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小特集ノート：寄稿

大学と地域との連携の新しい可能性
～北海道大学と美深町の連携を例に～

都木 靖彰1

New Possibilities for Collaboration between University and Local Region:
Case Study of Collaboration between Hokkaido University and Bifuka Town

TAKAGI Yasuaki1
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1. 北海道大学 水産学部の成り立ち
北海道大学 大学院水産科学研究院の都木（たかぎ）と申します．今日は函館から来ました．北大

はキャンパスを二つ持っています，一つはここ札幌キャンパスです，そしてもう一つは水産学部が
ある函館キャンパスです．函館は観光のまち，そして，食のまち，中でも海産物のまちです．函館
を訪れた観光客の皆さんの多くが，美味しいイカやエビ，カニなどを食べたいと思われるのではな
いでしょうか．このように水産学部は，函館という地域の水産業の現場の中にあります．

水産学部の歴史は古く，札幌農学校の時代にさかのぼります．明治政府は，西洋式の新しい農業
を取り入れて北海道を日本の食料生産基地にするために，1876 年に札幌農学校を設立しました．初

代 教 頭 の ウ ィ リ ア ム・S・ク ラ ー ク
（William Smith Clark）先生は，北海道は
農業だけではなく漁業にも向いているこ
とに気づき，農学校で水産業の勉強がで
きるようにするべきだと政府に提言しま
した．そこで，アメリカから招かれた
ジョン・C・カッター（John Clarence
Cutter）先生が，1880 年に日本で最初に
魚に関する講義を行いました．これが日
本の水産学の事始めだと思います．それ
以来水産学部は，新しい製品の開発など，
産業の現場に近いところで研究と教育を
展開してきました．
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図⚑ 講演の様子



では，これから私が直接関係している美深町でのチョウザメの養殖についての話をしようと思い
ます．大学の地域貢献というと，多くの皆さんが，大学から何か新しいシーズを地域に持っていっ
て新しい産業を作っていくことを思い浮かべるのではないでしょうか．しかしその一方で，地域か
ら大学への働きかけもあるのです．そこで「大学が地域で何をしているか」ということと同時に「地
域にどんなことを大学がしていただいているか」についても併せてお話ししようと思います．

2. 美深町でのチョウザメの養殖研究
最初に，私たち北大水産学部の研究者

が，美深町で何をおこなっているのかと
いうことをご紹介いたします．私たちが
実際にやっていることは，チョウザメの
養殖技術開発です．美深町に行ったこと
がある方は，どのくらいいらっしゃいま
すか？ それなりにいらっしゃいます
ね．素晴らしい．旭川から稚内に行く途
中の真ん中ぐらい，名寄市の北に美深町
があります（図⚒）．私たちは美深町で，
チョウザメの養殖を実際に産業化して，
儲かるレベルまで持って行って，地域活
性化の起爆剤にしたいと考えています．

実は，美深町はチョウザメの養殖の元になるプロジェクトを，1980 年代の半ばぐらいから始めて
いました．チョウザメといえば，その卵を塩漬けにしたキャビアが有名です．非常に高級で，あま
り身近ではない食材ですが，1980 年代後半，いわゆる日本のバブル景気のころ，シャンパンと一緒
にキャビアが飛ぶように売れていた時代があるということです．基本的には，チョウザメの養殖は
このキャビアを作ることが目的です．

これは北大フィールド科学センターの七飯淡水実験所で飼っていたチョウザメです（図⚓）．人
の身長よりも少し大きくて，体重は 100 キロを超えていると思います．このようにチョウザメは非
常に大きくなる魚です．その分，チョウザメを大きくするのには，時間がかかります．これがチョ

ウザメの養殖方法を説明する図になりま
す（図⚔）．先の写真ほどの大きさになっ
た魚を親魚（しんぎょ）と言います．こ
れを⚕匹，10 匹，大きな池にキープして
おいて，人工採卵で卵を取ります．しか
し，放っておいても，卵はまったく取れ
ません．ホルモンの投与などをして初め
て卵が取れるのです．卵を孵化させて
⚒～⚓年すると⚓～⚔キロぐらいに成長
します．

それまではチョウザメはオスとメスが
分かれていません．遺伝子的には生まれ
たときに雄雌は決まるのですけれど，身
体的にはオスでもメスでもない未熟な状
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図⚒ 美深町の位置

図⚓ チョウザメの大きさ

態が続き，⚒～⚓年経って初めてオスとメスが分かれてきます．その段階でオスとメスを峻別して，
メスを育てます．そこから，さらに⚓～⚕年すると，期間はそのときの環境や餌の量によって変わ
るのですけれど，だいたい 20 キロぐらいに成長します．チョウザメの種類によりますが，これぐら
いの大きさになると，メスは卵を持ちます．だいたい体重の 10％ぐらい卵が取れますので，20 キロ
の魚からは⚒キログラムぐらいのキャビアが取れることになります．

皆さんがよくスーパーで見かけるサーモンやハマチは，だいたい養殖して⚑～⚒年で製品になり
ますので，それと比べるとチョウザメは⚕倍ぐらい長く飼うことになります．ですから，その間，
餌代や飼育場所の池の確保などのコストが非常にかかります．しかし，キャビアはとても高く売れ
ます．キャビアの値段はだいたい⚑グラムで数百円です．ということは，⚒キロ取れると数十万円
になります．そのためチョウザメの養殖はコストがかかる一方で，非常に大きな儲けが出るという，
ハイリスク・ハイリターンなタイプの養殖事業ということになります．

このようにみると，チョウザメの養殖には，いくつかの改善点があることがわかります．
まず，養殖期間が長いということは，餌代や飼育場所のコストがかかるだけではなく，病気や台

風による停電のような事故で，魚が死んでしまうリスクも生じます．それから，そもそもチョウザ
メは卵を取るのが難しい魚で，そのための高度な技術が必要になります．もう一つ，残念ながらチョ
ウザメのオスはいまのところあまり価値がありません．ヨーロッパなどで養殖されている場合は，
オスとメスを分ける段階で，オスは捨ててしまうようです．そのため，キャビア以外の収入源が，
ほとんど無い状況になります．これはとても「もったいない」ことです．そういうわけで，私たち
はチョウザメの養殖に生じる問題を解決するための研究を美深町で行っています．

具体的な研究内容を紹介しましょう．まず，どうやったらチョウザメを安く養殖ができるのかに
ついて研究しています．飼育するための池の大きさを変えることは難しいですが，餌を安いものに
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図⚔ チョウザメの養殖方法
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することができればコストが下がります．ですから，廃棄物を使って餌をつくる技術の開発を，美
深町の人たちと一緒におこなっています．それから，チョウザメの卵を上手に取るための研究をし
ています．

また，チョウザメの肉を商品化する研
究もあります．チョウザメは白身魚で，
上手に養殖できればとても美味しくなる
のです．実際に，お刺身にして食べてみ
ると，コリコリとした歯ごたえがあり，
ヒラメに似た食感です．美深町の養殖施
設には道の駅とレジャー施設が併設さ
れ，その中に温泉旅館もあります．ここ
ではチョウザメのお寿司もお料理のセッ
トの一部として出しています．養殖した
チョウザメの肉には脂がのり，クセも無
いので，いろいろな料理に使えるという
評判をレストランの方々からいただいて
います．どうしたらチョウザメの肉を美
味しくすることができるのか，どういう

料理にしたら一層おいしくなるのか，研究をおこなっています．
このように，養殖についての研究はもちろん，どう加工して，どう食べて，どう売っていったら

収益が上がるのかというようなことも含めて，美深町の方と相談しながら研究を進めていくことに
なります．大学では大きくなったチョウザメを何年もずっと飼っておくことは難しい．だからまさ
しく美深町の「現場」がないと，これらの研究はできないのです．

3. 研究のアイディアを地域からいただく
私自身は，チョウザメから肉を取った後に残った頭やヒレなどの廃棄部分を，何かうまく使う方

法がないだろうかと考えて研究しています．廃棄物の有効活用の研究です．水産学部の中で，食べ
られないものについて研究をしている研究者は，実は少ないのですけれども．

チョウザメを捌くと，キャビアを除いた体の 40～45％ぐらいを食用に使うことができます．この
ことは言い換えると，残りの⚖割近くが，皮や頭，ヒレや内臓など，食用に適さないためこれまで

「ゴミ」として扱われてきた部分ということです．しかし，チョウザメの皮や頭，内臓の一部にはタ
ンパク質の一種であるコラーゲンが多く含まれています．私たちは，このチョウザメの廃棄物に含
まれるコラーゲンをうまく利用するための研究をおこなっています．皆さんも，コラーゲン入りの
化粧品や健康食品についてお聞きになったことがあると思います．今日は，私たちがおこなってい
る，チョウザメの皮に含まれているコラーゲンペプチドと，背骨の組織の一部である脊索（せきさ
く）に含まれるコラーゲンの研究について紹介します．

コラーゲンペプチドは様々な機能を持つことが知られています．私たちの研究で，チョウザメの
コラーゲンペプチドが，肌の中にあるコラーゲンをつくる線維芽細胞の増殖を活性化することがわ
かってきました．ペプチドを小さくして化粧品に混ぜ，うまく人間の皮膚の中にペプチドを運ぶこ
とができれば，皮膚のコラーゲンを増やすことが期待できそうなのです．そのため，チョウザメの
皮から得られたコラーゲンペプチドを化粧品に用いるための共同研究が始まろうとしているところ
です．
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図⚕ 美深町のチョウザメを活かしたまちづくり
（料理の写真はびふか温泉のHPから引用） また，チョウザメの脊索に含まれるコラーゲンには，抗炎症作用があることが明らかになってき

ました．これも製品化が近い研究です．私たちは，このような研究を美深町のチョウザメを原料に
して実施しています．

私の研究の内容はともかく，今日，ここで言いたかったのは次のことです．大学生は⚔年生にな
ると卒業研究をおこない，卒業論文を書きます．大学院の修士課程に入学すると修士論文，博士課
程にすすむと博士論文を書きます．私は 2012 年から，美深町でチョウザメの研究をしているので
すが，年々，チョウザメをテーマにした卒業論文，修士論文が増えてきています．現在まで，卒業
論文 15 報，修士論文⚗報，博士論文⚑報の成果が出ています．美深町から「チョウザメの廃棄物か
ら何かできないか？」という問題提起がなかったら，これだけの研究成果は生まれなかったでしょ
う．今研究室には，チョウザメを研究テーマにして，博士課程に⚒名，修士課程に⚕名，そしてこ
れから卒業研究を行う学部生が⚓名在籍しています．美深町はこれらの学生の研究を相当サポート
してくれています．電話⚑本かけるだけで研究材料を宅急便で送ってくれるのです．とてもありが
たいことです．

4. チョウザメを活かした美深町のまちづくりと研究
美深町は，チョウザメを活かしたまちづくりに長く取り組んできました．試行錯誤の末にチョウ

ザメの養殖にめどがついたので，美深町はチョウザメ用の大きな養殖池である「美深町チョウザメ
飼育研究施設」を作る決断をしました．この養殖池は，全長が約 600 メートルで，面積が⚘ヘクター
ル，完成したら日本で一番大きい淡水養殖施設になります．地域が数億円を負担し，残りは地方創
生交付金等でまかないます．北大は施設に対して技術支援を行っています．⚔年から⚕年かけて全
体を少しずつ作っていって完成させる予定になっています．現在では稚魚を育てる施設が完成し，
今は養殖用の池が一つ出来つつあるところです．

施設の建設にはちょっとしたエピソードがありました．施設のすぐ近くに水力発電所があり，水
力発電したあとの水を放水路から川に戻します．この養殖施設では，その放水路から水をいただき，
その水でチョウザメを飼い，ビオトープで水を浄化してから川に排水します．そういうわけで，施
設を作ることでわずか数百メートル川への排水位置が変わることになりました．魚を飼っても水は
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蒸発する分以外は無くなりませんので，水は全部もとに戻っていくはずなのですけれども，この水
利権の変更が非常に大変で，多くの方々のご努力とご協力により，⚒年もかかりましたがやっと水
の利用が可能になり，池が設計できる状態になったのです．池が完成すると最終的には全体で約 40
トンのチョウザメを養殖し，年間⚔トンほどのキャビアが取れる予定になっています．

もちろんこれまでも美深町にはチョウザメの養殖池があったのですが，このような大規模な養殖
池ができると，池の中で飼っている魚を使って，美深町の飼育担当の方と情報交換しながら「こう
いうことが起きてしまった」「魚が死んでしまった」「では，こうしましょう」というように，より
一層現場で対応しながら研究を進めていくことができるようになります．

今回，このシンポジウムに際して，改めて「地域にどんなことを大学がしていただいているか」
を考えてみました．実は私たちがこれまで思っている以上に，美深町さんから，大学に提供してい
ただいているものがあることを強く感じました．

5. 美深町と北大水産学部の協働：現代版「地方学」北大ロッジ
水産学部は美深町でサマーコースも開催しています．この実施にあたっては，会議室を貸しても

らうとか，宿泊所を安く紹介していただくなど，美深町さんからずいぶんと便宜を図ってもらって
います．

サマーコースでは，毎年 10 人から 15 人の北大水産学部の学生が美深町の現場に赴いて，養殖の
現場や，地域の観光資源などを実際に見学して，町民の皆様にアンケート調査をします．また，役
場の方からは，美深町の歴史，産業，人口動態などについて，講義をしていただいています．学生
は「まちを活性化するにはどうしたら良いのか」というテーマで，役場でプレゼンさせていただき，
報告書を提出します．
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このプログラムを実施してみると，こ
のようなことをもっと勉強してみたいと
思う学生さんがたくさんいることが分
かってきました．つまり，学生さんの学
びのニーズが非常に高いのです．これ
は，もしかしたらいけるのではないかと
思いまして，私たちは北大と美深町の協
働体制をバーチャルな組織の活動と見立
てて，その組織に「北大ロッジ」という
名前を付けることにしました．北大の学
生と教員が行って，地域の人といろいろ
なお話をし，現地のニーズに沿った研究
と教育を展開する，そしてその成果を地
域活性化につなげていく，こんなことが

できるのは「北大ロッジが美深町にあるからできるのです」というコマーシャルをしたいと考えた
のです．

実は，新渡戸稲造先生が，1898 年にその著書『農業本論』で「地方学（ぢかたがく）」を提唱して
います．札幌農学校の人は実際に現場に行って，地域の人と一緒に勉強して研究してくださいと述
べています．このように現場で研究の種を見つけることは北大の伝統でもあるのです．「北大ロッ
ジ」は「地方学」の現代版だと考えています．

まとめになります．地域と大学の共同
による地域活性化の⚓要素として，しば
しば，内発（地域のひとが中心になるこ
と）・革新（オリジナルな新しいことをや
ること）・総合（多面的に展開すること）
の三つが挙がります．私は，それにもう
一つプラスしても良いと思っています．
それが「対等な関係を結ぶ」ということ
です．私たち大学も多様なシーズを地域
に持っていきます．一方，地域からも研
究のために様々な資源を提供してらって
います．大学と地域に Give and Take の
協働関係ができると，地域活性化がうま
くいくのではないでしょうか（図⚙）．
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図⚙ 美深町のプロジェクトが成長しつつある理由
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