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紹介もある．情報公開の必要性についての議論もある．仮に
魚類学会のガイドラインに沿った適切な放流であったとしても，
秘密裏に行われたとすれば，当事者の交代，引退，死亡など
により，情報が散逸してしまうのではないか．フェイスブッ
クなどのソーシャルメディアは，そのサイトの多くが管理者
の死去後放置され，いずれネクロポリスになるという予言が
あるが，バーチャルではなくリアルな世界で同じことが起き
ると深刻である．放流情報を集約するセンターをどこかに作
る必要があるのではないかと感じた．密漁や乱獲のリスクは，
住民やボランティアなどの組織的な参加があると，目が行き
届くことにより下がるのではないだろうか．多くの人々が参
加しての保全活動についての紹介は将来につながる明るい話

題である．人々を活動に呼び込むキーワードは，編者のひと
りの言うところの「郷土財」である．また，外来魚駆除にと
もなって自然発生的に希少魚が再び生息するようになった例や，
海外での成功事例などの紹介も，明るい話題である．本書は
淡水魚保全活動の明暗がバランスよく配置された優れた書籍
である．関連した活動についているか，または志す人にぜひ
読んでもらいたい．
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はじめに
尼岡邦夫先生は 1936年に和歌山県那賀郡桃山町（現：

紀の川市桃山町）でお生まれになりました．先生は異体
類の研究者として世界的に有名ですが，異体類以外の魚
類も幅広く研究されてきました．また，北海道大学大学
院水産学研究科で多くの大学院生の指導を行うとともに，
魚類コレクションを充実させ，日本で初めて標本管理に
データベースを導入されました．日米を中心とした魚類
に関する国際交流や国際プロジェクトに貢献されました．
さらに，日本魚類学会の評議員を 1976年から 2001年ま
で，会長を 2期（1996–199７年と 2000–2001年）務めら
れました．1997年からアメリカ魚類両生爬虫類学会
（American Society of Ichthyologists and Herpetologists）の外
国名誉会員となっています．現在，魚類学会の名誉会員
です．
なお，インタビューは数時間に及びましたが，紙面の

都合上，すべてをご紹介できません．割愛した部分があ
ることをお断りしておきます．

松浦：先生が魚に興味をもつようになった経緯をお聞
かせ下さい．

尼岡：父は中学校の校長をしていて，生物，特に植物

について詳しい知識を持っていました．幼稚園時代は岸
和田にいましたが，戦争が激しくなってきたので，桃山
町に移りました．小学校から高校まで桃山町で過ごしま
した．子供のときは魚捕りに夢中でした．毎日，釣り竿
を持って貴志川に出かけていました．那賀高校（和歌山
県岩出市）では生物部に入り，生物の先生（クモの専門
家）から分類について学びました．高校時代には紀ノ川
で魚を捕っていました．当時，魚を分類するための良い
参考書はとても少なくて，中村守純先生の ｢日本の淡水
魚｣ くらいしかありませんでした．その後，蒲原稔治先
生の ｢土佐及び紀州の魚類｣ が出版されました．この本
に強い影響を受けました．
松浦：高知大学を選ばれた理由と大学時代のことをお

聞かせ下さい．
尼岡：｢土佐及び紀州の魚類｣ を読んで感激して，蒲

原先生がいらっしゃる大学に行きたいと思いました．幸
い，高知大学の文理学部に入ることができました．蒲原

図 1.　異体類の研究を続けている尼岡邦夫博士（撮影：河
合俊郎，2017年 2月）．
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先生は分類や進化について面白い講義をされていたので，
学生にとても人気がありました．高知大学には補導教官
制度（1年から 4年まで学年を問わず，一定数の学生の
指導をする制度）がありました．蒲原先生の補導生にな
りたくて申し込んだのですが，既に補導生の数が多くて，
断られました．しかし，先生の教室に日参して熱意を込
めてお願いしたところ，根負けして補導生にしてくれま
した．蒲原先生の補導生は男女合わせて 10人前後だっ
たと思います．
矢部：岡村　収先生とはどこで会われたのですか？
尼岡：蒲原先生の家では毎週のように補導生が集まる

コンパが開かれていました．その席で岡村さんに出会い
ました．岡村さんは私の 2学年上でした．コンパのため
に岡村さん達と大橋通に食料の買い出しに行ったことを
よく覚えています．皿鉢料理を作って皆で食べて楽しみ
ました．高知では大学の南溟寮という寮に入りました．
岡村さんも寮に入っていました．
松浦：魚市場行きも岡村先生と一緒ですか？
尼岡：そうです．岡村さんが ｢おまん，行かんかよ｣

と魚市場通いに誘ってくれました．岡村さんと同期の野
田さんも一緒に行きました．最初は自転車で通いました．
御畳瀬まで自転車で小一時間かかったと思います．その
後，オートバイを使うようになりました．ブルーバード
というオートバイを買ったのですが，オートバイを運転
するためには試験に通らなくてはなりません．実技試験
は高知城の大手門で行われていました．岡村さんは問題
なく試験に合格しましたが，私は試験に落ちてしまいま
した．というのは，試験の時に下駄を履いていたので，
ブレーキの所に下駄の歯が嵌まってしまったのです．そ
のため，ブレーキが効かなくなり，オートバイが止まら
なくなったのです．それで試験に落ちたというわけです．
しかし，試験官にもう一度やらしてくれと頼んだら，受
けさせてくれました．2回目には下駄を脱いで裸足で受
けたので，無事，合格することができました．
松浦：いつ頃から蒲原研究室に出入りするようになっ

たのですか？
尼岡：高知大では卒論の研究をするため，ふつう 4年

生から研究室に出入りします．しかし，岡村さんは 3年
生の時から出入りしていました．私は 1年生の時から研
究室への出入りを許可してもらいました．蒲原先生は「魚
市場で初めて見た魚があったら大学に登録するように」
と言われましたが，その他の魚は ｢自由にして良い｣ と
言ってくれました．そこで，集めた魚を梅酒瓶に保存し
て自分のコレクションを作りました．御畳瀬ではテーマ
を決めて採集しました．たとえば，今日はコチ類，明日
は異体類という具合です．
高知大学時代の夢は魚類学雑誌（魚の会出版）に論文

を投稿することでした．論文を発表したいと思ったこと
が，大学院に行く動機の一つになったのかもしれません．
魚類学雑誌を購読したいと思って蒲原先生に相談したら，
阿部宗明先生に頼んでくれました．魚類学雑誌以外に魚

類専門の出版物はなかったので，雑誌が届くのを楽しみ
にしていました．
矢部：卒論のテーマはどのようにして決めたのですか？
尼岡：高知県の異体類を卒論のテーマに選びました．

私が大学に入学した 1955年に松原喜代松先生の ｢魚類
の形態と検索｣ が出版されたのですが，この本を使って
調べても採集したダルマガレイ類の中に同定できないも
のがかなりあったのです．そこで，卒論でダルマガレイ
類を研究したいと思ったのです．蒲原先生に相談したと
ころ，｢難しいぞ｣ とおっしゃったのですが，研究する
ことを許してくれました．御畳瀬で採集した標本の中に
は，後に新種として発表した種がいくつもありましたし，
新属新種になったものもありました．
松浦：京都大学の大学院に進学された動機はなんだっ

たのでしょうか？
尼岡：岡村さんが京都大学の大学院に既に入っていて，

京大に来ないかと誘ってくれました．また，卒論に未記
載種と思われるものが 5–6種いて，それらを公表したかっ
たのです．当時，私は学力不足だと思っていたので，魚
市場行きを断って勉強に集中することにしました．ドイ
ツ語が難関でした．それと，高知大学文理学部には水産
学科がありませんから，水産関係の事も問題でした．岡
村さんが京大の水産関係のタネ本（講義ノートをまとめ
たもの）を手に入れてくれました．そのノートを勉強し
て水産関係の試験に備えました．南溟寮も出て下宿に移
りました．門限がある下宿で規則正しい生活を送りまし
た．卒業してから高知大学の専攻生になり，朝から晩ま
でドイツ語を勉強しました．
しかし，夏に受験した時には落ちてしまいました．ど

うも緊張してしまって力を発揮できなかったようです．
2回目の試験が 2月にあったのですが，その時はドイツ
語も問題なくできて合格しました．入学後，松原先生か
ら「受験生の中でお前がドイツ語の成績が一番良かった」
と言われました．魚類学についても必死で勉強しました．
「魚類の形態と検索｣ から必ず出題されると思ったので，
｢魚類の形態と検索｣ の内容を自分なりにまとめました．
目ごとの形態的形質を大きな表に自分でまとめて，高位
分類群の特徴を把握するようにしたのです．その時の問
題は ｢ダツ目の進化について述べよ｣ だったことを今で
もよく覚えています．
矢部：大学院生時代はどのように過ごされたのですか？
尼岡：院生になったとき，松原先生から ｢就職はない

が，それでもいいか｣ と言われたことを覚えています．
1962年に大学院に入学したのですが，既に松原先生の
健康状態はあまり良くありませんでした．落合　明先生
は病気で休みがちでした．岩井　保先生は病気から回復
されて大学に戻ったばかりでした．当時の院生は浅野博
利さん，赤崎正人さん，岡村さん，畔田正格さん，尼岡
というメンバーでした．高知大で異体類をやっていたの
で，｢異体類を研究したい｣ と松原先生にお話ししました．
松原先生は研究テーマについては認めて下さったのです
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が，｢学位論文を書くときには，水産的なことも含める
ように｣ とおっしゃいました．研究室が農学部の水産学
科にあったので，配慮されていたのだと思います．
京大に入って一番刺激を受けたのは岩井先生でした．

岩井先生は functional morphologyに関する研究をされて
いました．特に，発光器に興味をもたれていたようです．
岡村さんはソコダラ類の発光器も研究したのですが，岩
井先生の影響を受けたのかもしれません．松原先生は「自
分は骨格を中心に研究したが，他の形質も見るように」
とおっしゃっていました．岩井先生に刺激を受けたこと
もあって，学位論文の研究では，骨ばかりではなく，脳，
腸型，鱗など様々な形質を研究しました．異体類の眼の
上にある皮弁に興味をもち，組織切片を作って研究した
こともありました．
院生時代にはアルバイトもしました．赤崎さんが西舞

鶴高校（定時制）の教師をアルバイトでやっていたので
すが，｢次はお前がやってくれ｣ と頼まれました．週に
1回，生物と化学の授業や実験を担当しました．私より
年配の生徒もいました．
矢部：松原先生の指導で印象に残っていることはどん

なことですか？
尼岡：松原先生は雲の上の存在でした．院生に対して

具体的な指導をすることはなかったと思います．放任と
いう感じでした．日常的な相談は，落合先生や岩井先生，
あるいは先輩の院生としていました．院生の中間発表会
などはありませんでしたが，論文紹介のゼミはありまし
た．ある時，高知時代に採集した新種の異体類の図を書
いて持っていったら，松原先生に ｢標本を持って来い｣
と言われました．そして，標本と図を比較して，｢正確
に描けていない｣ と原図が破られて，ゴミ箱に入れられ
てしまいました．厳しい先生でした．
松浦：院生時代に印象に残っていることをお聞かせ下

さい．
尼岡：ダルマガレイ類が肉間骨を持っていることを見

つけたことがありました．私がアリザリンで染色したダ
ルルマガレイ類の標本を解剖していると，筋肉が縞模様
のように染色されていることに気づきました．浅野さん
が見ていて ｢この骨はアナゴにあるんだがな｣ と呟きま
した．気になったので，レントゲン写真を撮影しました．
すると，肉間骨が見つかったのです．肉間骨はイワシ類
やウナギ類などの原始的な魚類に見られるとされていま
した．この形質が見つかったので，新たな科を創設でき
ると思いました．しかしこの骨の系統についての評価に
苦労しました．
博士課程の最後の頃に南海電鉄が大阪のみさき公園の

水族館内に作ったみさき臨海研究所に行くようにと，松
原先生から言われました．始めに行ったのが浅野さん，
次が赤崎さん，そして，岩井先生，岡村さんの順だった
と思います．研究施設に行ってしまうと一人になってし
まうので，皆さんあまり喜んではいませんでした．しか
し，私の場合，実家が近くにあったので通うことができ

ました．舞鶴にいると色々な雑用がありましたが，研究
施設では学位論文に集中することができました．データ
を整理したり，構想を練ったりできたので，私にとって
はとても有意義な時間だったと思います．
松浦：当時，外国のタイプ標本を調べることはできた

のでしょうか？
尼岡：どうしても必要な時には松原先生にお願いしま

した．松原先生は落合先生に指示されたので，私は落合
先生と相談しながら外国の研究者に手紙を書きました．
しかし，タイプ標本の調査は実際にはとても難しかった
です．原記載を調べるのも大変でした．松原先生が書写
した Reganなどの論文をカメラで撮影して，それを印刷
して読むなど，苦労したことを覚えています．　
矢部：標本採集はどのようにされていましたか？
尼岡：底引きの漁獲物が水揚げされる御畳瀬，浦戸，

宇和島，尾鷲，三河三谷，真鶴，小田原などで魚を採集
しました．長靴を履き，リュックサックを背負って回っ
ていました．採集旅行だったので服装はきたなかったで
すね．標本を調べるため東大に出かけたこともあります．
東大の冨山一郎先生は舞鶴に来られたことがあったので，
冨山先生を頼って上京しました．冨山先生が阿部先生を
紹介してくれました．東大で標本を調査していたら，見
たことがある人が廊下を歩いて来られました．常陸宮殿
下でした．偶然お目にかかったのです．阿部先生は眼が
体の両側にあるヤリガレイの仔魚標本を貸してくれまし
た．そして，阿部先生が檜山義夫先生を紹介して下さり，
檜山先生のコレクションの中にあったイトヒキガンゾウ
ビラメの仔魚標本を頂くことができました．これらの仔
魚は私のもっていた稚魚の標本とつながり，論文にして
魚類学雑誌に公表することが出来ました．
松浦：外国の研究者との交流はありましたか？
尼岡：少なかったですね．数えるほどしかありません

で し た． 大 学 院 生 時 代 に Carl Hubbs，Eugenie Clark, 
Robert Kanazawaさんなどに会いました．多くの研究者
は京大のメインキャンパスには来るのですが，舞鶴まで
来る人は少なかったわけです．Hubbsと会ったのはメイ
ンキャンパスでした．
松浦：先生の学位論文をWilliam Follettが校閲してい

ますが，Follettと交流があったのでしょうか？
尼岡：Follettは異体類の論文を書いたことがあります．

落合先生が ｢Follettに英語を見てもらったら良いのでは
ないか｣ と言われて，紹介してくれました．英文校閲の
お礼をどうしたらよいか悩みましたが，京都の伝統工芸
品を送りました．幸い Follettは喜んでくれました．
矢部：先生は水産大学校へ就職されましたが，当時の

就職状況はどうだったのでしょうか？
尼岡：就職先はとても少なかったです．ある日，松原

先生から下関の水産大学校に行くように指示を受けまし
た．下関は文部省ではなく，農林省だったので，どうし
ようかと迷いましたが，この機会を逃すと二度目のチャ
ンスは来ないだろうと思ったのです．下関には石山禮藏
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先生，松井　魁先生，小林　博先生などの松原先生の所
で学位を取得した人達や京大出身者がいらっしゃったの
で，下関では皆さんのお世話になりました．当時，岸本
浩和さんは石山先生の研究室の卒論生だったことを覚え
ています．
最初の頃は学位論文のまとめに集中しました．毎晩，

タイプライターで学位論文を書いていました．学位論文
には水産的なことを入れていなかったので少し心配して
いたのですが，松原先生は何も言われませんでした．恐
らく，松原先生が農学部内で上の方になっていたので，
水産的なことを入れなくても問題にならなかったのでしょ
う．私の研究室の隣が西川昇平先生の研究室でした．西
川先生は貝類の染色体の研究をしていました．学位論文
の研究を進める中で，様々な形質に興味をもったのです
が，染色体も面白そうだと思いました．西川先生と一緒
に魚類の染色体を研究して，共著で 3編の論文を発表し
たこともありました．水産大学校には耕洋丸という練習
船がありました．松井先生は耕洋丸でウナギの仔魚の調
査をされたのですが，採集された魚類標本の中に異体類
の仔稚魚が結構ありました．そこで，異体類の仔稚魚の
研究を本格的に始めました．
水産大学校は農林省所管の大学だったのですが，増殖

学科の先生達が中心になって大学を文部省へ移管しよう
という運動が起こりました．農林省所管では何かと不便
で不利なことがあったのです．そして，学生達も移管運
動に参加するようになりました．当時の学生自治会の副
委員長は私の研究室に所属していました．移管運動が活
発になり，学生達はストライキに突入しました．すると
大学側が自治会の委員長など中心的な学生を退学処分に
するという事件が起こりました．退学処分を撤回させる
ために，学生や先生達と一緒になって対策会議を何回も
開きました．私は首になるのではないかと全農林労働組
合にも相談しました．全農林は農林省の職員が作ってい
る労働組合ですが，当時はかなり強い力をもっていまし
た．また，学生の中には，父親が国会議員という人がい
ました．全農林の支援を受けたり，国会議員も動き出し
たりしたため，大学当局は退学処分を撤回せざるを得な
くなりました．しかし，文部省へ移管するという運動は
成功しませんでした．
矢部：当時，魚類学会はありませんでしたが，学会発

表はどうされていたのでしょうか？
尼岡：大学院の修士の時にダルマガレイの仔稚魚につ

いて水産学会で発表しました．動物学会でも異体類の左
右逆位個体の視神経交叉や内臓などの内部形態について
発表したことがあります．水産学会では魚類の分類や系
統に関する発表はほとんどありませんでしたから，肩身
が狭かったですね．魚類学会ができたときはとても嬉し
かったです．当時の魚類学会年会の参加者は 30–40人
だったと思います．参加者の中で私より年下の人はほと
んどいなかったと思います． 
松浦：下関から函館（北大）へ移られたわけですが，

どのような事情があったのでしょうか？
尼岡：岩井先生から電話がかかってきて，北大へ行か

ないかというお話がありました．北大の岡田　雋先生が
舞鶴の岩井先生に会いに来られたということでした．岡
田先生は，北大の水産動物研究室を発展させるために外
部の研究者を探していたのです．そこで，北大に行って
自分で見てから決めようと思いました．魚類学会年会の
ために毎年，上京していたので，函館まで脚を伸ばすこ
とにしました．初めて飛行機（YS11）に乗って東京か
ら函館まで行きました．岡田先生が車で函館空港まで迎
えに来てくれたのですが，最初に連れて行かれたのは大
学のキャンパスではなくて，臼尻水産実験所でした．そ
の後，出来たての道立栽培センターを見学してから北大
の研究室に行って岡田先生とお話ししました．岡田先生
は ｢研究室には軸となる研究がないので，ぜひ来て欲し
い．ここを魚類学のセンターにしたいと思っている｣ と
言われました．そして，｢もし，来てくれたら好きにやっ
てもらって構わない｣ ということでした．それで，北大
で魚類の系統と分類の研究拠点を作ろうと決心したわけ
です．
そして，1971年 9月に北大に着任しました．当時の

大学院生は博士課程に仲谷一宏さんと佐々木　達さん，
修士課程に松浦啓一さんがいました．柳川弘行さんは研
究生で次の年に院生になりました．そして，清水　長さ
ん，金山　勉さん，豊島　貢さん，澤田幸雄さん，坂本
一男さん，矢部　衞さん，木戸　芳さん，白井　滋さん，
石田　実さん，西田清徳さん，佐々木邦夫さん，篠原現
人さん，今村　央さん，駒井智幸さん，遠藤広光さん，
星野浩一さん，武藤文人さん，後藤友明さんなどが次々
と博士課程まで進学しました．当時の院生は分岐分類学
や数量分類学など色々な方法論に興味をもっていて，自
分流の方法論を考え出す者もいて，とても活発に議論し，
研究していたと思います．さらに魚類の系統に関する学
位論文を北大の紀要に次々と出版したので，外国からも
注目されるようになりました．一方，学部学生には多く
の魚類を知ってもらうために北海道の魚類相や集魚灯を
使って採集した仔稚魚についての研究テーマを出しまし
た．
忘れもしないのは 1985年に東京で第 2回インド・太

平洋魚類国際会議があったときに次々とたくさんの著名
な外国の研究者が来られたことです．1週間ほど拙宅を
含めてあちこちで歓迎会を開き，大騒ぎをしました．面
識が出来ると我々や学生が標本を借りる時や，英語論文
の校閲をしてもらう時にスムースに運びました．
松浦：Dan Cohenや Ted Pietschなどアメリカの研究者

と交流したのは北大に来られてからですね？
尼岡：函館のような地方都市では，海外の研究者が来

てくれませんが，研究を活発にするためには外国との交
流が絶対に必要だと思っていました．幸い Cohenがアメ
リカに招待してくれて，1980年に最初に渡米すること
ができました．最初に西海岸のシアトルで Pietschに会
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いました．彼の案内で大学の施設やシアトル周辺を見て
回りました．オレゴン州立大学も訪問して David Steinに
会いました．サンフランシスコでは William Eschmeyer，
Tomio Iwamoto，John McCoskerに会って魚類コレクショ
ンを見せてもらいました．Eschmeyerはパソコンを使い
ながら文献のデータベースを見せてくれました．当時，
日本ではパソコンが普及していませんでしたし，データ
ベースもありませんでした．そのため，Eschmeyerのデー
タベースを見て，とても驚きました．
西海岸では他にロスアンジェルスとラホヤを訪問しま

した．ロスアンジェルスの博物館で Robert Lavenbergに
会いましたし，ラホヤにあるスクリップス海洋研究所の
Richard Rosenblattの研究室にも行きました．サンディエ
ゴから飛行機に乗って，ワシントンへ移動してスミソニ
アンを訪問し Bruce Collette, Stan Weitzman, Robert Gibbsに
会いました．Cohenの研究室では日系アメリカ人の
Keiko Mooreにお世話になりました．スミソニアンでは
標本管理用のデータベースを使っていました．サンフラ
ンシスコでは文献データベースだったのですが，ワシン
トンでは標本管理用データベースを見たわけです．二つ
のデータベースを見てショックを受けました．ぜひ，日
本でも取り入れるべきだと思いました．
矢部：帰国されてから，標本管理用のデータベースソ

フトをどのように作ったのでしょうか？
尼岡：北大の漁業学科にパソコンに詳しい教官がいて，

業者を紹介してくれました．当時，標本管理用のデータ
ベースソフトはありませんでした．しかし，業者と一緒
になって色々と探してみた結果，図書検索用ソフトを応
用すれば標本管理用のソフトが作れそうなことが分かり
ました．そこで，それを土台にして，標本管理用のデー
タベースソフトを作ったのです．かなりの予算が必要で
したが，設備更新費が何年かに 1回，研究室に配当され
るので，その予算を使うことができました．最初にデー
タベースを運用したときには出来たての 8インチ倍密の
フロッピーディスクを 20枚ほど使いました．日本で最
初の魚類標本管理用データベースでした．以前，私はパ
ンチカードを使用して文献とヒラメ・カレイ類の標本を
探し出すシステムを作っていましたが，コンピュータの
情報量の多さと速さには驚かされました
松浦：標本構築も兼ねて色々な海域の魚類を研究した

と思いますが，きっかけはどのようなことだったのでしょ
うか？

尼岡：JAMARC（当時の海洋水産資源開発センター）
に水産資源学研究室の久新新一郎先生の知り合いがいま
した．JAMARCは世界各地で魚類調査をしていたので，
海域ごとに本を作ることになりました．そこでインド洋
や南シナ海で採集された魚類の冷凍標本を送ってもらっ
て，カラー写真を撮影し，同定ガイドを出版しました．
写真撮影は父の影響で大好きでしたので，大いに役立ち
ました．調査・研究をカバーする海域は熱帯域だけでは
なく，ニュージーランドやグリーンランドも対象になり

ました．その結果，世界各地の魚類標本を手に入れるこ
とができました．また，日本周辺の魚類については，水
産資源保護協会が中心になって本を出版することになり
ました．この事業は，北洋漁業が衰退したため，北転船
（北太平洋で操業した遠洋底引網漁船）を活用する一環
として行われたのです．九州・パラオ海嶺や東北沖の魚
類に関する大規模な調査が行われました．その結果，非
常に貴重な魚類標本を多数入手することができ，研究室
の標本（HUMZ：現在の北海道大学総合博物館所蔵魚類
標本）は充実し，その数は飛躍的に増加しました．
矢部：標本庫の拡充のために苦労されたと思いますが，

エピソードをお話し下さい． 
尼岡：標本や標本庫に関することは高知大学時代から

常に大きな問題でした．高知大学，京都大学，水産大学
校のすべてで標本の移動作業を行ったことがありました．
北大では最初，水産資料館（現在の水産科学館）付属の
プレハブの標本庫を使用していました．しかし，標本が
増大したため，あるとき床が壊れてしまいました．そこ
で，事務当局にかけあって床をコンクリートで補強した
のです．しかし，工事をするため，一時的に標本を学内
の別の場所に仮置きしなければなりませんでした．研究
室の院生や学部学生の協力を得て全員で作業しましたが，
それは大変で，泣かされました．
しかし，標本はどんどん増えていきます．そのため，

水産資料館の標本庫では収容しきれなくなってきました．
毎年提出していた標本館建設計画も思うように進みませ
んでした．偶然ですが，キャンパス内にあった北洋研究
施設が新しい建物に移ることになったため，旧北洋研究
施設の建物を標本庫として活用できることになりました．
当初は各研究室の倉庫として配分されることになってい
たのですが，事務長に説明したり，札幌の北大本学にも
話しに行ったりして幸い，学内の理解を得ることができ
ました．この建物は本格的な標本館として内外の多くの
研究者が利用しました．この標本館は 2000年に私が退
職した後，2016年に新しい標本館に建て替えられるま
で続きました．思えば，学部生，大学院生，最初の赴任
地下関，そして北大と，どこでも標本庫の引っ越しがつ
いて回りました．
松浦：最後に何かありましたら？
尼岡：私は 3人の先達に恵まれました．蒲原先生には

魚類の多様な面白さ，採集の楽しさを教わり，分類の手
ほどきを受けました．松原先生には解剖と系統類縁関係
についてと研究の厳しさについて学びました．岡田先生
には研究室のあり方を教えて頂きました．感謝申し上げ
ます．

（松浦啓一　Keiichi Matsuura：〒 305–0005　茨城県つく
ば市天久保 4–1–1　国立科学博物館　e-mail: matsuura@
kahaku.go.jp；矢部　衞　Mamoru Yabe：〒 041–8611　函
館市港町 3–1–1　北海道大学大学院水産科学研究院　
e-mail: myabe@fish.hokudai.ac.jp）
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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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