターとして位置づけており、特定地域だけでなく、日本全国・世界で

コーディネートできる機能をもった研究センターの組織策定を今後の検討課題としている。 
 

3．高等教育の立場から 

行政は高等教育機関の活動・活躍に強く期待している。この期待に対し、それぞれの高

等教育機関ではこの構想をどのようにとらえているのであろうか。今回の函館国際水産・

海洋都市構想には二人の高等教育関係者がキーパーソンとして参加している。この構想に

対する二人の考え方を以下に紹介する。 
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3-1．「ナポリ・はこだて・ウッズホール」―嵯峨直恒教授― 

「函館国際水産・海洋都市構想」を提唱した北海道大学大学院水産科学研究科の嵯峨直

恒教授は、「ナポリ・はこだて・ウッズホール」という国際水産海洋都市構想の実現へ向け

たキャッチフレーズを掲げている。このキャッチフレーズの根底には、函館もまたイタリ

アのナポリやアメリカのウッズホールのような国際的な水産・海洋都市を目指したいとい

うまちづくり構想がある。 
イタリアのナポリは豊富な魚介類などの海産物、ならびに近郊にポンペイ遺跡や青の洞

窟で知られるカプリ島などの観光名所があることで有名である。1872 年、ここに世界最古

の海洋生物研究所が設立された。そもそもナポリは生物相が極めて豊かで、地中海の生物

研究を発展させる可能性の高い場所であった。このような学術的な理由に加え、この研究

所を設立したドイツ人学者のアントン・ドールンは、研究所の経費を賄うために水族館を

附設し、ナポリを訪問する観光客を水族館に呼び込み、その入場料収入を得ようと考えた。

この結果、世界最古の水族館と 8 つの研究室を持つこの研究所は、生物学の広範な研究を

発展させ、現在では、計 70 名の研究者を擁し、世界的にも多くの業績をあげている。 
2001 年に函館市の井上市長訪問団がナポリの臨海実験場とナポリ市の港湾局を視察し

た。その結果、「水産・海洋研究と観光の融合、マリンサイエンスなどということと、また

研究所がまちのど真ん中にあるなどの点」が参考になったと報告している。 
翻ってアメリカのウッズホールは、東海岸のボストンより南南東約 100km に位置する

人口 3 万人弱の村落であるが、夏場はその 3 倍の人口に膨れ上がるリゾート地となる。ま

た同地は、ウッズホール海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution、 以下「WHOI」）

を中心とし、海洋生物研究所、米国海洋大気庁漁業局研究所、米国地質調査所大西洋海洋

研究所等の研究機関や試験や分析機器の工場などが点在するサイエンティフィック・コ

ミュニティでもある。 
1930 年、この地に設置され、このサイエンティフィック・コニュニティの中心となって

いるWHOIは、ロックフェラー財団から 300 万ドルの資金援助を受けている海洋物理学・

海洋化学を中心とする世界最高水準の研究機関であり、海洋から得られた科学的知識を米

国の商業、保健、国防ならびに生活の質の向上などの面に応用、貢献している。2003 年現

在、WHOIは 640 名ほどの研究者・技術者および 130 名の学生 18を擁する巨大な研究組織

となっている。その第一義的な設立使命として「海洋の機能の管理と総合的な地球システ

ム全体に対して海が果たす役割と特質について基本的な理解を深め、広める研究」 19の推

進が掲げられている。 
ウッズホールのサイエンティフィック・コミュニティの特徴は、閉鎖的ではなく遊びの

要素も含んだ教育研究環境である。例えば、毎年夏には大勢の短期滞在の研究者を研究所

に受け入れる他、観光客が歴史的な建物の中に水族館、博物館など 60 あまりの科学的な

                                                
18 WHOI では学位を授与している。 
19 WHOI のホームページより（http://www.whoi.edu/home/about/index.html）。 
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施設に接し、海洋科学を身近に感じるよう工夫されている。長期滞在型の観光客も多いた

め、一般市民を対象としたイブニングセミナーなども開催される。 
また、研究環境のみの整備ではなく、研究者が家族と共に文化的な生活ができるように

工夫されている。つまり、研究者と同居する子どもの教育環境の改善、住居の提供ならび

に配偶者の職場提供等、研究者を支援する家族が居を構え、安心して生活の拠点を置ける

よう十分に配慮されており、研究者が長期滞在者として街に定着しやすい環境が整備され

ている。 
嵯峨教授の提唱するキャッチフレーズ「ナポリ･はこだて・ウッズホール」とは、函館市

にもナポリやウッズホールに伍する観光と海洋研究で有名な国際都市に育って欲しいとい

う願いが込められているのである20。 
 
3-2．「集積・連携・融合・調和」と「イカ」―長野章教授― 

函館国際水産・海洋都市構想において、公立はこだて未来大学の長野章教授も欠かすこ

とのできないキーパーソンである。 
長野章教授は北海道大学大学院工学研究科修士課程修了後、水産庁、農林省、国土庁に

勤務、さらに長崎県で漁港・水産部門の研究・計画、開発・建設などを担当してきた。そ

の経験を函館で活かすためにはこだて未来大学に招聘された。また、その経歴が評価され、

着任直後より、函館国際水産・海洋都市構想推進協議会に参加している。 
2003 年 12 月 5 日、北海道大学を訪問された長野章教授に国際水産・海洋都市構想と高

等教育機関の連携について伺った。長野教授が強調されたのは、公共事業のプロジェクト

つまり箱物建造のプロジェクトに頼らずに、この構想を実現するためには「集積・連携・

融合・調和」が重要であること、ならびに具体的な事業の形が明示されないと市民の理解

を得られないという点であった。 
今回の函館国際水産・海洋都市構想では「集積・連携・融合・調和」を以下の通り具現

化しようとしている。 
「集積」とは、函館を試験研究機関、国際条約の事務局が設立される町、海洋調査船の

寄港地にするということである。「連携」では函館周辺の大学と産業が連携する場を構築す

るということである。その具体例としてはマリンフロンティア科学技術の推進、北海道大

学水産学部の「マリンフロンティア研究棟」や函館高等専門学校の「地域共同テクノセン

ター」あるいは、はこだて未来大学が 2004 年度に開設を予定している「産学共同研究セ

ンター」の設立である。 
「共同研究センター」のような研究機関においても、500 万人以上の観光客の集客を目

指すという視点が欠かせない。例えば、函館山の麓にある旧跡を試験研究機関の収容地と

して活用するなど、単なる史跡や風景とは異なる観光資源の提供を行うことによって、観

光と学術研究の「融合」は可能であると長野教授は考えている。これは前述した嵯峨教授

                                                
20 嵯峨直恒「ナポリ・ハコダテ・ウッズホール：国際水産海洋都市を目指す街函館」より

（http://www.hokudai.ac.jp/bureau/populi/edition15/P08_P10_u.htm）。 
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同様、ウッズホールやナポリを想定しているものと推測される。 
函館国際水産・海洋都市構想推進協議会には、「企画部会」、「産学連携部会」および「ま

ちづくり部会」があり、長野教授は「産学連携部会長」を務めている。長野教授は、産学

連携には核となる研究が存在しなければ取り組みを始めることは難しいと考えている。こ

のため、現段階では世界に通用する食べ物であり、函館の名物でもあるイカに関すること

が全て分かる施設を函館に「集積」、開設し、産官学を組み込み「調和」させることを検討

している。「イカ」をキーワードにしてあらゆる情報を「集積」することによって情報と人

が世界各国から函館に集まってくることを期待しているのである。 
残念ながら、日本の先端科学研究者の多くは、「地域」ではなく「東京」を中心とした

首都圏に目を向けている。しかしながら、函館だからこそ進められる共同研究もあると長

野教授は言う。例えば、はこだて未来大学の IT 分野研究と函館の水産業が連携すること

によって、1：水産物の追跡性（トレサビリティー）、2：水産物の流通システム、3：循環型

社会の構築など現代的な課題について連携し、共同研究を推進することが可能であるとす

る。トレイサビリティーや流通システムは、ある閉鎖的な店舗内の動きであれば実証しや

すいが、ヒラメなどの水産物の場合、あらゆるものを含めた複合システムの中での流通の

ため、関わる業界すべてが一斉に協力し実施しなければならない。このためには地域と大

学が密着し、理論を実践で確認していくことが重要である。 
実際に、長野教授がこのシステムの実験を進めていく中で、東京のシステム会社から水

産物のトレイサビリティー（生産履歴の追跡）システム開発のためこの理論を応用したいと

の要請があった。この要請の背景には、消費者が水産物を購入する時点で携帯電話を利用

し、生産、流通情報を閲覧するようにできないかとの希望があったのである。長野教授は

函館近郊の漁業者、仲買、消費者等様々な階層の人びとと交流することによって、それぞ

れの場面を調査し、そのニーズから生じた提案を反映させ応用した結果、今後 3 年間で実

用化を目指せるところまで研究を推進している 21。これは函館の地の利を活かした研究で

あるといえる。 
以上のように産学連携の共同研究においては、はこだて未来大学だけが研究を推進する

のではなく、函館市全体の視点から様々な階層や業種との交流、北海道大学など他大学の

異なる学問分野の視点が交流することによって多元的に解決できる可能性が増えると予想

される。しかし、共同研究を推進する際、地元の企業にとっては具体的な研究成果が短期

的に生じることが重要であるため、毎年何か一つでも成果を出すことが求められていると

長野教授は感じている。 
 

4．まとめにかえて 

本稿では、「函館国際水産・海洋都市構想」を基軸に据え、函館市の産業、行政、高等

教育の視点から状況を調査し，分析をおこなった。その結果、水産業の衰退に伴い函館市

には街づくりの原動力となる新しい産業の構築が必要であり、「函館国際水産・海洋都市構

                                                
21 『日本経済新聞』、2004 年 3 月 4 日付。 
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想」には、従来の函館市の強みを活かしながらも、新しい視点の街づくりを実現する可能

性が秘められていることが予測できた。 
この構想の特徴は、単一の産業、分野に限定されていない広い視点と、各関係者の行動

力および異業種とのネットワークの活用にある。また、全てを統括し、コーディネートす

る存在として、提唱者である研究者は当然のことながら、大学に関心のある市役所職員の

存在も忘れてはならない。 
通常、行政には高等教育に関する専門職はいない。あるいは在職していても学校教育を

担当する教育委員会にしか配属されない場合が多い。しかし、函館市の場合、国際水産・

海洋都市構想担当および高等教育機関担当が配属されている。 
今回の構想を策定するに当たり、この行政担当者がそれまでの職務経験から、初期段階

より行政と大学と産業が連携するという「産官学連携」の意識を持っていたことが大きな

出発点となっている。当該担当者は、はじめは単発的な事例の解決策について大学関係者

に個人レベルで相談していた。やがてそのネットワークが拡大し、組織的な学会誘致、さ

らに時代の趨勢もあり、今回の構想へとつながった。 
行政では人事異動が 3 年から 5 年の周期のため、まだ高等教育を活用した施策に対応で

きる専門職としての職員の養成システムは構築されていない。しかし、今後大学が行政に

果たす役割の重要性が増すにつれ、大学に詳しい行政職員の存在が今後の大学の活用とい

う側面では重要になると予想される。その点で今回の構想は、高等教育機関を活用する意

欲のある行政、あるいは地域が主導権を持ち、高等教育機関を巻き込み、地域活性化に役

立てるという事例になりうる点で注目されるとともに、文部科学省の掲げる産官学の連携

の実践として注目することができる。 
しかし、既述したように函館の「産」の一端を担う水産業の困難は続いている。そのた

め、今回の函館国際水産・海洋都市構想によって、水産業へどれほどの効果あるいは好影

響があるのかは未知数であり、大学には、行政はもとより、短期間で実績をあげることを

望む産業界とも信頼関係を構築し、連携することで、「産」の「夢」が実現するよう協調す

る姿勢を持つことが望まれている。 
同時に、研究者あるいは大学院卒業者の研究の場を確保しつつ産業とも結びつき、地域

を活性化するという「学」（高等教育機関）の「夢」がどの程度実現するかも現段階では不

明である。各大学への面接調査の印象では、それぞれの大学の一部の関係者がこの構想に

は積極的に関わってはいるものの、全学的な取り組みにまではなっていない、あるいは大

学が地域と連携することへの意識が熟成していないのではないかとの印象を受けた。 
大学淘汰の時代、大学がどれだけ地域に根ざし、その存在意義（あるいは価値）を訴える

ことができるかということも大学存続における重要な要素のひとつになるだろう。この国

際水産・海洋都市構想によって函館市、産業界および高等教育機関が今後どのようにネッ

トワークを広げ、活性化されるのか、引き続き注目していきたい。 




