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被災被災被災被災 

北里大学海洋生命科学部(学生数 796名、

当時)は、東日本大震災により、岩手県大船

渡市の地で約 40 年間営々と築いてきた教

育の場を失った。津波は学生の３分の１が

居住するアパート 153 戸を全壊流失させ、

５棟の校舎は３棟が損壊し立ち入りができ

なくなった。災禍の中、教職員 59 名は半

数が住居を失いながらも学生救出に献身し

てきた。 

他方、釜石市の海洋バイオテクノロジー

釜石研究所は、津波が建物１階をつきぬけ、

所員９名はからくも難をのがれたが、研究

機器やサンプルは破壊し尽された。国費を

投じて収集された貴重な海洋微生物ライブ

ラリ(KMBIC)は電源喪失のために融解の

危機にさらされ、安全な場所への移送が急

がれる切迫した状況に追い込まれた。 

 

移転そして再建移転そして再建移転そして再建移転そして再建 

この間、本学は様々な共助と公助に支え

られてきた。海洋生命科学部は平成

17(2005)年から本格的な防災教育に取り組

み、衛星電話を設置、食糧・燃料を備蓄し

災害時に備えてきた。地震・津波発生時に

は予定した避難行動、防災活動も行えた。

しかし、女子学生１名を失ったことは悔や

み切れない重みとなって沈潜している。 

自助には限界がある。学生 200人孤立の

報道を受けて岩手県、大船渡市から救援の

手が差し伸べられた。県総合防災室から自

衛隊派遣が要請され、緊急物資が届けられ

た。米軍海兵隊ヘリコプターが傷病者救出

に飛来した。このような数限りない厚意に

助けられ、いまの教育・研究の営みはある。

海洋生命科学部は平成 24(2012)年８月、相

模原に新校舎を整備し学生教育を元通りに

再建した。釜石研究所は三陸キャンパスに

移転し、微生物資源を活用した機能性物質

や食品の開発研究を再開した。 

 

地域復興地域復興地域復興地域復興への願いへの願いへの願いへの願い 

震災から３年４カ月。復興に向けた国の

施策とともに、被災地市民と地方自治体の

地域再建への取組が目覚ましい。再建を支

援する世論がそれを後押ししている。東北

関東におよぶ広範な被災地域が、希望と活

力のある未来志向の地域社会としてよみが

えることは、地域の方々はもとより、国民

全体の切実な願いである。 

三陸の方々に支えられ、海と河川をフィ

ールドとした教育・研究を行い、卒業生が

根付いて活躍する三陸地域の復興への願い

は、感謝の気持ちを上回って大きいものが

ある。 

 

人材育成と学術人材育成と学術人材育成と学術人材育成と学術研究研究研究研究を通じた復興支援を通じた復興支援を通じた復興支援を通じた復興支援 

日数が経てば忘れる、不都合な事象は無

意識化する、見たくないものは見えない、

といった性質をもつ私たちに問われている

ものは、「被災地を忘れないこと」「記録

を残し伝えること」であろう。誠実さ（真

剣さ）と時間（スピード）は特に重要なこ

とを強調したい。 

被災地への関わりは学生を共生社会の一

員として大きく成長させる。「被災地への

関わり体験を通した人間性の鍛錬」「専攻

分野の学修につながる題材の発見と研究」

など教育上の視点や、「被災地支援におけ

る安全への配慮」の視点を大切にしたい。 

海洋生命科学部の学生は、大船渡盛川に

おけるアユ遡上調査や浅海域の生物相調査、

水質・底質調査などに参加し、専攻分野の

技能を通じて地域水産業の復活に意欲を燃

やしている。地域市民との交流も再開した。

三陸キャンパスには、世界的な海洋生物教

育研究拠点を目指す「三陸臨海教育研究セ

ンター」が平成 26(2014)年４月に設置され、

臨海実習と水産研究を推進している。 

本報告では、海洋生命科学部・釜石研究

所の被災から教育・研究再建までの経過と、

地域復興支援について本学の取組を紹介し、

大学と地域の連携の有様について考えを深

めたいと思う。 
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三陸キャンパス活用計画と地域復興支援
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被災・移転そして再建

相模原と三陸

三陸キャンパス活用計画

地域復興支援

説明のながれ
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◆被災・移転
・避難生活, 不明者探索, 安全確保
・学生, 教職員の移動
・引越し支援, 学生・教職員の生活保障

◆教育研究の再建
・ハード面
間借り場所の整備, 教室確保
三陸からの備品, 資材, 機材, 図書の搬入
校舎建設（H23年９月より）
三陸キャンパスの復旧と活用
・ソフト面
教育研究活動を支えるシステムの再構築
三陸キャンパスの維持管理体制の整備

被災・移転そして再建
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◆建物概要
鉄筋コンクリート造５階建
延床面積9567㎡
工期 H23年９月～H24年７月
竣工 H24年７月

◆造作
講義室４室, 演習・セミナー室２室,
実験室４室,  研究室30室, 標本室
１室,  アクアリウム （ミニ水族館）,
図書閲覧室ほか

◆運用開始
H24年９月

相模原MB号館
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◆育成する人材像
海洋生物の生産・利用・保全に関わる

多様な分野で活躍できる人材

海洋生命科学部の目的

◆教育目標
1.水圏生物の生命過程の理解
2.生物学と化学の両域にまたがる教育
3. 教育対象を次に集約
1）水圏生物の生理, 生態学的特性
2）水圏生物と生息環境の関わり
3）水圏生物成分の高度有効利用

環境生物学講座
海洋環境・生態系の保全

応用生物化学講座
海洋生物の有効利用

増殖生物学講座
海洋生物の生産

◆教育研究体制
３大講座制, １３研究室
教員２８人

連携大学院

海洋研究開発機構
理化学研究所
水産総合研究センター

連携協力機関

北海道大学, 岩手県水
産技術センター, 東京
大学, 東京海洋大学, 
三重大学など
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教育研究を通じた目的達成

人材育成

研究

環境調和型水産業
海洋生物の持続的利用
海洋生物の安全性の確保

教育（人材育成）と研究を進めるためには

・相模原における「基礎教育」「高度な専門教育」

・三陸における「フィールド教育」

が必須
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学部生の臨海実習教育
学部上級生・大学院生（一部）の研究指導
他大学等との共同利用・調査研究拠点
海外留学生・研修生の技術研修, 研究指導
地域の青少年・市民の教育学習支援
地域水産業の増養殖施設として活用

三陸キャンパス
（フィ－ルド教育研究拠点）

教育・研究・実践

相模原と三陸

4年一貫の学士基礎・専門教育
大学院の高度な専門教育・研究
海洋生命科学研究の高度化

地域連携活動

◆三陸水産業復興支援
三陸沿岸における環境・生態系調査
増養殖再生に向けた技術開発
海洋生物資源の安全性確保・有効利用

相模原キャンパス
（教育研究拠点）
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◆三陸臨海教育研究センター

三陸キャンパス活用計画
－国際的な海洋生物教育研究拠点をめざして－

◆教育研究プログラム
1.学部生の課題探求型臨海実習教育
生物相の復活過程, 水産加工場の再建過程など

2.学部上級生・大学院生（一部）の研究指導
応用微生物学, 海洋生物遺伝情報DB構築など

3.他大学等との共同利用・調査研究拠点
東北MS拠点形成事業（文科省）, 水産業復興３大
学連携事業（文科省）, バイオ燃料生産基地創造
の技術開発（農水省）, 水質調査事業（大船渡市）等

4.海外留学生・研修生の技術研修, 研究指導

◆地域連携プログラム
5.地域の青少年・市民の教育支援
大船渡高校, 高田高校, 釜石高校への出前授業, 
三陸海洋生物図鑑の作製・リアスホール展示など

6.地域水産業の増養殖施設として活用
ワカメ, アワビ種苗などの生産

三陸臨海教育研究センター

（センター長）
増殖生物学部門

環境生物学部門

応用生物化学部門

応用微生物学部門

海外共同研究

地域連携部門
・事務室

釜石研究所（大船渡）
釜石・大槌産業育成センター（釜石）

H26年4月開設
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三陸臨海教育研究センター
運営プログラムとその課題

◆教育研究プログラム
1.学部生の課題探求型臨海実習教育
2.学部上級生・大学院生（一部）の研究
指導

3.他大学等との共同利用・調査研究拠点
4.海外留学生・研修生の技術研修, 研究
指導

◆地域連携プログラム
5.地域の青少年・市民の教育学習支援
6.地域水産業の増養殖施設として活用

◆課題
1.教育研究棟の整備

F1・F2・F3号館（6574㎡, 取壊予定）に代わ
る「F4号館・MB5号館」

2.宿泊棟の確保
キャンパス内に学生, 海外留学生・研修生,
教職員等の「宿泊棟」

3.移動手段の確保
調査研究活動に必要な「車輌」

4.通信手段の整備
相模原校舎や他大学等との連携のための

「テレビ会議システム」「通信容量増」

5.運営スタッフの確保
キャンパスに常駐し, 学生の教育・研究指導
生活指導を行う「教員研究者」「支援職員」

6.建設資金・運営資金の確保
教育研究棟・宿泊棟の「建設資金」,教育・
研究・地域連携活動の「運営資金」
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三陸水産業復興支援の
基本的な考え方

◆三陸沿岸の被災状況, 水産業の実情
に基づいたプログラムの構築と展開

◆海洋生命科学部が蓄積してきた三陸
沿岸に関わる知見を基盤にプログラム
を展開

◆岩手県内調査研究機関, 水産関係機関,
漁業者の方々との連携による多角的, 
かつ効率的な活動の展開

◆三陸キャンパスを活動拠点として活用
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学術的復興支援プログラム

プログラム立ち上げに当たってのメッセージ

・・・・・・・大学は, 人材育成, 研究成果を持って社会
に貢献する責務を有します。被災地の復興が大きな
課題となっている今, 何よりも学術的サポートを必要と
する領域においてこそ大学はその責務を果たすべき
と考えます。・・・・・・沿岸環境がどのように変化し, そ
れがどのように生態系や生物生産に影響するのか, 
さらにはその回復過程はどのようなものか, などを把
握することも今後の水産業にとって大きな課題です。
水産学, 海洋生命科学が取り組むべき課題は数多く
あると認識します。

海洋生命科学部は昭和47年に設置されて以来およそ40年に
わたって, 地域の方々に支えられながら, 教育, 研究, 社会貢献
に取り組んできました。研究活動においては, 世界を視野に入
れながらも三陸沿岸の環境, 生物, 水産業に関わる知見を蓄積
してきました。東北地方太平洋沿岸の水産・海洋系調査研究機
関の多くが壊滅的被害を受けた中, 本学部は, それら機関と手
を携えながら, 水産業, 沿岸環境の復興, 回復に貢献しなけれ
ばならないと認識します。また, 海洋生命科学分野において復
興に貢献できる優秀な人材を育成することも重要な役割である
はずです。私達にできることは限られているかもしれません。し
かし, 三陸に足場を置いてきた, そして大震災をともに経験した
当学部だからこそできることがあると考えます。
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プログラム立ち上げ後の活動

◆三陸
・越喜来湾, 大船渡湾, 綾里湾等の環境調査
・越喜来湾サーフゾーンにおける仔稚魚生息状況調査
・越喜来湾を中心とした付着生物調査
・越喜来湾, 大船渡湾等のプランクトン調査
・海藻, エゾアワビ, キタムラサキウニの資源量調査（潜水
調査）
・ワカメ種苗生産
・水産重要魚種の遺伝的多様性調査
・越喜来湾における瓦礫堆積調査, 撤去作業協力
・越喜来湾等における微生物食物網の現状調査
・ICTの活用による環境情報取得システムの準備

◆相模原
・各研究者の研究継続, 他機関との連携による新た
な研究展開
・理化学研究所, 水産総合研究センターとの学術交
流協定締結
・展示用ミニ水族館（三陸, 深海, 熱帯）設置, 北里大
学病院におけるクラゲ水槽の展示
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学術的復興支援プログラムの
今後の方向性

◆三陸沿岸の海洋環境・生態系の現状調査
沿岸環境・生態系の現状, 有害生物発生状況, 石油汚染
の実態,  漁業対象生物の生息・遺伝的状態

◆管理型漁場の創出を目的とした被災浅海
域の活用技術
海藻・フジツボ・エゾアワビ・アユの優良種苗生産, ICTに
よる環境情報取得と発信, 有害プランクトン・ミズクラゲ
ポリプ発生予測, 浅海域の物質動態

◆海洋生物資源利用におけるゼロエミッ
ション技術の基盤研究（次頁に例示）
体系的ゼロエミッション技術, 未利用海洋生物資源の
有効利用, 海洋生物資源からの金属イオン除去技術

◆三陸沿岸における水産重要魚介類の
効率的完全養殖技術
高成長エゾアワビの選抜育種，チョウザメ類の雌雄

判別法，種苗生産に適したニホンウナギ親魚の飼育
技術，細菌叢の制御技術

北里大学海洋生命科学部 附属三陸臨海教育研究センター


