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研究室紹介

ひみラボ（富山大学理学部・氷見市連携研究室）

富山大学理学部・氷見市連携研究室（通称：ひみラボ）
は，大学と地方自治体とが連携して運営する研究室であ
る（図 1）．2011年 3月末に閉校となった富山県氷見市
立仏生寺小学校の跡地利用（廃校利用）を検討する中で，
同年 3月 30日に，富山大学理学部と氷見市との間で連
携協力に関する協定が締結され，同年 4月 1日からひみ
ラボとして，活動を開始した．
ひみラボでは，「地域の豊かな自然を守り，その豊か

さを広く活用・発信していく」ことを活動目的に掲げて
いる．その目的を達成するために，氷見市やその周辺地
域における希少生物の保全に関する学術研究の展開（研
究），富山大学理学部の教育における活用や地元教育機
関との連携活動（教育），そして地域住民への啓蒙・啓
発活動（普及啓発）を行っている．このような，「研究・
教育・普及啓発」の 3つの大きな柱を実践すると同時に，
それらの境界領域における活動を展開している．さらに
は，それらすべてに関わる活動として「ひみラボ水族館」
を開設し（図 2），地域に生息する生物の展示や研究内
容のパネル紹介，生物とのふれあい体験，そして市民向
けのイベントの開催など，来館者が自由に見学・学習で
きる場を提供している．これら活動を通して，魚類学を
はじめとする学術界の発展や，地域活性化への貢献を目
指している．
昨今，少子化や都市部への人口の一極集中が進み，地

方では多くの学校が統廃校になっている．そのため，利
用されなくなった学校施設の跡地利用が地方自治体にお
ける課題となっており，各地で廃校活用として様々な活
動が実施されている（総務省，2013）．一方，最高学府
たる大学においても，従来主眼が置かれてきた教育・研
究の充実やそのグローバル化が求められると同時に，地
域社会への貢献が期待されている．このような全国的な
課題に対して，廃校となった学校校舎を利用し，そこで
の希少生物保護を中心として地域活性化を目指して活動
しているひみラボは，大学と自治体との官学連携の実践
的事例といえる．その注目度の高さは，様々な地域の自
治体等から視察を受けているだけではなく，2016年 6
月には，馳浩文部科学大臣（当時）の視察を受けたこと
からもうかがえる．本稿が，各地で試みられている同様
の取り組みの参考になれば幸いである． 
ひみラボにおける活動は，富山大学理学部からは，筆

者の一人である山崎の研究室が主に参加し，氷見市から
は，西尾と川上が所属する同市教育委員会が担っている．
本稿では，ひみラボにおける活動を，研究・教育・普及
啓発の 3つに便宜的に分けて，紹介していきたい．

研究活動　現在，ひみラボで行われている研究活動の

主な対象は，川に棲む魚である．富山県氷見市の魚とい
うと，「ひみ寒ぶり」や「氷見イワシ」などのブランド
魚に代表される海の魚が有名であり，「氷見」という名
前を聞くだけで、ブリをはじめマグロやイワシなどを連
想するくらい、氷見は海の魚で有名である（氷見市教育
委員会，1997）．それと同時に，氷見市を流れる川にも，
多くの魚が生息しており，過去の報告やこれまでの調査
をまとめると，58種の淡水魚が生息する（例えば，田中，
1993；Yamazaki et al., 2006；山崎ほか，2014）．能登半島
の付け根に位置し，東西 14 km，南北 20 km，高低差 500 
mの氷見市には，大規模な河川は流れていない．それに
もかかわらず，生息する淡水魚の種数が 58種もあるこ
とは，少ない数字ではないだろう．このように，決して
広くはない地域に，これだけ多くの種類の淡水魚が生息
している理由は，大きく 2つに分けることができる．そ
の 1つとして，氷見市の立地があげられる．氷見市は，
日本海に面しており，日本列島のほぼ中央に位置する．
そのため，この地域における淡水魚類相の形成には，北
方由来および南方由来の双方の淡水魚が関与していると
考えられる（例えば，Yamazaki et al., 2006）．またもう 1
つの理由は，氷見市には手つかずの自然が多く残されて

図 1.　ひみラボ前景．

図 2.　ひみラボ水族館．
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おり，このため在来種が今日でも数多く存続していると
考えられる．
このような豊かな魚類相の象徴としてタナゴ類が多く

生息しており，中でも国指定天然記念物のイタセンパラ
Acheilognathus longipinnisは，全国的にも注目されている．
イタセンパラの生息地としては，大阪平野の淀川や濃尾
平野の木曽川が有名である．しかし，近年ではこれら地
域におけるイタセンパラの生息状況は楽観できるもので
はない（森，2011；小俣ほか，2011）．これに対して，
氷見市の中心部を流れる万尾川においては，今日でも多
くのイタセンパラが生息および繁殖を続けている（西尾，
2016）．実際に，春の川面には，二枚貝の中で冬を越し
たイタセンパラの浮上仔魚が群れを成して泳いでおり，
秋には鮮やかな婚姻色を呈した成熟魚が，活発に産卵行
動をしている様子を観察することができる．
ひみラボの研究活動における大きな目標の 1つは，こ

のイタセンパラの保護である．そもそも，氷見市のイタ
センパラについては，天然記念物指定された文化財とし
て，氷見市教育委員会が中心となり，地域住民を巻き込
んだ保全活動が長年行われてきた（西尾，2011）．そし
て現在では，ひみラボがその活動拠点として活用されて
いる．
現在までに行われているイタセンパラの研究としては，

氷見市内における生息環境，生活史段階ごとの餌資源の
利用，成長，そして産卵行動や産卵母貝利用などの繁殖
生態が明らかにされている（西尾，2011；西尾ほか，
2012, 印刷中；Nishio et al., 2015, 2016）．これら研究の多
くは，万尾川を中心としたイタセンパラの自然生息地で
行われている．淀川や木曽川においては，河川規模が大
きいため，イタセンパラの自然生息地における生態調査
は必ずしも十分に行われておらず，人為的に管理された
池等から情報が得られてきた．これに対して，氷見市に
おいては，河川規模が小さいことも幸いし，自然条件下
におけるイタセンパラの生態情報を得ることが可能となっ
ており，このことが，イタセンパラ保護に有益な情報を
もたらしている．
また，ひみラボ近隣には，氷見市が造成したイタセン

パラ保護池がある．この保護池に導入するための個体は，
浮上仔魚の段階で自然河川において捕獲され，ひみラボ
に設置・管理された専用水槽で十分な大きさまで飼育さ
れている．この際に必要となる様々な知見，特に小規模
水槽においてイタセンパラを効率的に成長させ，そして
性成熟させるための管理条件に関する研究もひみラボに
おいて行われてきた（馬場ほか，2016）．加えて，ひみ
ラボには遺伝子実験設備も整えられており，イタセンパ
ラ集団の遺伝的多様性や集団存続可能性に関する解析が
行われている（Yamazaki et al., 2014）．
以上で得られた情報は，自然河川における生息域内保

全や，イタセンパラ保護池における生息域外保全のため
に活用されている．さらに最近の研究により，イタセン
パラやその産卵母貝であるイシガイ Unio douglasiae 

nipponensisの生息には，生息河川周辺の水田の存在や，
そのための水管理の結果として生じる水位変動が重要な
役割を担っていることが明らかにされた（Nishio et al., 
2016）．この結果は，希少生物の保全には，従来営まれ
てきた人間活動も有益に働いている側面が存在すること
を示すものとして，注目されている．
ひみラボ周辺に生息するタナゴ類としては，イタセン

パラ以外にもミナミアカヒレタビラ Acheilognathus tabira 
jordani，ヤリタナゴ Tanakia lanceolata，そしてタイリク
バラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatusが知られている．
これらタナゴ類に関しても，ひみラボを拠点とした生態
調査が行われている．特に，2015年度からは，富山大
学理学部の山崎研究室に所属する学部 4年生や大学院生
が，毎週河川で捕獲調査を行っている（図 3）．そして
捕獲した魚類は，ひみラボに持ち込み，そこで計測や標
識を施した後，在来種については捕獲地点に放流してい
る．また外来種のタイリクバラタナゴについては固定し，
在来タナゴ類では十分に知ることができない内部構造な
どを知るための試料として有効に活用している．これら
におけるひみラボの存在は大きく，調査地から近いため，
移送に伴う個体への負担が抑えられる．また，荒天時，
特に冬季の降雪時においても，計測をひみラボ内で行う
ことができるため，確実な継続研究の遂行を可能にして
いる．
また，ひみラボの遺伝子実験施設を活用して，水生生

物の種判別や集団解析が行われてきた．また，イタセン
パラ保護のための遺伝的多様性解析が行われていること
は前述のとおりである．これらに加えて最近では，水中
の環境 DNA分析の場として活用されている．特に環境
DNAにおいては，採水してからそれを DNA採取用フィ
ルターで濾過するまでの時間が短いことが望ましい（高
原ほか，2016）．その点では，調査河川のすぐ近くに存
在するひみラボは，これら一連の作業を効率よく行う上
では適した立地条件を有している．また，環境 DNA分
析は，研究面だけではなく，教育や普及啓発においても，
その有効性は大きいと考えられる．

図 3.　ひみラボ近くの河川における淡水魚類の採集調査．
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以上のような川の魚類や貝類，それらを取り巻く環境
以外にも，ひみラボでは多くの研究が行われている．例
えば，上記以外の水生生物でいえばサンショウウオ類の
繁殖生態に関する調査が行われてきた．また，陸上動物
を対象とした研究として，ニホンイノシシ Sus scrofa 
leucomystaxやニホンジカ Cervus nipponの生息状況や食
性に関する野外調査の拠点としても活用されている．
ひみラボにおける研究活動としては，上述のような個

別の研究が行われているだけではなく，研究発表や交流
の場としても活用されている．その一例が，毎年 6月に
開催される「ひみラボ自然史研究会」である．この研究
会の目的の 1つは，研究発表の場である．発表分野は，
魚類に限らず，広く自然史に関するものであれば，受け
付けている．そして，もう 1つの目的は，研究内容に関
する意見交換会「ひみラボカフェ」である．
このひみラボカフェは，研究会の出席者全員が参加す

る意見交換会であり，ワールド・カフェ形式を採用して
いる．その方法を少し詳しく紹介したい．まず研究発表
者が短時間の研究紹介を行い，その後，発表者 1名をホ
スト，他の研究会出席者数名がゲストとしたグループを
形成して，1つの机を囲む．このようなグループを複数
作る．そして，司会の指示に従いながら，提示されたテー
マに従って，ホストの研究内容に関して，自由かつ建設
的な意見や情報の交換を行う（図 4）．そして 10分程度
の意見交換の後，ゲストの席替えを行い，別のテーマで
意見交換を行う．この際のテーマとして，例えば，「今
の研究を発展させるにはどうすればいいか」とか，「そ
の研究をもっと多くの人にアピールするにはどうすれば
いいか」など，抽象的なテーマを設定する．そして，そ
の抽象的なテーマをどのように解釈するかは，各自の自
由となっており，これにより幅広い意見交換が行える仕
組みになっている．その他，特徴の 1つは，カフェと銘
打つ通り，ソフトドリンクやお菓子を飲み食いしながら，
リラックスした雰囲気の中で進めていく．また，机には
模造紙とペンが置かれており，他の参加者の発言をメモ

したり，発言内容にかかわらず思いついたことを書きこ
んだりするために使われる．そして，意見交換が終わっ
た後は，その模造紙をホストが持ち帰ることになる．つ
まりこの段階で，模造紙にはホストの研究に関する様々
な書き込みがされており，その研究に対する助言であっ
たり，メッセージが込められたものとなっている．
このひみラボカフェは，特に若い研究者にお勧めであ

る．例えば，ホストになった場合には，様々な分野や立
場・身分の研究者からアドバイスを受けることができる．
一方，ゲストになった場合には，特に初めて研究会に参
加する学生さんも発言しやすい環境が保たれているので，
多くの研究者との交流することが可能である．このひみ
ラボカフェは毎年好評を得ており，参加者全員にとって
有意義なものとなっている．そのため，最近では，この
研究会の発表の大半は，ひみラボカフェでの発表となっ
ている．
このひみラボ自然史研究会で忘れていけないのは，や

はり夜の懇親会であろう．氷見の海の幸やバーベキュー
を囲みながら飲食をし，フィルムナイトとして，型には
まらない様々な発表も行われる．また，年によっては，
エクスカーションを開催し，イタセンパラの浮上稚魚を
自然生息地で観察するなど，他の地域では味わえない体
験ができることが魅力である．このひみラボ自然史研究
会の案内は，毎年 4月に，ひみラボのホームページに掲
載されるので，興味がある方は，ご参加いただきたい． 

教育活動　ひみラボは，富山大学の教育活動に活用さ
れている．例えば，前述した研究の多くは，大学生や大
学院生の修了認定研究（卒業論文，修士論文，博士論文）
として行われている．また，研究報告や英語論文講読を
行うゼミナールの会場としても使用される．
富山大学理学部の正規講義である「野外実習」や「臨

海実験」でも活用されており，近傍の山や海での標本採
集，ひみラボの実習室（小学校時代の理科室）での標本
分類や整理（図 5），行動実験，さらには校庭を活用し
た夜間のライトトラップによる昆虫採集などを実施して

図 4.　ひみラボ自然史研究会における意見交換会（ひみラ
ボカフェ）．

図 5.　富山大学講義「臨海実験」における採集生物の同定
作業．
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いる．これらは夏季に宿泊実習として開講されており，
40名程度であれば宿泊が可能である．また，食事は，
地域の方々に炊き出しをお願いしているため，参加学生
は地域との交流も含め，貴重な経験をすることができる．
大学生以外にも，主に地元氷見市に立地する高校，中

学校，小学校，幼稚園・保育園から，生徒・児童・幼児
や教職員が訪れ，イタセンパラをはじめとした地域の生
物や自然環境を学ぶ場として活用されている．この際に
は，筆者らが講師役となって行われる座学だけではなく，
後で述べる「ひみラボ水族館」を活用した体験型学習が
行われる．さらに，「生涯教育」というとらえ方をすれば，
年配の方々を中心とした市民グループにも，様々な形で
利用されている．
これら教育活動は，主に学校等からの申し込みを受け

て実施されるものが多い．その一方で，夏休みなどには，
小学生や中学生を対象とした理科教室「ひみっ子ラボ」
を開催し，多くの参加者を得ている（図 6）．このひみっ
子ラボという名称は，筆者らが考えたもので，氷見や周
辺地域の子供たち（ひみっ子）を対象とした，理学研究
体験教室（ラボ：もちろん，laboratoryの略）という意
味を持つ．また，もう 1つ隠れた意味があり，大学と自
治体との連携事業（子ラボ：collaborationの略）として
実施しており，講師は富山大学理学部の教員が務めてい
る．ここでは，筆者らの生物分野だけではなく，数学，
物理，化学，地学，環境など，様々な理学分野の教室を
開講している．このひみっ子ラボでも，座学と同時に，
体験実験を多く取り入れている．

普及啓発活動　ひみラボでは，一般市民を対象とした
普及啓発活動を行っている．そのような活動の多くは，
ここまでに紹介してきた研究活動や教育活動の成果に基
づき，それらを活用して行われているものである．
例えば，ひみラボにおける普及啓発活動の 1つの柱は，

イタセンパラの保全を目的としたものであり，その第一
歩は，イタセンパラについて，市民に知ってもらうこと
である．すなわち，イタセンパラとはどのような生き物
であるのか，イタセンパラをなぜ守らなければいけない

のか，イタセンパラを守るためにはどのようにすればい
いのか．もちろん，イタセンパラを守るためには，筆者
らや多くの読者のような研究者だけではなく，イタセン
パラ生息地の周辺住民をはじめとした，一般市民の理解
と協力が不可欠であることは言うまでもない．そのため，
イタセンパラについて普及啓発活動が必要となり，その
際に活用されるイタセンパラに関する基礎的な情報や，
適正かつ効果的に守る方法の学術的根拠の多くが，ひみ
ラボにおける研究活動を通して，蓄積されている．
また，上述のように，氷見のイタセンパラの存続にとっ

て，その生息河川や周辺に広がる水田を適切に管理する
ことの重要性が，最近の研究によって明らかにされてい
る（Nishio et al., 2015, 2016）．そのため，水田管理者を対
象とした普及啓発活動が必要になる．そこで，そのよう
な水田管理者に対して，ひみラボの活動報告会を定期的
に開催するなど，筆者らが直接話をする機会を設けてい
る．それと同時に，我々だけではなく，水田管理者にとっ
てより身近な存在，特に子供や孫から，イタセンパラの
大切さを伝えてもらうことも有効である．この点に関し
ては，家族連れを対象とした「親子イタセンパラ教室」
の開催（図 7）に加え，小学校における総合的な学習の
時間にイタセンパラの飼育学習を取り入れる活動が実を
結んでいる．例えば，筆者らは隔週で地元小学校におい
てイタセンパラ学習を実施している．イタセンパラ学習
により得られた成果について，小学生が水田管理者や地
域の方を対象に劇で発表しており，小学生から親・祖父
母・水田管理者にイタセンパラへの理解を深める活動が
出来ている（図 8）．このように，ひみラボにおける普
及啓発活動は，研究や教育活動と表裏一体となって行わ
れている．
さらに，イタセンパラの保護に関しては，単に受け身

の参加だけではなく，実際に保護活動に参加してもらう
取り組みも作っている．それが「イタセンパラ守り人」
の制度である．活動内容は多岐に渡り，講習会等への参
加だけではなく，実際にイタセンパラ生息地や保護池で
の調査や，生息域管理のための河川周辺の草刈なども実

図 6.　小学生を対象とした夏休みの理科教室「ひみっ子ラボ」． 図 7.　親子イタセンパラ教室における野外観察会．
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施している．この活動には，氷見市民だけではなく，誰
でも登録・参加することができるので，関心のある方は，
ひみラボまでご一報いただきたい．

ひみラボ水族館　ひみラボにおける目に見える活動の
最たるものは，水族館の運営であろう（図 2）．このひ
みラボ水族館こそが，研究・教育・普及啓発に渡るひみ
ラボ活動の集大成といっても過言ではない．
この水族館は，ひみラボの中に開設され，主に氷見市

が管理・運営しており，展示や各種イベントにおいて，
富山大学も協力している．展示の中心は，氷見市内の河
川に棲む淡水魚や水生生物である．そのほとんどが，筆
者らをはじめとするひみラボのスタッフや大学生が採集
してきたものである．淡水魚としては，氷見に住む種類
の約半分におよぶ 30種以上が，常時飼育展示されてい
る．展示方法は「個別展示」と「生態展示」の大きく 2
つに分かれている．
「個別展示」では，魚の種類ごとに，1つの水槽を用
意しており，各水槽には，その魚の説明を詳しく書いた
パネルが併設されている．例えば，その魚の分類，分布，
形態や生態の特徴，そして保全上の注意点などである．
これら情報は，市販の図鑑に書かれているような一般的
な話だけではなく，実際に氷見市内における調査の結果
明らかになった特徴などを紹介したものもある．そして，
類似した種類の魚が泳ぐ水槽を並べて展示してあるため，
生きた魚や説明書きをじっくりと見比べることができる．
このような展示を行うことで，個々の魚を詳しく知るこ
とが可能となっている．そして個別展示における 1番の
目玉は，もちろんイタセンパラの水槽である．ひみラボ
水族館では，目の前を泳ぐイタセンパラをいつでも見る
ことができる．
「生態展示」では，大きめの水槽を複数準備し，氷見
の川や水域を再現した展示をしている．例えば，川の上・
中流部に住むウグイ Tribolodon hakonensis，タカハヤ
Phoxinus oxycephalus jouyi，オイカワ Zacco platypus，カマ
ツカ Pseudogobio esocinusなどが一緒に泳ぐ水槽や，水田
周辺の用水路のタナゴ類やフナ類，キタノメダカ

Oryzias sakaizumiiなどの水槽，さらには下流部を再現し
た水槽には，50 cm超えるコイ Cyprinus carpioやナマズ
Silurus asotus，カムルチーChanna argusが潜んでいる．
これら水槽をみることで，自然界で魚たちがどのような
関係をもちながら生活しているかを学ぶことができる． 
また，川の中や周辺で魚と共に生息する生き物として，

二枚貝やカメの仲間も展示している．アメリカザリガニ
は外来生物として，様々な影響を氷見の生態系にも与え
ているが，子供たちの関心が高いため，これも展示した
り，ザリガニ釣りを体験できるコーナーもある．そして
同時に，外来生物が生態系に与える影響について，パネ
ルを作成して，子供たちにもわかりやすく説明している．
これ以外にも，子供をはじめとする来館者に楽しんでも
らう目的では，シバヤギやミニブタ，そしてウサギとの
ふれあいコーナーも設置しており，人気を集めている．
さらに，生き物以外の展示としては，氷見の河川や自

然を紹介したパネルやパソコンの設置，ひみラボを活用
した研究成果の紹介，魚や自然に関連する書籍を集めた
図書コーナーの設置をしているほか，ぬり絵やクイズ，
スタンプラリー，ひみラボオリジナルグッズの販売など
もある．また，スタンプラリー等をクリアするともらえ
る「お魚カード」やイベント時に作ることができる「イ
タセンパラ・ペーパークラフト」もすべて筆者らの手作
りである．これら展示物の考案や作成，あるいはイベン
トの運営には，大学生も参加しており，筆者らとは異な
る視点から，貴重なアイディアをだしてもらっている．
ひみラボ水族館を訪れる来館者は，ひみラボがかつて

小学校だったこともあり，小学生とその家族が多い．そ
のため，ほとんどの説明パネルには振り仮名がふられて
いる．ただし，イタセンパラの活魚展示を常時行うなど，
他では見る機会のない魚をじっくり見ることができ，さ
らには最新の研究成果を加味した展示などもあることか
ら，様々な年齢層の方々に楽しんでもらうことができる
であろう．
ひみラボ活動が目指すことの 1つは，子供たちに自然

の素晴らしさを理解してもらうことである．ただ，昨今
は，いきなり自然の中に出て活動をすることが，必ずし
も制約なくできる状況にはない．そこで，まずはひみラ
ボ水族館に足を運んでもらい，そこで地元である氷見の
川の生き物を知ってもらい，興味を深めてもらい，次の
ステップとして自然の中に出てもらうことを希望してい
る．
ひみラボ水族館の開館時間は 10時から 15時 30分ま

でで，入館無料である．月曜日は休館日であり，また雪
に埋まる冬期（1月から 3月）も休館している．ただ，
休館日でもひみラボ自体は活動しているため，見学等を
希望する場合は，事前に問い合わせをいただきたい．

おわりに　ひみラボは開設されてから，未だ日が浅い．
しかしこれまでに多くの来場者を迎えており，利用者は
口コミで増えていると同時に，少なからず好意的な評価
をいただいている．運営する筆者らの目から見ても，大

図 8.　小学生におけるイタセンパラ劇．
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学と地方自治体が連携した活動としては，少なくともこ
れまでのところ，成功した事例となっているのではない
だろうか．今後も，活動の継続とさらなる発展を目指し
ていきたい．このような成功を収める上での秘訣であり，
同時に今後の課題は，「人」である．そのため，これか
らのひみラボ活動や，それを通した自然保護活動を担う
人材の育成が重要である．そしてひみラボそのものが，
まさにそのような人材育成の場として，適した施設であ
ろう．
ひみラボは，富山大学理学部と氷見市との連携事業と

して行われているが，これ以外の利用を拒むものではな
い．共同利用や共同研究は常に募集中である．研究室の
ゼミナールや合宿などの短期利用であれば，ひみラボで
の宿泊が可能である．また上述したひみラボ自然史研究
会も開催している．興味をお持ちの読者は，まずは，本
稿の筆者らか，ひみラボのホームページ（https://sites.
google.com/site/himilab/）にある連絡先にご一報いただき
たい．
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