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北山 泰聖、高峰 大、水口 萌、八尾 夢子、今井 菜々子 

 

 【研究題目】 地域活性化を目指したプロスポーツの有機的連携に関する研究 

 

１．課題解決策の要約 

プロスポーツの活性化により、地域では世代を超える住民のネットワーク化や信頼関係の構築が進むこと

で、健康で豊かな生活（スポーツライフ）を送ることが期待される。現況は、各チームが自助努力により活性

化することが重要視されるが、本研究においては、有機的な連携活動を行うことが可能となれば、プロスポ

ーツはより活発化し地域の活性化へと昇華することが示唆された。 

よって、富山県におけるプロスポーツ連携の課題解決策を下記に集約する。 

1）地域のまちづくり施策と連動させる 

2）地域のブランド化、情報発信の強化ツールとして連携活動を位置づける 

3）スポーツと他文化（例：音楽、観光など）を融合させ、住民の生活に近しい存在となる。また、それらを

マネジメントする人材育成の事例を富山から発信する 

4）連携活動の推進母体として、自治体だけでなく、大学等の教育機関、地元企業（ソシオ会員含む）、ス

ポーツ関連団体による組織化を図る 

 

２．調査研究の目的 

本研究は、富山県におけるプロスポーツ振興が地域を活性化し、若者の地域に対する愛着心の醸成な

ど社会的効果を生む一助になることを提案するため、以下の目的で研究調査を実施する。 

1）富山県内のプロスポーツ（カターレ富山／J リーグ、富山グラウジーズ／B リーグ、富山サンダーバーズ／

独立野球 BC リーグ、以下「3 プロ」）の運営会社が抱える地域密着に関する課題を明らかにする。 

2）富山県知事政策局が実施する上記の 3 プロ連携事業において、参加する地域住民の意識（特に若年

層）を明らかにし、連携事業の成果や課題を明確化する。 

3）先進事例の収集などを踏まえ、3 プロが有機的に連携し地域活性化に向かうための方策を検討する。 

 

３．調査研究の内容 

1）富山県内３プロに対するインタビュー調査の実施 

プロスポーツの発展と地域活性化を視野に、それぞれの組織が抱える課題等について、半構造化面接

法によるインタビュー調査を実施した。それぞれインタビュアー2 名が 60～90 分程度で聴取した。 

（1）株式会社カターレ富山 対象：事業・運営部 A 氏 

日時および場所：2016 年 9 月 1 日（木） 富山大学スポーツマネジメント演習室 

（2）株式会社富山サンダーバーズベースボールクラブ 対象：事業運営担当 B 氏 
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  日時および場所：2016 年 9 月 12 日（月） 富山県高岡市内球団事務所 

（3）株式会社富山グラウジーズ 対象：マーケティング担当 Ｃ氏 

  日時および場所：2016 年 9 月 16 日（金） 富山県富山市内クラブ事務所 

 

2）『富山県プロ連携健康スポーツ推進事業』実行委員会へ  

の参画及び調査の実施 

 本研究では、2016 年度富山県知事政策局（以下、知事

政策局）が主管し、県内スポーツ振興施策の一方策として

展開している「富山県プロ連携健康スポーツ推進事業（以

下、プロ連携事業）」に参画することとした。具体的には、プ

ロ連携事業の一環である『3プロスポーツチーム交流イベント

とやまスポーツ FAN!FUN!大運動会 2016』に参加した県民

を対象にアンケート調査を実施した。 

調査の概要は以下の通りである。              写真 イベント内における調査の様子 

 

（1）日時／会場…2016 年 9 月 19 日（月・祝）／県民公園太閤山ランド ふるさとパレス ほか 

（2）方法…会場内における集合配布法を用いた自記式質問紙調査により大運動会終了後またはイベント会

場内に専用ブースを設置し（写真）、調査票を配布・回収した。 

（3）配布・回収結果（全体） 

 配布数 400 部、回収数 270 部（回収率 67.5％）、有効回答数 254 部（有効回答率 63.5％） 

（4）主な調査内容 

①基本的属性（性別、年齢、居住地）  ②応援するチーム    ③各種イベント印象評価 

④チームへの愛着              ⑤今後の観戦意図   ⑥希望するイベント内容 

⑦ファンクラブへの入会状況（非入会理由）     ⑧ボランティアへの興味関心 他、自由記述 

 

3）プロ（トップ）スポーツの有機的連携事業の先進事例に関する情報収集 

 プロスポーツや企業が所有するスポーツチーム（企業スポーツや実業団チームなどと呼ばれる）が連携す

る実績や施策などの先進事例・ノウハウを整理するため、プロスポーツや教育機関、自治体、NPO 法人など

を対象にベンチマークの要素を含む情報収集を行った。対象および日時は以下の通りである。 

（1）株式会社松本山雅（松本山雅 FC）  日時：2016 年 9 月 11 日（日）～9 月 23 日（金） 

（2）公立大学法人北九州市立大学地域戦略研究所、北九州市建築都市局スタジアム整備担当課 

  日時：2016 年 11 月 19 日（日） 

（3）NPO 法人トップスポーツネットワーク広島、広島市市民局文化スポーツ部スポーツ課 

   日時：2017 年 2 月 17 日（金） 

 

４．調査研究の成果 

1）富山県内プロスポーツの連携に対する課題認識 

インタビュー調査の結果から、富山県内の 3 プロ連携に対する共通課題は、以下の 3 点に集約できた。 

①ホームタウンを中心とする地域貢献活動の内容とそれらに対する県民（＝住民）の評価 

②プロスポーツの具体的な連携内容とその目標の不明確性 

③連携の組織化に向けたプロセスと体制 

 上記の 3 点に基づき本研究から明らかになった事柄について、結果を要約する。 

 

1）-1 ホームタウンを中心とする地域貢献活動の内容と地域住民の評価 

ここでは、本研究にあたり富山大学スポーツマネジメント研究室が 2016 年 6 月 12 日（日）に行ったカタ―
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レ富山の観戦者調査結果のデータを援用し、

検証することにした。 

結果、当該クラブの地域貢献活動に対する

地域住民の認知度が高いほど、その評価も高

い水準に及ぶことが推察された（図 1）。換言

すれば、3 プロの地域住民に向けた活動のう

ち、住民が賛同し地域活性化の一翼を担う内

容については、少なくとも 3 プロで参照される

べき内容やノウハウを有すること、またそれらの

認知度を高める施策の必要性を示唆するもの

となった。                                          χ2=39.834  d.f.=12  p<.001 

            図 1 カターレ富山の地域貢献活動の認知度とその評価の関連性 

 また、調査分析および収集した先行研究 

（中山健：プロスポーツクラブの社会貢献

活動が地域に与える影響に関する研究

―ジェフユナイテッド市原・千葉を事例に

―、2012 や阿部めぐみ・2016）等の結果から、  

地域貢献活動がプロスポーツに対するロイヤ

ルティを向上させ、それらのロイヤルティが

ソーシャル・キャピタル注 1）を醸成してコミ

ュニティへの帰属意識に正の影響を及

ぼすことが予想される。 

                                                     

                         図 2 プロスポーツクラブの地域貢活動から得られる各種効果（加藤・2016） 

上記を整理すると、プロスポーツによる地域貢献活動がホームタウンのコミュニティ形成に寄与しているこ

とが定量的に明らかになっており、カターレ富山を事例とするプロスポーツの地域貢献活動の認知と評価

は、ソーシャル・キャピタルの醸成に寄与し、地域コミュニティへの帰属意識を高め、観戦者のスタジアムの

再観戦意欲につながることがわかった。観戦者を対象とした調査結果ゆえ断定はできないが、観戦経験の

無い者においても、プロスポーツの地域貢献活動がチームへの高い求心力を持つと推察する（図 2）。 

 よって、3 プロ連携の目標には、地域貢献活動のノウハウの共有と地域住民に対する発信機能の検討、ま

た地域住民自身との接点を創出しニーズを探ること、などが挙げられよう。 

注 1）ソーシャル・キャピタル…本研究では「住民間、組織間のネットワーク、ネットワークにおける信頼関係と互酬性の 

規範を共有する社会関係」と定義している。 

 

2）富山県におけるプロスポーツ連携事業に対する地域住民の各種意識 

  上述のとおり、3 プロの連携による地域住民との接点や発信機能の拡充の視点から、本研究では富山

県におけるプロスポーツ連携事業イベントに参加した地域住民の意識について調査を行った。当該イベン

トは、3 プロから選手が集まり、事前に応募した地域住民と共に身体を動かし、直にコミュニケーションを図る

「大運動会」が用意され、その後は、一般参加者も参加できる飲食やクラブグッズなどの販売、３プロ所属の

ダンスチームによるパフォーマンスや、お笑いライブなどのイベントが開催された。 

 以下には、主に選手との接点が多かった「大運動会」に参加した地域住民の意識について報告する。 

2)-1 参加者の特性 

  当該イベントには、女性の参加が多く 62.2％となった（図 3）。また、主に親子を対象としていたため、19

歳以下の児童・生徒層（41.3％）や 40 歳代を中心とする保護者層が多くみられた（図 4）。平均年齢は 27.1

歳であり、一般的なプロスポーツ観戦者の平均年齢（30 歳代後半～40 歳代前半）を大きく下回った。日常
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の試合会場ではあまり見られない 10 歳代や 20 歳代などの若者との接点を創出できたことが一つの成果と

いえよう。なお、以降の分析では 50 歳代以上のサンプルが僅少のため表記を省略する。 
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図 3 サンプルの性別（％）                          図 4 サンプルの年代（％） 

 

2）-2 参加者の各種意識 

 （1）愛着心や観戦意欲について 

「プロの選手と直接触れ合っ

たことで、チームに対する親近感

や愛着心が感じられたか」を訊

ねると、81.9％の参加者が同意

していることが明らかになった

（「大変そう思う」「そう思う」の合

算）。また、「大運動会（プロ連携

イベント）に参加したことで、今

後、富山県のプロスポーツの試

合を観戦したいと思うか」を訊ね

ると、89.8％の参加者が、観戦  

    図 5 プロスポーツに親近感や愛着心を感じたか（％）               意欲を示している（「大変そう思う」 

                                             「そう思う」の合算）。 

当該イベントの事業目標を①

3 プロに対する興味・関心の喚

起、②ファンと選手の交流促進

を試合観戦のきっかけとする、③

富山県民をあげて応援をする機

運の醸成により、3 プロに対する

親近感や愛着心を増大させる、

④ファン層の拡大とプロ 3 チーム

の連携の強化、と提示していた

ことから、一定程度の成果が認

められる結果となった。特筆すべ

き点は、19 歳以下などの若年層 

          図 6 富山県のプロスポーツを観戦したいか（％）           の意識が非常に強いことにある。 

                                              今後、地域活性化を意図したプ
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ロスポーツの活動において若年層の求心は必須であり、若年層からすると地域の表象となるプロスポーツの

存在は、地域への愛着心を醸成することが前述からも推察されよう。 

 

2）-3 コミュニティと連携事業の必要性について 

 上述以外にも、参加者の約半数にはボランティアへの興味関心が認められ、特に 20歳代が顕著であった

ことから、若者の 3 プロを支援するコミュニティに対する積極性を喚起していると推察できる（図 7）。また、本

事業のようなイベントが今後も必要か訊ねると、9 割以上の参加者が望む傾向にあることから、地域住民の

ニーズを看取する必要性は高まる（図 8）。 
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図 7 ボランティアへの興味・関心（％）        図 8 当該事業（イベント）は今後も必要と思うか（％） 

 

3）プロスポーツの有機的連携に関する先進事例 ―ＮＰＯ法人広島トップスポーツクラブネットワーク― 

 地域活性化を視座におくプロスポーツの発展について、国内におけるベンチマークの要素を含む事例

調査を行った。本報告では、3 プロ連携の組織体制やシステム、活動内容等について示唆に富む、「ＮＰＯ

法人広島トップスポーツクラブネットワーク（略称；トップス広島。以下「トップス広島」）」について、インタビュ

ー調査の結果を整理したい。 

 

3）-1 組織化について 

 （1）目的と沿革 

広島市を舞台に活躍しているプロやトップレベルの企業等のスポーツチームが多数存在し、そのチーム

数は全国トップレベルである。これらのトップスポーツチームは、「すべての広島の人々が、すべての広島の

スポーツ（チーム・選手）を応援するような、郷土愛あふれる広島の実現や地域活性化に貢献すること」等を

目的に、競技種目の枠を超えてトップス広島を 2000 年に設立している。2004 年にはＮＰＯ法人として認証

され、参画するチームは競技活動の傍ら、地域におけるスポーツの普及・振興に関わる活動を行っている。 

 （2）組織体系と主な活動内容 

 トップス広島は、サンフレッチェ広島（Ｊリーグ）に事務局を置き、専従のコーディネータースタッフ（事務局

長）を中心に活動を行っている。参画するチームは 9 つあり、サッカー、バレーボール、野球、ハンドボール

男女、陸上、ソフトテニス、ホッケー、の各競技種目とも国内最高峰リーグに臨んでいる。広島市（スポーツ

振興を所管する部局である市民局スポーツ部スポーツ課）とも密に連携しているが、市は事業の予算化をし

ない代わりに市内 8 区に点在する各チームの広報や施設のネットワーク化、学校との結びつきの強化支援

にあたる。また、広島経済大学や安田女子大学の学生と連携し、イベント企画や広報誌の作成、HPの編集

協力依頼をしており、スポーツマネジメント人材、ひいては広島市の地域活性化を担う人材を大学とともに

養成している。 

 主な活動としては、「スポーツ振興」「子どもの健全育成」「まちづくりの推進」を柱に、スポーツ振興事業、

教育機関の行うスポーツ振興事業への協力、地域イベント・スポーツ大会などへの参加協力・運営支援、

児童養護施設の児童、心身障がい者等を試合・イベントに招待、市のイベント（例：平和通りで行うフラワー
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フェスティバル）への全面的・積極的な参画、などを行っている。特に、学校における指導者招へい事業は

綿密にスケジュール化や公平性が図られ、プロ選手たちがより多くの学校に訪問しやすい環境を創りあげ

ている。さらに、“プロ”の枠を超え文化財である広島交響楽団とサンフレッチェ広島、広島東洋カープの 3

者かなる「P３ HIROSIMA」を 2007 年に結成し、スポーツ・音楽の楽しさを広めるため小学校への訪問やイ

ベント参加など、幅広く継続的な事業展開を行っていることも特徴的といえよう。 

サンフレッチェ広島
（サッカー・Jリーグ）

事務局

JTサンダーズ
（バレー・Vリーグ）

ワクナガレオリック
（ハンドボール男子）

広島東洋カープ
（野球）

広島メイプルレッズ
（ハンドボール女子）

広島ガスバドミントン部

NTT西日本広島
ソフトテニスクラブ

中国電力
陸上競技部

コカ・コーラウエストレッド
スパークス（ホッケー）

NPO法人トップスポーツ
クラブネットワーク

＜目的＞
①スポーツ振興
②子どもの健全育成
③まちづくりの推進

＜予算規模＞
約1,000万円

チーム分担金、
賛助金（1口5万円）

P3

HIRO
SIMA

広島交響楽団

広島市市民局
スポーツ部スポーツ課

※施設の使用、学校に対す
るネットワーク支援
※予算化無し

広島経済大学
安田女子大学

※イベント企画、広報誌、
HPの編集協力

 

図 9 トップス広島の組織体系図（インタビュー調査より筆者作成）  

 

５．調査研究に基づく提言 

富山県における３プロの連携を契機とした地域活性化の短期的ビジョンとして、本研究結果から、１）地域

住民のニーズを掘り起こし、まちづくりの課題に共にアプローチできる事業づくり 2）継続的かつ効率的な連

携組織体制の構築と運営システムの開発、の 2 点を提示する。 

先進事例のように、地域の人々の手に（目に）届く場所にプロスポーツが存在し、日常生活に浸透するこ

とが目指される。学校授業や施設訪問、様々なスポーツイベント等の地域貢献活動は既に各チーム単位で

実行されており、それらに対する住民の評価も確認できるチームもあるが、他業務を兼任しつつ進めねばな

らないことが実情であり、全県かつ恒常的な活動は困難を極める。連携により広域ネットワーク化が図られ、

交流イベント事業から発展し、人的・物的資源の共有をもって多様な住民ニーズに応えることができる連携

活動を模索する必要がある。地域活性化と魅力的なプロスポーツづくりの実現には、行政・企業との連携が

不可欠であり、今回調査からは大学等の教育機関もその候補として挙げられた。よって、産・学・官コンソー

シアムによる組織作りと同時に、各チームや企業で行われている人材養成ノウハウを集積し、組織体制の中

心となるマネジメント人材開発も必要となる。 

また、中長期的なビジョンではプロスポーツの連携推進に留まらず、「健康増進」「交流人口の拡大」「地

域のブランド化・情報発信」「地域アイデンティティの創出」などの社会的効果を見据えることで、プロスポー

ツの連携意義はより一層高まるものと捉えられよう。 

 

６．課題解決策の自己評価 

富山県におけるプロスポーツの有機的な連携方策を検討することができた。研究継続上の課題と

して、視野を広げプロスポーツ以外のスポーツ関連団体（ステークホルダー）との関係性構築や、

地域住民のより深層的な意識等の把握・検討を挙げておく。 
6



 

 

平成２８年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研 究 成 果 報 告 書 

 

 

・学部，学科等名：経済学部 

・所属ゼミ等：専門ゼミ（農業政策） 

・指導教員：酒井富夫 

・代表学生：秋山祐人 

・参加学生：岩田耀、竹山賢、末永健、林ちなみ、佐々木崚太、高瀬慎之介、久崎啓太、

近藤大地、佐藤真紀子 

 

 

 【研究題目】 

 

１．課題解決策の要約 

提案する各課題の解決策は、次の通り。 

課題Ａ：コミュニティビジネスを起業化するためには、地域･地方の魅力を発信し、ドラマやアニメの舞台にし

てもらうことと提案する。 

課題Ｂ：新規就農を進めるには、政府によるさらなる所得助成の必要性、新規就農者も含めた地域事業等

によるコミュニケーション場を積極的につくること、農業に取り組みやすい形＝「半農半Ｘ」の就業形態を許

容することを提案する。 

 

２．調査研究の目的 

富山県内の農村地域、中でも中山間地域では、高齢化が激しく、人口減少（＝いっそうの過疎化）、世

帯減少（＝空き家の増加）が進行している。これにより農業の担い手はもちろん深刻であるが、地域社会自

体が衰退している。こうした地域を活性化させるには、地域課題を解決し、かつ、所得確保・就業の場の確

保が可能な事業体が必要であり、そうした性質をもつコミュニティビジネスの具体的提示が求められる。この

ような地域であれば、新規参入者の定着も期待できる。本調査研究では、農村地域活性化のため、富山県

の地域に適合したコミュニティビジネスを提案し、新規参入のあり方・条件を明らかにすることを目的とする。 

他方、学生に農村の実態を理解させることも一つの目的であった。これによって現実に立脚した学問の

重要性を認識させる。 

 

３．調査研究の内容 

ゼミ生は「コミュニティビジネスチーム」（5 名）と「新規参入チーム」（5 名）に分属し、調査

研究を推進した。社会経済問題は、まずは現実を知ることが重要であるため、県内朝日町に新規参

入者等の現状と課題について、特に新規就農者から生活状況や考え方について、共同で聞き取り調

査した。また、富山県が主催（ＮＰＯ法人グリーンツーリズムとやまが募集・運営）する「とやま

帰農塾」（大長谷塾－きのこ植菌作業等、砺波塾－球根植え付け等、黒部塾－押し寿司加工等に選

択して参加、１泊２日～２泊３日）に参加し、農家等に実際に上がり込み宿泊、中山間地域等の実

態を実体験し、現状と課題を聞き取りした。これらへの参加と「農業政策」講義や「農業政策」ゼ

ミでの知識をもとに、チームごとに議論し取りまとめた。 
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「コミュニティビジネスチーム」は、まずコミュニティビジネスの定義を明確にし、その特徴を

整理した。コミュティビジネスとは、「その地域が抱える課題やニーズを、地域資源を活用しなが

ら、ビジネス的な手法によって解決しようとする事業のこと」である。特徴として、活動形態（企

業に比べボランティア団体、任意組合、NPO が多い）、活動地域（広域での市町村単位での活動が

多い）、スタッフ（１０人未満が約５割）、活動分野（まちづくり系が多い。例：高齢者福祉、保

育など）、年間事業規模（1,000 万円以下が約５割）をあげている。その後、全国の事例を参考に、

その課題を整理した。課題としては、①人材不足（特に質的人材不足）、②資金不足（助成金への

依存大）、③ネットワーク不足（コミュニティビジネス相互の情報が不足）があり、それぞれの解

決方向を検討した。方向としては、①人材の質的向上、②資金の自立性確保（独自資金の確保）、

③コミュニティビジネス同士のメットワーク化により、情報交換の促進が必要と整理している。 

さらに身近な地域を対象にし、富山市のケースを検討している。富山市は、コンパクトシティ構

想を推進しているが、中心市街地に政策が集中すると、周辺の旧市町村・農村地域では居住環境が

さらに悪化する。富山市には、地区センターという他市町村にはない重要な行政拠点が散在してお

り、そこと連携したコミュニティビジネスができないかと検討した。 

 

「新規参入チーム」は、新規参入者のうち新規就農者に特に焦点をあてて調査研究を進めた。 

まず、新規就農の全国的な動向（アンケートによる）について整理した。就農地域としては、北

海道がもっとも多く、次いで関東、中四国、九州と続き、北陸はその次で相対的にそれほど多いと

はいえないが、近年、増加している。選択作目としては、野菜がもっとも多く、畜産、花卉が続き、

稲作はその次である。また、就農時に苦労した点としては、もっとも多いのが「資金の確保」であ

り、「農地の確保」、「住宅の確保」がそれに続く。さらに経営面で困っている点のトップは「所

得が少ない」であり、生活面で困っている点のトップは「休暇が取れない」であった。 

これらのアンケートから、以下の共通的な成功要因があるとした。 

①金銭的な不足克服（所得要因）：現在、政府は青年就農給付金制度をもうけている。これによ

れば、年間１５０万円／人が支給されるが、農業所得が増えることに助成金が減少し、しかも支給

は５年間だけである。政府の資金援助の不十分性を指摘する。 

②地域での信頼確保（地域要因）：就農者は、地域の人との人間関係に悩んでいる。もっとコミ

ュニケーションがとれるよう、地域の催しを行っていくべきと指摘する。 

③「農業」が好きであること（職業要因）：農業という仕事は、普通のサラリーマンと違う点が

多い。定時に帰れる職業ではないし、「自分を律して真面目に毎日コツコツとやらなければならな

い」とし、農業という仕事に対し、「気持ちがついていけるか」が成功要因の一つであると指摘す

る。これを可能にする形態例として、「半農半Ｘ」の就業形態をあげる。「半農半 X」とは、「戦後の

ライフスタイルの変化により、新しく誕生した農業形態の一つ」であり、「自分や家族が食べる分の食料は小

さな自給農でまかない、残りの時間は『X』、つまり自分のやりたいことに費やすという生き方」として注目して

いる。「農のある暮らしをしながら、自分が大切だと思うこと、大好きな仕事をすることで、精神的に苦痛がそ

れほど大きくなく、収入が減少しても、心豊かな暮らしできる」ということで就農、定住を選択するという。 

「新規参入チーム」は、各成功要因に対応して、政府によるさらなる所得助成の必要性、新規就農者

も含めた地域事業等によるコミュニケーション場を積極的につくること、農業に取り組みやすい形＝「半農半

Ｘ」の就業形態を許容すること、という課題解決策を導き出した。 

 

４．調査研究の成果 

上記の課題解決策の提示は主たる成果である。課題Ａの解決策は、若者らしく、アニメ映画「君の名は」

にヒントを得たものである。課題Ｂの「半農半Ｘ」の就業形態は私がヒントとして与えたものであるが、それを

「農業に取り組みやすい形」として位置づけたのは大事な視点である。 

また、以下のように、学生自身の成長につながった点も重要な成果であった。 
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第一に、今回のチームでの検討が、各人の課題解決能力を付ける契機になり、今後の卒業論文作成で

役に立つことと思う。両チームとも、まず現状を把握し、問題点・課題を明確にし、その課題をクリアーしてい

る事例に注目してきた。このような思考回路こそが重要である。 

第二に、「帰農塾」参加学生の感想レポートによると、学生らしい視線で、意外と強烈で繊細な感受性を持っ

ていること（日頃はほとんど自主的に話さない学生だが）、また、県内出身の学生でも県内の地域活動につい

て新しい発見を沢山していることに感心させられた。地域で活動している人の話を聞いて、自分もやがては地

元に役に立つ仕事をしたいという学生もいた。「帰農塾」参加によって、教室では絶対に教えられない、学生が

自分のなかで何か「気づき」があり、人間性が開花したのではないかと思う。 

 

５．調査研究に基づく提言 

上記、「課題解決策の要約」で記した内容をやや詳しく説明すれば、次の通り。 

課題Ａ：コミュニティビジネスを起業化するためには、地域･地方の魅力を発信し、ドラマやアニメの舞台にし

てもらうことと提案する。コミュニティビジネスにも課題があり、人材の質的向上、自立的な資金の確保、ネッ

トワークづくりなどに取り組むことを提言している。 

課題Ｂ：新規就農を進めるには、これまでの成功要因から次の三点が必要であると提言している。政府によ

るさらなる所得助成の必要性、新規就農者も含めた地域事業等によるコミュニケーション場を積極的につく

ること、農業に取り組みやすい形＝「半農半Ｘ」の就業形態を許容することを提案する。 

 

６．課題解決策の自己評価 

 課題解決のために学ぶという基本的な考え方、課題解決に向けた思考回路を身につけたこと、また、課

題解決よりは、まずは現状認識、問題点の把握が大事だということ等、大きな成果であった。さらに課外活

動において、人間性が開花するという大きな成果もあった。これらは学生にとっての成果であり、プラスに評

価できる。 

 ただし、まだ３年生ということもあり、課題解決策の提言というには、まだ情報収集が十分でなく、課題の把

握も他の研究に寄るところが大きく、当該地域独自の課題に答えるものには十分なっていない。これらはマ

イナスの評価であり、今後の調査研究上の課題として残った。 
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平成２８年度富山大学によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研究成果報告書 
経済学部経営学科 ４年 

所属ゼミ：堀江ゼミ 

指導教員：堀江典生 

代表学生：中野寧々 

参加学生：三橋秀平、古川大督、畑 龍人、内田実奈、丸山正幸 

 

１． 課題解決策の要約 

 

フィールドワークは対象となる地域を直接観察し、地域の環境、文化、社会集団を深く

理解しようとする試みである。地域外部の参加者が参加することにより、地域住民が普段

気づかない資源や魅力を再発見し、理解する契機にもなる。そして、その資源や魅力を地

域再生や資源保全活動につなげるにはどうすればよいか、フィールドサイエンスがその手

がかりになる。このプロジェクトではそうした観察者と郷土人との間の相互作用を重視し、

限界集落で開催するフィールドサイエンス座談会を通じて、私たち学生、フィールドサイ

エンスに係る研究者、限界集落の人々との間の協力により、フィールドサイエンスが地域

創生にどのように貢献できるかを考える。 

 

２． 調査研究の目的 

 

今や日本各地で地域創生となる事業が活発に行われている。地域によってやり方は様々

で、成功している地域もあればうまくいかない地域もある。そもそも地域創生とは何をす

ればよいのか、今一度問い直し地域創生のあり方を模索していくとともに、上記に述べた

フィールドサイエンスの効果を図るものである。 

「地方創生」は、第 2 次安倍政権で掲げられた、東京一極集中を是正し、地方の人口減

少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策である。こうし

た首都東京を中心とした中心—周辺関係のなかで考える格差是正の地域政策ではなく，地域

の寄り添った視点を，学生，そして，地域の活性化やコミュニティ維持に関わる様々な専

門家や活動家の方々，つまりは，多様な地域のステークホルダーの対話の中で確認するこ

と，それが私たちの研究の主眼である。私たちが，「地方創成」ではなく，「地域創成」と

研究を位置づけた理由はそこにある。 

地域の資源・魅力の再発見と維持には，地域関係者だけでなく，多様な年齢層，多様な

立場の連携が必要である。その実践として，富山市内の限界集落において，学生—研究者—

郷土人の連携を創出するために，本研究では，富山市八尾町の岐阜県境に接する限界集落

である大長谷地区の NPO 法人大長谷村づくり協議会と協働し，富山大学の学生，日本各地

において地方創成や地域おこしに取り組む専門家や研究者，そして，大長谷集落の住民ら

がフィールドサイエンス座談会を通じて語らい，対話を行うなかで，地域の魅力や価値を

確認し，政府主導でなく「民から」の地域創成のあり方を考えようとする研究である。 

 

３． 調査研究の内容 

 

 本調査研究の目的に照らし合わせ，学生—研究者—郷土人の連携を創出する場，観察者と

郷土人との間の相互作用を生み出す場を設定するために，NPO 法人大長谷村づくり協議会

と協働し，大長谷ふるさとセンターにおいて 2016 年 11 月 17-18 日に「ながたんフィール

ドサイエンス座談会」を開催した。 
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 企画・運営は，NPO 法人大長谷村づくり協議会の協力のもと，本学学生が中心になり，

行った。本プロジェクトに参加した本学学生は，中野寧々（経済学部 4 年：代表学生）、三

橋秀平（経済学部 3 年）、古川大督（経済学部 3 年）、畑 龍人（経済学部 4 年）、内田実奈

（経済学部 4 年）、丸山正幸（経済学部 4 年）である。 

 本企画に賛同し，山田孝子（金沢星稜大学・京都大学名誉教授）、関健次郎（公益財団法

人かごしま環境未来財団）、高橋そよ（琉球大学）、本村真（琉球大学）、藤本透子（国立民

族学博物館）、増田和也（高知大学）、趙芙蓉（国立民族学博物館）といった日本各地にお

いて地方創成や地域おこしに取り組む専門家や研究者が座談会に参加した。 

 調査対象である大長谷地区からは，村上光進（大長谷村づくり協議会代表）の他に，地

区住民の方々にご参加頂いた。 

 「ながたんフィールドサイエンス座談会」では，学生代表である中野寧々による企画説

明とこれまでの研究成果についての説明を行い，村上光進（大長谷村づくり協議会代表），

関健次郎（公益財団法人かごしま環境未来財団），高橋そよ（琉球大学）、本村真（琉球大

学）らの話題提供をもとに，座談形式で討論を行った。話題提供については，それぞれ座

談会終了後に話題提供内容を文章にして提供頂き，報告書（別冊版）に掲載している。ま

た，座談も含め，現地での討論の総括を山田孝子（金沢星稜大学・京都大学名誉教授）が

行い，これもまた，報告書（別冊版）に掲載している。 

 また，大長谷地区住民へのインタビュー調査を大長谷ふるさとセンターにて実施した。

特に，大長谷地区の次世代を担う若い年齢層とこれまでの大長谷地区の歴史・風土をよく

知る古老といった二つの年齢層でインタビューを行った。インタビューは音声データとし

て記録し，中野寧々がドキュメンテーションを行った。 

 さらに，参加学生からのフィードバックを吟味するために，参加学生には「ながたんフ

ィールドサイエンス座談会」の参加後に感想や新たに得た知見に関するレポートを提出し

てもらい，それぞれもまた，報告書（別冊版）に掲載している。 

 

４． 調査研究の成果 

 

本研究は， ＣＯＣ＋地域連携研究における企画「ながたんフィールドサイエンス座談会」

において，大長谷集落の住民，学生，そして，地域の活性化やコミュニティ維持に関わる

様々な専門家や活動家が集い，それぞれの立場から地域・コミュニティ維持の研究や活動

について話題提供を受けるとともに，それぞれの話題について相互に意見交換を行うなか

で，大長谷集落のあり方を反省し，また，大切に守るべき価値を確認しようとする試みで

あった。 

以下，座談会に参加し，私たちの活動の趣旨に賛同し，話題提供を頂いた方々から話題

提供内容に関するレポートを提供頂くことともに，特に，大長谷集落の方々から口述頂い

た様々な知見や座談会そのものへの感想を提供いただいた。また，学生が主体となった学

生参加による研究として参加学生からの本事業へのフィードバックをゼミにおいて検討し

ている。紙面の制約のため，本報告書にすべてを掲載することができず，それぞれの概要

に言及するにとどめている。別途，報告書（別冊版）を作成しており，詳しくはそちらを

参照されたい。 

本研究の学生代表である中野寧々は，卒論研究において実施した「ボーダーツーリズム」

参加によるフィールドワーク体験から，政府主導の地方創成という地域政策から外れた地

域における地域おこし，村おこしへの視点を持つべきとの提案をもとに，そうした辺境に

あり，過疎化が進み，政府主導の地域政策が及ばない地域が長く大切に守り維持してきた

「地域マインド」の発見には，学生や研究者も含め，様々な外部者と地域の人々との間の

出会いから生まれる地域価値の再発見が不可欠であると，論じた。 

 村上光進氏（大長谷村づくり協議会代表）は，大長谷地区の過疎化の歴史や地区再生に

向けたこれまでの様々な試みを紹介した。大長谷は富山市八尾町の深い山奥に位置する。

両端には白木峰、金剛銅山がそびえたち、山菜や岩魚が生息する。こうした自然の恵みを
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利用して大長谷集落では自給自足の暮らしをしてきた。しかし昭和の高度経済成長により

産業構造の変化に伴って、村の生活が、自給自足からお金を稼いで暮らしていく形式とな

っていった。昭和 35 年頃から過疎が進行。その要因はそうした生活様式の変化に加え、高

等教育の普及（村の高等教育機関の不立地）、現金所得の増大による住居の建て替えによっ

て中心市街地へ離村していく人々が出現してきた。さらに取り残されるものの不安が積も

り、地滑りのように過疎が進んだ。村上氏は高校卒業後、こうした過疎をなんとか食い止

めようとわずかな有志とともに立ち上がり，中山間地域の特性を生かしたキノコ栽培、山

菜加工場の新設、岩魚の養殖をはじめ農業形態の改築に取り組んだ。平成元年になると定

住促進の取組みが本格的に始まり、ふるさとセンターの営業も開始した。平成 20 年、市街

地住民との農村交流と地区活性化を目的として、キャンプ場、大長谷温泉、クラインガル

テン等施設を有効に管理運営する役割を担う“大長谷村づくり協議会”を設立している。

その他，主な事業としてきのこ・山菜教室、白木峰自然散策、農援隊（大長谷の土地に頻

繁に訪れ、農作業の手伝いと村人との交流を図る組織）の育成がある。このように自然環

境を保持したまま、村の振興につなげた活動を行っている。過疎化の進行を食い止めるた

めに村づくり協議会を立ち上げ、行政や外部組織など様々なステークホルダーとの交渉に

より、事業を立ち上げてきたものの，地区の「身の丈」にあった事業への回帰が重要であ

るとの認識を示した。 

 大長谷ふるさとセンターのシェフである村上恵美氏は，“村で生きるということ、村でで

きるということ”に関する私たちのインタビューに対し，大長谷地区で子供時代を過ごす

ものの，大阪で調理師とし修行した後に，大長谷地区に戻り，生きていく決心に至った経

緯を語った。様々な伝統料理を学び、この自然溢れた食材が採れる大長谷で人と人とをつ

なぐ担い手の重要性が示された。 

村の古老へのインタビューでは，村の歴史，中山間地の生計活動について，詳しく話し

を聞くことができた。インタビューは音声記録として残し，文章化し保管している。また，

本インタビュー調査の成果として，中山間地の生計活動については，報告書（完全版）に

おいて増田和也（高知大学）に詳細な報告書を提供頂いているので，参照されたい。 

各専門家からの話題提要として，関健次郎氏は鹿児島県にある公益財団法人かごしま環

境未来財団が管理運営を担うかごしま環境未来館（以下、環境未来館）での活動を発表し，

環境保全活動に取り組んでいる市民団体等を支援する環境未来館の取り組みを紹介すると

ともに，大長谷を反省し，交流人口による中山間地域のコミュニティ活性化の意義を提示

した。地域に根付く非営利団体がもたらす地域創生は組織自体の規模は小さいものの，そ

れがかえって地域住民との良好な関係が築きやすく，ミニマムな組織だからこそ地域の小

さな問題に目を向けることができる利点が強調された。 

 本村真氏（琉球大学）は大学や大学教員が施す地域創生の意義について、本村氏が所属

する法文学部において実施している研究プロジェクト「島嶼コミュニティにおける実践研

究」の実例を交えながら紹介していただいた。最近では産学官連携で地域おこしを行う各

大学のプロジェクトが散見されるが、そこでは実際、役場と大学の連携に踏みとどまって

いることが多く，また，そのプロジェクト実施期間のみ地域内が活発化するだけでフォロ

ーアップができていない実態を紹介し，大学や研究者が地域の「よそ者」としてどのよう

につきあっていくべきかを反省する話題提供となった。 

 高橋そよ氏（琉球大学）は、琉球列島の生物多様性と文化多様性を探求する研究を推進

するリサーチアドミニストレーターとして、地域環境に直接つながる研究分野をどうマネ

ジメントしていくかを考察し，地域研究には専門分野を超えた出会いの場の形成，情報を

共有する場の形成が重要であることを提案した。 

 

５． 調査研究に基づく提言 

ご参加いただいた各専門家の方々のレポート，および参加学生からのフィードバックを

もとに、それぞれの帰着点をまとめ、ここに結論として示したい。 
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【自然とコミュニティ】 

  農山漁村のある小さな地域では自然と隣り合って生き、共生していくこと育まれる地

域の価値観がある。こうした価値観をよそ者との対話のなかで発見・再確認する必要性が

あり，その対話の場の形成には，大学や学生の参加が有効である。 

 

【地域に即した人材育成の構築】 

 地域活性化にあたっては人々を束ねられる地元出身のリーダー的存在が重要なカギを握

る。村での生活を成立させうる経済的基盤確保のためのさまざまな事業を考え、実施して

いく卓越した行動力と、その行動力の背後に秘められた利他的精神が必要である。このよ

うな人材を創出する教育の基盤改革が求められており，地方貢献を行う大学のひとつの重

要な貢献となりうる。 

 

【地方政策や行政の恩恵が届かない地域の維持というあり方】 

 限界集落にあっては，かつて身近にあった行政機関は消滅し、地域の実情に目配りが利

かなくなっている。大長谷地区の事例は，NPO 法人を主体として，地域を維持するなかで，

地域本来の価値観を大切にし，決して大規模な開発やビジネスを思考するのではなく，「身

の丈」にあった静かな地域振興のあり方を提示している。 

 

【最終結論】 

 私たち学生が大長谷地区のような限界集落にとって「よそ者」であるとともに，地域に

かかわるアクターであることを考えれば，私たちの参与は、地域の実情や地域が守ってき

た価値を対話のなかで共有して初めて，地域コミュニティの形成・維持に調和をもたらす

参与者のメンバーシップを獲得できる。同郷人が守ってきた価値を同郷人自らが気づき，

よそ者との対話のなかでその価値を再発見・再認識し，その価値に基づいて協働すること

が，その地域コミュニティの維持につながる。コミュニティが必要としないよそ者の地域

活性化指南は，地域コミュニティの維持につながらない。 

 

６．課題解決策の自己評価 

 本事業によって，大長谷地区の再生や発展を私たちが提示できたわけではない。逆に，

私たちは，外部者がもたらす安易な解決策や開発への指南が，必ずしも地域のためになら

ないのではないかと反省する機会となった。 

 本事業の協働頂いた NPO 法人 NPO 法人大長谷村づくり協議会理事長である村上光進氏か

ら寄せられたレポート（報告書（完全版）に収録）で，村上氏は大長谷地区が富山大学学

生との邂逅によってもたらされる喜びとして，地域の価値の再確認を挙げておられた。解

決策の提示ではなく，気づきの場の提供もまた大学およびその学生が実施できる活動であ

ると考えられる。 

 本研究は，これをもって終了するものの，富山大学が地域創成に有益な交流の場，価値

再確認の場を提供していくことは，今後とも重要ではないかと私たちは考える。 
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平成 28 年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研 究 成 果 報 告 書 

 

 

・学部，学科等名 大学院理工学教育部 修士課程 

・所属ゼミ等  山崎研究室 

・指導教員  山崎裕治（大学院理工学研究部・理学領域・准教授） 

・代表学生  池田沙穂 

・参加学生  田村 萌 

   天岡 裕貴 

   古山 稜 

 

 

 【研究題目】 地域に根差した希少生物の保護を目指した生態学および遺伝学的研究 

 

１．課題解決策の要約 

 

①豊かな陸水生態系が残された氷見市をフィールドワークの対象地域として，氷見市との連携活動により，国

指定天然記念物イタセンパラ保護に向けた研究を展開した． 

 

②イタセンパラにおいて，集団存続における健全性の指標となる遺伝的多様性を評価した． 

 

③イタセンパラの共存魚類であるヤリタナゴと，ヤリタナゴが産卵のために用いる二枚貝等の共存生物につい

て，定期的な生態調査を実施し，生活史および生息環境を解明した． 

  

④廃校となった小学校校舎を利用した富山大学理学部・氷見市連携研究室（ひみラボ）を活動拠点として，研

究成果の公表を行った．  

 

⑤以上を通して，氷見市，ひいては富山県が有する豊かな自然を再認識し，地域や全国にアピールすること

で，学生の地域に対する理解の向上に資する活動を展開した． 

 

２．調査研究の目的 

 

 富山県は，標高 3000m 級の立山連峰から，水深 1000m を超す富山湾までを有し，これら高低差 4000m

が織りなす多彩な生態系を育んでいる．富山県の北西部に位置する氷見市には，周囲を囲む中山間地と

それに面した富山湾に育まれる豊かな陸水生態系が存在している．特に，氷見市の陸水生態系を象徴す

るイタセンパラ（コイ・フナの仲間の小型魚類）が生息する．このイタセンパラは，国指定の特別天然記念物

として保護されており，従来の保護活動において，氷見市は生態系に配慮した保護池の造成など，全国で

も先駆的な取り組みが注目されている．また，イタセンパラの仲間のタナゴ類（ヤリタナゴなど）や，それらが

卵を産み込む二枚貝も生息しており，多彩な陸水生態系を構成している． 

 しかし，このような富山県や氷見市において，近年の人為的な環境改変や気候変化に起因する生態系の

衰退が危惧されており，イタセンパラ等生物の生息環境の悪化や消失，あるいは生息個体数の減少が懸

15



念されている． 

 そこで本研究では，イタセンパラおよび共存生物の保護を目的として，氷見市におけるフィールドワークを

伴う生態学的研究および遺伝学的研究を展開する．特に，イタセンパラの遺伝的多様性の評価，ヤリタナ

ゴと共存二枚貝の生活史や生息環境の把握を行う．また一連の活動を地域密着型活動として展開するた

めに，廃校となった小学校校舎を利用した富山大学理学部・氷見市連携研究室（ひみラボ）を活動拠点と

し，得られた成果の公表も行う．以上を通して，氷見市，ひいては富山県が有する豊かな自然を再認識し，

地域や全国にアピールすることで，学生の地域に対する理解の向上を目指す． 

 

３．調査研究の内容 

 

①イタセンパラの遺伝的多様性評価 

 遺伝的多様性とは，生物多様性を構成する要素の 1 つであり，その生物がもつ遺伝的特徴の複雑さを意

味している．一般に，この値が高いほど，その生物が多彩な環境やその変化に対応できる可能性が高いこ

とを示しており，集団存続における健全性の指標とされている．そのため近年では，希少生物を保護する際

には，遺伝的多様性の評価が求められている．そこで本研究では，国指定天然記念物イタセンパラの保護

池における遺伝的多様性の評価を，マイクロサテライト分析法を用いて行った． 

 氷見市においては，従来から保護池（旧保護池）を造成しており，筆者らも遺伝的多様性分析に協力して

きた．一方，昨年度，新しい保護池（新保護池）を造成していたが，そこに放流された集団の遺伝的多様性

評価はなされていなかった．そこで本研究では，新保護池集団を対象とした分析を行い，それを旧保護池

と比較した． 

 分析においては，２０１５年に氷見市教育委員会から提供されたイタセンパラの鰭の一部を用い，そこから

DNA を抽出し，マルチプレックス PCR 法を用いたマイクロサテライト分析を行った．その後，遺伝的多様性

の指標となる平均ヘテロ接合度を算出した． 

 

②ヤリタナゴの生活史 

 氷見市を流れる上庄川の支流において，月に 2-4 回のフィールド調査を行った（写真 1）． 

 調査においては，魚を捕獲するためのセル瓶を河床に設置し，2 時間後に回収し，魚を得た．魚を，活魚

状態でひみラボに移送し，標準体長等を記録した．また，各個体が産卵可能な状態であるかを明らかにす

るために，雄個体においては精子保有の有無を，雌個体については，卵の有無および卵を二枚貝に産み

込む際に使用する産卵管の長さを計測した．一連の計測が終わった個体については，再び採集地点に放

流した． 
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 得られた標準体長を月ごとにまとめ，頻度分布図を作成した．その後，コホート（年齢群）に分割を行い，

各コホートにおける標準体長の平均値の月間推移を調べた． 

 

③ヤリタナゴの産卵環境と二枚貝利用 

 ヤリタナゴの産卵環境と卵を産み込む二枚貝の利用状況を明らかにするために，上庄川の支流におい

て，ヤリタナゴにおける産卵期の盛期と考えられる 6 月に，フィールド調査を実施した． 

 調査において，流程 30m 区間に，均等に 50cm 四方のコドラートを設置した．各コドラートにおいて，二枚

貝の有無を確認し，採集した二枚貝は，ひみラボに持ち帰った．また，各コドラートの環境を評価するため

に，水深，流速，および底質を記録した．底質として，最も粒径の細かい粘土質を得点１とし，粒径が粗くな

るにしたがって得点を上げ，コンクリート護岸を得点 7 とした． 

 ひみラボにおいて，各二枚貝の種判別および殻長の計測を行った後，二枚貝をわずかに開口させ，ヤリ

タナゴの卵を保持しているか否かを確認した（写真 2）．計測後，二枚貝は調査地に放流した． 

 得られた情報に基づいて，ヤリタナゴが利用する二枚貝の種類の特定を行った．また，決定木分析を用

いて，ヤリタナゴの卵を持つ二枚貝の生息環境を評価した． 

 

４．調査研究の成果 

 

①イタセンパラの遺伝的多様性評価 

 イタセンパラの遺伝的多様性分析を行った結果を図 1 に示す．図１は，自然河川の万尾川，旧保護池，

新保護池のそれぞれの集団における遺伝的多様性（平均ヘテロ接合度）を示している．また万尾川と旧保

護池においては，２年毎の推移を示している． 

 従来，イタセンパラが継代飼育がされてきた旧保護池の集団における遺伝的多様性は年とともに減少し

ていることが示されていた．これに対して，新保護池は，３つの池（A-C）から構成されており，これら集団の

遺伝的多様性は，その放流個体の由来である万尾川集団の遺伝的多様性と同程度の値であることが示さ

れた． 

 

 

 

 この結果は，新保護池の集団における遺伝的多様性の程度が，自然河川（万尾川）の集団の値とほぼ等

しく，新保護池集団は，自然状態と同等の健全性を有していることが示唆された．しかし今後，継代飼育が
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続くことで，旧保護池の集団のような遺伝的多様性の低下が懸念される．これに対して，新保護池では，自

然河川の集団からの個体の導入や，３つの池（A-C）の間で，個体を交換することにより，遺伝的多様性の

低下を防ぐ取り組みが必要である．その効果について，今後も継続的な評価が必要である． 

 

②ヤリタナゴの生活史 

 ヤリタナゴのフィールド調査の結果明らかになった体長頻度分布とコホートの推移を図 2 および図 3 に示

す． 

 図 2 において，調査期間を通して，標準体長 10mm から 70mm の個体が確認された．いずれの月におい

ても，体長頻度分布には複数の山が認められ，コホート分割の結果，2-3のコホートが認められた（図 2の山

型曲線）．例えば，7 月の調査においては，3 つのコホートが確認され，最も小さいコホートの平均体長は，

20mm 弱であった．この最も小さいコホートの平均体長は，月を追うごとに大きくなり，11 月の調査では約

30mm となった． 

 本研究およびこれまでに行った研究において，本調査地のヤリタナゴにおける産卵期は主に 4 月から 7

月までであることが明らかになっている．一般に，タナゴ類の卵は，二枚貝に産み込まれた後，約 1 か月後

に仔魚となって泳ぎ出ることが知られている．これらのことから，本研究において 7 月から認められたコホート

は，2016 年に生まれた個体（0 歳魚）によって構成されていると判断される．加えて，これまでの研究も踏ま

えると，標準体長の小さい順に 2 つ目のコホートが 1 歳魚，3 つ目のコホートが 2 歳魚であると考えられる． 

 

 

 

 次に，図 3 において，各コホート（年齢群）の標準体長の平均値の推移をみると，0 歳魚では，いずれの月

においても標準体長の増加が認められた．この結果は，0 歳魚が調査期間を通して，正の成長をしているこ

とを意味している．一方，1 歳魚においては，9 月以降，目立った体サイズの変化は認められなかった．この

ことから，秋季における成長の停滞が示唆されるが，2歳魚の動向と併せて，今後詳細な研究を継続する必

要がある． 
18



③ヤリタナゴの産卵環境と二枚貝利用 

 調査の結果，合計 44 個体の二枚貝が採集され，このうち，40 個体がヨコハマシジラガイ（殻長：

26.6-62.1mm），4 個体がドブガイ属貝類（殻長：41.9-81.9mm）であった．そして，ヤリタナゴの卵あるいは仔

魚を保持している二枚貝は 6 個体確認され，すべてヨコハマシジラガイであった． 

 そこで，ヨコハマシジラガイが利用する環境を決定木分析で推定した結果を図 4 に示す．図 4 において，

ヤリタナゴの卵を保持するヨコハマシジラガイが利用する環境には，水深と底質が影響していることが示され

た．すなわち，水深が 62.3cm よりも浅い環境を利用し，底質は得点 4.5（中礫と大礫の中間に相当）を境と

し，礫が細かい底質（<4.5）において，ヤリタナゴの卵を保持する二枚貝が比較的多かった． 

 

 

 

 以上のことから，ヤリタナゴは，水深が浅く，中礫よりも細かい河床材料を持つ礫底に生息するヨコハマシ

ジラガイを，産卵に利用する傾向があることが示唆された． 

 

５．調査研究に基づく提言 

 

①イタセンパラにおける遺伝的多様性研究において，保護池における長期の継代飼育は，遺伝的多様性

の劣化を引き起こす危険性があることが示された．一方で，新規に造成した保護池に導入された集団の遺

伝的多様性は，自然河川の集団の値と同程度であったことから，今後は，数世代ごとに，自然河川から新

規個体を導入すること，および池間で個体の交換を行うことで，高い遺伝的多様性が維持できる可能性が

示唆された． 

 本研究に基づき，イタセンパラに限らず，多くの希少生物において遺伝的多様性を評価すること，そして

遺伝的多様性の推移を追跡調査すること，さらには，新規個体の導入や交換など，積極的に遺伝的多様

性を維持することの重要性が示された．この研究結果は，希少種保護に貢献するものであると判断される．  

 

②ヤリタナゴの生態調査において，年齢推定，成長パタン，そして繁殖期を明らかにすることができた．また，

その推移を追跡することで，季節や年齢によって，成長パタンが異なることが示された． 

 このことは，ヤリタナゴに限らず，希少生物を保護するためには，その基礎資料として対象生物の成長などを

把握し，特にその季節変化や年齢に伴う変化を明らかにすることの重要性を示したものである． 

 

③ ヤリタナゴの産卵生態と二枚貝の利用環境の調査によって，共生関係にある両者の間には，生息環境の

決定においても相互作用を持つことが示唆された． 
19



 このことは，希少生物を保護する際には，対象生物だけではなく，それを取り巻く共存生物の情報についても

把握することの必要性を示すものである． 

 

④以上の一連の研究は，主に修士論文研究として，学生が主体的に遂行したものである．本研究のように，そ

の地域を象徴する生物や，保護の必要な希少生物を対象とした研究を，特にフィールド調査を含めて実施す

ることは，当該学生における地域の自然環境に対する理解度の向上に加えて，知的好奇心を湧き立たせる上

で重要であると考えられる． 

 

６．課題解決策の自己評価 

 

 今回取り組んだ研究は，これまで，いずれもその重要性が指摘されながら，実施されてこなかった研究であ

る．特に，地道な継続調査，フィールド調査に基づく研究により得られた成果は，対象生物の理解を深め，そ

れを保護する上で重要な示唆を与えるものである．希少種は，地域の象徴的な生物として，昔からその地域に

密接に関わっていることが多い．そのため，そのような生物の研究に，学生が取り組み，全国規模の学会で発

表するとともに（写真 3），地域向けの普及啓発活動に参加するなど（写真 4），これら一連の活動を通して多く

の知識や経験を培うことは，学生にとって地域に対する魅力や関心が高まり，学芸員や教員として富山に定着

する上での一助となり得ると期待される．また，社会に出た後も，地域に目を向けることの重要性を養うことにつ

ながったと判断される． 

 以上を通して，本研究は，地域の資源を活用した学術研究だけではなく，学生教育においても，極めて有益

で，意義深いと評価できる．  
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平成 28 年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研 究 成 果 報 告 書 

 

 

・学部，学科等名 理工学教育部 生物圏環境科学専攻 

・所属ゼミ等 環境化学計測第Ⅱ講座 

・指導教員 張 勁 

・代表学生 片境 紗希（生物圏環境科学専攻 修士課程 1 年） 

・参加学生 田代 裕慶（生物圏環境科学専攻 修士課程 1 年） 
      増田 亮介（生物圏環境科学科 4 年） 

 

 【研究題目】 

清流庄川 

～ 一級河川が作り出す美しい自然・清らかな水を“科学”する ～ 

 

 

１．課題解決策の要約 

 

国交省による河川の調査（平成 24・25 年全国一級河川の水質現況）で、富山県西部を流れる庄

川は『水質が最も良好な河川』に選出されている。また、庄川周辺には名水と呼ばれる地下水や湧

水が多く存在し、豊富な水資源に恵まれている。そこで、庄川の「きれいでおいしい水」を今後も

持続的に利用していくために、本研究では庄川扇状地の河川水及び地下水、名水を対象とし、水の

起源の推定及び水の水質やおいしさの評価を行った。その結果、庄川の河川水の起源はブナ林の森

林地帯であると推測され、ブナ林を保全することが庄川の「きれい美味しい水」の保全につながる

ことがわかった。さらに、水のミネラルバランスからみる水のおいしさの評価では、庄川河川水及

び庄川周辺の名水、砺波市地下水は、すべて「美味しく健康的な水」に分類された。 

 

 

２．調査研究の目的 

 

 富山県は豊かな自然環境があり、水資源も非常に恵まれている。環境省（旧環境庁）が昭和と平

成に選定した『名水百選』に、富山県内では合計 8 ヶ所選出されており(1),(2)、これは熊本県と並

んで全国 1 位である。また、今回の研究対象地域がある砺波市は、東洋経済新報社が毎年独自に公

表している『住みよさランキング』(2016)において全国 3 位(3)に輝く、魅力ある都市の一つである。

さらに、砺波市付近を流れている庄川は、国交省による河川の調査（平成 24・25 年全国一級河川

の水質現況）で、『水質が最も良好な河川』に選出されている一級河川で(4),(5)、その周辺には名

水と呼ばれる地下水や湧水が多く存在し、豊富な水資源に恵まれている。しかしながら、工業用や

冬期の消雪を目的にした地下水の利用量が増加しており、それに伴って一部の名水では湧出量の減

少も報告されていることから(6)、これに対する具体的な調査や対策が必要となってきている。また、

平成 26 年 7 月 1 日には「水循環基本法」が施行され、これに伴って環境省では、官民連携による

「Water Project」(7)を発足し、水環境の保全の重要性や正しい情報の発信などを行っている。こ

れらのことを踏まえると、水循環の維持や回復のための取り組みを、積極的に推進することが、現
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在の社会的に求められている。そこで、富山県内及び庄川周辺の水の豊かさを科学的根拠に基づい

て評価し、これからも持続的に利用していくために、本研究では、①溶存成分分析による水の水質

やおいしさの評価、②同位体分析による水の起源の推定を行うことで、庄川水系の水保全方法を提

案することを目的とした。 

 

 

３．調査研究の内容 

 

夫婦滝源流 1 地点（写真 1〜写真 4）を含む庄川扇状地へ流れ込

む河川水の 6 地点と、庄川扇状地に分布する地下水及び名水の 46

地点の合計 53 地点を対象とした（図 1）。このうち一部の地点デ

ータは、本研究室において過去に実施した岩竹（2013 年修論）及

び水畑（2014 年卒論・2016 年修論）を引用した。また、名水の 2

地点は、浅井ほか（2008）(8)を引用した。 

 試料の分析は、現場測定(水温, pH, EC, ORP)を行った後、実験

室にて溶存主成分である陽イオン Na+,K+,Ca2+,Mg2+、陰イオン

Cl-,NO3
-,SO4

2-,HCO3
-、及び SiO2 の各成分と酸素・水素同位体比を

測定した。そして、溶存主成分は水質及びおいしさの指標とし、

酸素・水素安定同位体比は起源の指標として用いることで、庄川

水系の水循環の解析を行った。 

 

 

４．調査研究の成果 

 

①庄川の水質と供給源 

庄川の上流〜下流の水質をヘキサダイヤグラムで表すと、すべ

ての地点で重炭酸カルシウム型（Ca-HCO3）を示し、その主成分の

濃度は上流と下流でほぼ同じであることが明らかとなった(図

2)。この水質は、日本の水で最も一般的な水質である。また、起

源の指標として用いた酸素同位体比をみると、水質と同様に上流

から下流まで類似した値であった。これら 2 つの特徴をまとめる

と、庄川は上流部の水が、成分等がほとんど変化することなく、

そのまま下流へ流れていると考えられた。さらに、酸素同位体比

から、河川水の起源となる涵養標高を式（1）(9)を用いて算出した

ところ、庄川上流部の採水地点の付近にある夫婦滝源流標高（約

920m）と類似していることが明らかとなり、この標高周辺の植生

はブナ林が優先していた(10) (図 3)。これらのことから、庄川

の河川水の起源はブナ林が多く分布する森林地帯であると考えら

れた。 

 

δ18O＝-(0.00236±0.00016)h-(8.68±0.22) … 式(1) 

                        h：河川の集水域の平均高度 

 

 

 
図 3：夫婦滝の集水域 
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②庄川と地下水の関係 

庄川の河川水と庄川扇状地の地下水との関係性を評価するために、河川水が地下水においてどの

程度の割合を占めているかを式（2）を用いて算出した。 

 

 

 

 

 その結果、特に庄川付近の地下水は、庄川河川水の割合

が高いということが明らかとなった。また、地下水の酸素 

同位体の季節変化から、庄川の酸素同位体比の値と近くな

る地点が夏にかけて増加することもわかった。これは、春 

に庄川へ流入する雪解け水が、夏にかけて地下へ浸透して

いることが示している。さらに、酸素・水素同位体比をそ 

れぞれプロットしたグラフ（図 4）から、庄川付近に存在

する名水は冬の雪と夏の雨の中間に位置することがわかっ 

た。これは、名水が、夏の降雨と春の雪解け水が 1：1

でよく混合した水であることを意味し、雪解け水が地下

に浸透しているという推察とも同調的な結果であった。 

 

 

 さらに、砺波市が実施している地下水頭・地下水質調査におけ

る、平成 7 年〜平成 28 年の間の連続データをみると、砺波大橋で

採水された庄川の水質は、過去 22 年間において、溶存成分のバラ

ンスについては大きく変化がないことが明らかとなった(図 5)。

年によっては、外れ値のような点もあるが、pH や電気伝導度の連

続データをみると、1 年間の中で季節変化があり、その変化のパ

ターンも年によって異なることが要因であると考えられた。した

がって、庄川では溶存成分のバランスが大きく変化しない程度に、

水質の季節変化があるということが示唆された。 

また、庄川付近で、庄川の水質と非常に類似していた地下水が

あり、こちらも庄川の河川水と同調的な結果であった(図 5)。こ

れは、庄川の水がよく浸透していることが考えら、砺波市付近に

おける庄川からの浸透水の流動速度が 5〜9m/日(11)と比較的速い

という報告と一致する。さらに、岩竹ら(2013)(12)は、2000〜2011

年の約 10 年間において、庄川から庄川扇状地への浸透量は増加し

ていると報告している。このことからも、庄川扇状地の地下水は、庄川から受ける寄与が大きいこ

とが示唆される。したがって、砺波市が実施している河川水・地下水の連続モニタリングは、庄川

扇状地の水循環を維持及び保全していくために、非常に重要な取り組みであると言える。 
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③水のおいしさの評価 

おいしさを決める要素は、水温、溶存成分、風味

など多様である。今回は、水のミネラルバランスに着

目し、橋本ら（1985）が提唱した 2 つの指標(13),(14),(15)

を用いて様々な飲料用水の評価を試みた。1 つ目は

「水の味の指標（式(3)）」を表す O-Index で、“水

をおいしくする要素”と“苦味・渋味”のバランスが

『おいしさ』を決めるというものである。そして、２

つ目は、「健康（脳卒中のリスク）を考慮した指標（式

(4)）」を表す K-Index で、カルシウムイオン濃度が、

ある程度ナトリウムイオン濃度よりも高いと、脳卒中

になるリスクが低い、つまり、健康に良いと考えられ

るという指標である。この２つの指標を組み合わせで

使うことで、図 6 に示すように、「美味しく健康的な

水」、「美味しい水」、「健康的な水」、そしてどち

らにも属さない水の 4 つのグループに分類すること

ができる。そこで、全国から選出した 11 ヶ所の水道

水、エビアン、砺波市の地下水、富山県の一部の地下

水、熊本県の地下水、庄川周辺の名水 4 ヶ所(不動滝

の霊水、脇谷の水、JA 佐野の湧水、誕生寺の誕生水)、

そして、庄川河川水 2 ヶ所(雄神橋、大門橋)の合計 

33 地点の水を分類したところ、富山県のほとんどの水が「美味しく健康的な水」もしくは「美味

しい水」に分類された(図 6)。 

 

 

５．調査研究に基づく提言 

 

本研究の結果から、以下の 3 つのことが示された。 

 

  ① 水質と同位体分析の結果から、庄川では上流部の水がほとんど変化することなく、下流部へ 

   流れていると考えられ、その起源はブナ林の森林地帯であることが示唆された。 

  ② 酸素同位体比の結果から、庄川付近の地下水は、庄川河川水の割合が高く、春の雪解け水が 

夏に流入しているこが示唆された。また、庄川付近の名水は、夏の降雨と春の雪解け水が 1 

：1 でよく混合していることが明らかとなった。 

  ③ ミネラルバランスからみる水の評価を行った結果、砺波市地下水、庄川周辺の名水、そして 

庄川河川水は、すべて「美味しく健康的な水」に分類され、その他の富山県内の水も同様の 

結果となった。 

 

 これらのことから、庄川水系の起源と推測されるブナ林の管理・保全を行うことが、“おいしく

きれいな”水を保全することにつながると言える。これに加え、気候変動や地下水利用量の変化に

よる水質悪化や地下水位の低下を防止するために、庄川水系の河川水、地下水の連続的なモニタリ

ングが必要である。 

 

 

 

… 式(3) 

… 式(4) 

図 6 ： 水のおいしさのグループ  
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６．課題解決策の自己評価 

 本研究では、水の起源の推定及び水の水質やおいしさの評価を行うと同時に、庄川水系の水保全

方法の提案を目的とした。結果として、ブナ林の保全など具体的な保全対象の提案を行ったが、今

回のデータは、限られたシーズンの結果であり、庄川水系の水循環を十分に評価できたとは言えな

い。今後の展望として、過去から現在にかけての庄川水系の連続データと土地や水の利用状況など

の変化を解析することで、庄川水系の時系列的に連続的な水質の特徴を捉え、科学的根拠に基づい

て庄川水系の水循環の評価を行っていく予定である。その評価をもとに、持続可能な水利用のより

具体的な対応策を提案していきたいと考えている。 
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 【研究題目】 雷の被害軽減の為の新規技術の開発と活用 

 

１．課題解決策の要約 

 富山県は全国有数の落雷の多発地域で,夏の熱雷に加えて,冬には(日本海沿岸部に特有の)冬季

雷が発生し,年中雷被害の危険がある.落雷の社会基盤への影響は大きく,国内の年間被害額は 2000

億円を越え,富山県でも甚大である.被害軽減の一つとして,雷電流を地面に導く接地(ｱｰｽ)がある

が,落雷後の電流の伝播は研究が難しく,接地の有用性の検討もあまり行われていない. 

 我々は,雷電流(の強い磁場）を物質の磁化に記憶させる独自に開発した方法で,雷の研究に取り

組んできた.そして今回,雷の記録となる人工試料(磁化ｾﾝｻ)を作り,大地･建物での雷電流を探るこ

とを考えた.磁化は数 10 年後も残り,落雷の事後調査,有効な避雷対策にも利用できる. 

２．調査研究の目的 

 磁化ｾﾝｻを用いて,高層建造物等での落雷(電流)ﾓﾆﾀ法と,接地への応用の研究を行う. 

 

３．調査研究の内容 

 富山県の,小矢部市･ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ(118m 高),入善町･風力発電施設(104m)を対象に,磁化ｾﾝｻを設置

して雷のﾓﾆﾀを行う.両対象では毎年,落雷による機器故障等の被害が起きている.本稿では,小矢部

市ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰでの研究結果を報告し,またﾛｹｯﾄ誘雷による研究にも触れる.研究の為の磁化ｾﾝｻ(図

1)は,7cc のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽに石膏と磁性鉱物を水に溶かして入れ,固化させて作った. 

(1)ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ(図 2)は,県内最高の展望ﾀﾜｰで,小矢部市のｼﾝﾎﾞﾙとなっている.研究の為,磁化ｾﾝｻを

図 2C,D の,①ﾀﾜｰ屋上(高さ 118m),②屋上下外周(104m),③中空階(24m) に設置した(各場所 50-100

個).ｾﾝｻは,風で跳ばない様,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸや巻付ﾁｭｰﾌﾞを自作工夫して固定した. 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1. 磁化ｾﾝｻ  図 2. A,B：小矢部市ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ,C,D:磁化ｾﾝｻの設置場所 
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(2)ﾛｹｯﾄ誘雷での研究 

石川県羽咋郡のｷｬﾝﾌﾟ場で,2016年 1月に,ﾛｹｯﾄを雷雲めがけて打ち上げて雷を落とす実験が行わ

れた.同実験は,2010年冬にも行われ,その時は実験地から数 10mの松の木へも落雷している(4.2節

の図 4a).2016年の実験の際,落雷点(接地棒)の周りに磁化ｾﾝｻを配置した.そして,実験後の 2016年

夏･秋にｾﾝｻを回収し,また周囲土壌も採取して,それらの磁化を研究した. 

 

４．調査研究の成果 

4.1.小矢部ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰでの結果 

図 3 は,昨年冬の約 3 ｹ月間,設置し回収した磁化ｾﾝｻの測定結果を示している.図中のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄは

支柱を示し,A,B,Cは外柱,それ以外は内柱である.ﾀﾜｰ 3地点のｾﾝｻ設置場所(図 2C)で,外柱は鉛直方

向につながっている.各場所での,3 個のｾﾝｻの平均の磁化方向(水平成分)を,矢印で示した. 

①屋上階     ②屋上下外周      ③中空階 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 各場所の磁化ｾﾝｻの磁化方向と電流経路推定. 

 

 ｾﾝｻの磁化方向は,①屋上階の内柱 AB,BC 以外では,時計回りの回転を示し,雷の電流でｾﾝｻは磁化

していた.これは,下向きの電流が作る磁場に対応し,落雷後の電流は 3 本の外柱を,上から下へ伝

わったとわかる.ﾀﾜｰの屋上には避雷針が設置され,それは外柱の A,B に接地線でつながれ地中へ雷

電流を導く設計となっている.しかし図 3 をみると,外柱 B と内柱にも同様に雷電流は流れている.

電流の強さ(ｾﾝｻの磁化強度)も,外柱 A,B が特に強くは無かった.また,屋上階の内柱 AB,BC のｾﾝｻの

磁化方向は,時計と反対周りで,雷電流は,他の場所とは逆に,下から上へ流れたとわかる. 

 以上の結果より,磁化ｾﾝｻでﾓﾆﾀされた,ﾀﾜｰの避雷針へ落ちた雷の電流は,本来通るべき接地線か

ら,A,B 外柱の鉄骨を(大部分)通るということはなく,ﾀﾜｰ内の鉄骨を自由に流れて,屋上階では,逆

流もしていたとわかった. 

 この時の落雷について,北陸電力の LLS 観測ﾃﾞｰﾀで調べると,12 月 4 日にﾀﾜｰから北 900m 付近で

雷(14kAの電流)があった.LLSの推定落雷点は 1km程の誤差があるので,この雷がｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰへ落ち

た雷と結論する. 

 

4.2.ﾛｹｯﾄ誘雷での研究 

(1)接地棒周囲の磁化ｾﾝｻの磁化 

磁化ｾﾝｻの磁化は,接地棒(誘雷点)の周りで反時計回りの分布を示した.これは,地面から雲に向

かう雷の電流で,試料が磁化したことを表している(図 4). 
 

 
 
 
 
図 4.左:ﾛｹｯﾄ誘雷実験  中央:誘雷地の様子 右:磁化ｾﾝｻの回転分布と雷電流の流れた向き. 
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(2)ﾛｹｯﾄ誘雷点周囲の土壌(40cm 深度)の磁化 

土壌の磁化は,図 5の様に,深度 10,20,40cmでは西方向を向き,磁化ｾﾝｻと同様に,落雷で磁化して

いた.一方,深度 30cm の磁化は,北方向を向き,雷の磁化で無く地磁気の記録となっていた.土層は,

深度 10,20,40cm では茶褐色土であったが.深度 30cm の層は,含水率の高い黒色腐食土であった.こ

の水に富む層の磁化は他の深度試料より強く,雷電流がこの層を優先的に通って接地棒へと流れた

可能性がある. 
深度 30cm の土層だけ,磁化が北を向いたことも不思議だが,水が多いので,雷で獲得した磁化は

(磁性粒子が自由に動けて)固定されず,その後,磁化は地磁気方向へ向き直した為と考えられる(図

6). 

 

 

図 5.接地棒周囲の 

土壌の磁化方向. 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.深度 30cm 土層の磁化の向き直し     図 7.接地棒付近の電流経路. 

 

以上を元に,大地を通って雲へ向かった雷電流の”推定経路”を,右上の図 7 の模式図に示す.深

度 30cm の含水率の高い土層が雷流の通り道となり,雷電流は多く流れたと考えられる. 

 

＜落雷の電流は地中の水が多い地層を流れる？＞ 

上記の様に,落雷後の電流は,地中では水の多い層を流れる可能性が示された.これは,従来考え

られていない視点であり,今後の接地の施工でも考慮が必要な条件になると考えられる.接地工事

では大地の地下構造の詳細を探査と簡易ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞで調べて,低い抵抗領域として,含水率の高低も検

討条件に入れる必要がある. 

＜過去の雷が研究できる＞ 

また,被雷した木の周囲の土壌の磁化研究では,磁化は時計周りに分布した.これは,2010 年のﾛｹｯﾄ誘

雷時に,雲から大地へ流れた雷電流の跡を大地が記録していたことを示している.つまり 6-7 年前の

落雷も,磁化研究から復元できる.数 100 年前の落雷も,大地で研究できることも遺跡で確かめてい

る. 

 

５．調査研究に基づく提言 

①小矢部市ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰでの研究で,磁化ｾﾝｻによる落雷後の雷調査の有用性は確証された.また入善

町･風力発電施設でも,雷電流のﾓﾆﾀに成功している.建物内や地下での雷電流の挙動は,雷被害の

対策を講じる際に不可欠の情報だが,従来不明な点が多い.そして,それは,本研究の磁化ｾﾝｻ以外

では研究できない.今後,磁化ｾﾝｻによる研究を発展させ,高層建造物での被害となる落雷の詳細

な調査や,被害対策に有効な接地等の実用的貢献も進めたい. 

②電力業界では,雷は,(地表をあまり流れず)地下深部を流れるとの考えが主流であるが,誘雷実験
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では,大地に到達した雷電流は,地表浅部の含水率の高い土層に集中的に流れたと示された.一般

の落雷でも同様な状況は推測される.こうした観点で雷電流の大地伝搬を考え,今後の接地等の

検討でも利用することが望まれる.  

③それを踏まえて,ｱｰｽ線の劣化状況の調査事業の立ち上げも今後検討したい.磁化ｾﾝｻ(人工磁化試

料)を用いれば,非破壊の雷ﾓﾆﾀ(ｱｰｽ線状況や電流経路の推定)ができる.ｾﾝｻ製作費は 1個 100円以

下で,消磁により再利用できる.調査法の実用化･事業立ち上げが可能な段階になったと考える. 

 

 落雷の瞬時(数 m-μ秒)電流の調査は難しいが,それを記録する物質の磁化から落雷後の研究は,

未解明な雷電流の建物内･大地での研究の有用な手段となり,被害対策に貢献できる.今回は,北陸

の冬季雷を研究したが,今後は夏季雷も含めて研究を進め,高層構造物での磁化ﾓﾆﾀ法と有効なｱｰｽ

開発も含めて研究を発展させたいと考えている. 

 

６．課題解決策の自己評価 

 今回の調査を通じて,野外調査での課題解決について,様々な事を学べた.特に重要と思ったの

は,調査前の打合わせである.誘雷実験では,夏の調査の際,事前打合わせが十分でなく,作業が滞っ

た.この失敗を生かして,秋の調査では,教員･調査参加者との打合わせ(作業のｲﾒｰｼﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや使用

物品の確認)や計画書準備を十分行った.また現地担当者との連絡を密にした.そのおかげで,調査

はｽﾑｰｽﾞに進んだ.野外調査では,事前の綿密な打合わせと関係者との連絡が,大事と実感した. 

 本研究の期間は半年と短かった.雷のﾓﾆﾀは何度も現場に行って調査することが必要で,1年間の期

間があれば,より良い課題解決策が得られたのではと思う. 

 本研究では,小矢部市,入善町,北陸電力と連絡を取り進めたが,各行政･民間機関において,雷被

害は重要になっており,富山大学のｵﾘｼﾞﾅﾙ研究を用いる,共同での調査研究は,今後も継続が望まれ

る.研究の需要は,県内の他の自治体や企業にもあるので,今後,地域貢献でも発展できる.そして富

山大学発のこの研究法は,県外･国外でも役立つと考えている. 

 

<謝辞> 

小矢部市,入善町,石川県羽咋郡の役場と教育委員会の方々,北陸電力本店･電力流通部の皆様に

お世話になった.  
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平成２８年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研 究 成 果 報 告 書 
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・指導教員 山本 将之 

・代表学生 柳澤 彰宏 
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 【研究題目】 

富山県におけるゴマ特産化に向けた製菓用ゴマの栽培および開発 

 

 

１．課題解決策の要約 

 富山大学理学部では 1,000 系統を超える栽培ゴマを系統保存している。本課題では本学保存ゴマ系統

を活用し、富山県におけるゴマの栽培と栽培したゴマを用いた菓子の開発を行い、富山県におけるゴマの

特産農作物化と、新たな特産品の開発を目指す。 

本年度から、「ゴマ PJ」と題した、理学部と日の出屋製菓産業株式会社（富山県南砺市）との共同農業プ

ロジェクトを発足させ（図 1）、富山県内でゴマを栽培し、収穫したゴマ種子を用いた米菓の開発を試みてい

る。本年度は、本学保存ゴマ系統の中から、種子が大きく、高い収量が見込まれる、黒ゴマ系統#00443 を、

南砺市で栽培し、県内における栽培適性を調査するとともに、収穫したゴマ種子を米菓としたときの品質の

調査と、ゴマ種子に含まれるリグナン（セサミンやセサモリン）の含量の調査を行った。本研究を通して、黒ゴ

マ系統#00443 を用いた米菓の商品開発を進めるとともに、次年度からの栽培に関する知見を得た。 

 

 

図 1.  日の出屋製菓産業株式会社との共同農業プロジェクト「ゴマ PJ」 

 富山県南砺市の栽培圃場。 
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２．調査研究の目的 

 本研究では、本学の保存ゴマ系統を活用し、富山県でゴマを栽培し、得られた県内産のゴマを利用した

米菓を開発することを通じて、県内で栽培したゴマを用いて新たな特産品を開発すること、ゴマを富山県に

おける新たな特産農産物の 1 つとすることを目的とした。 

 

 

３．調査研究の内容 

 本学保存ゴマ系統の中から、種子が大きく、高い収量が見込まれる黒ゴマを選抜し、黒ゴマ系統#00443

を、今年度の栽培系統とした。日の出屋製菓産業と協力し、#00443 富山県南砺市の圃場で栽培した（図

2、3）。 

 

 

 
 

図 2. ゴマ移植後の圃場 

 黒ゴマ系統#00443 の苗を移植した直後の圃場。 

 

 

 

図 3. 圃場での除草作業 

 日の出屋製菓株式会社と本研究参加学生による、ゴマ植物生育初期における圃場での除草作業。 
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黒ゴマ系統#00443 を栽培したところ、圃場での生育は良好であった（図 4）。収穫後、温室内へゴマ植物を

運び乾燥させ（図 5、6）、その後脱穀したところ、約 90kg のゴマ種子を得ることができた。得られたゴマ種子

は精選後に、日の出屋製菓産業にて米菓（かきもち、煎餅）に加工された。作成された米菓の食味試験を

行ったところ、得られたゴマ種子は米菓として十分用いることができるレベルと判断された。 

 

 

 

図 4. ゴマの生育状態（開花時期） 

 ゴマの開花時期の圃場。栽培したゴマの生育は非常に良好であった。 

 

 

 
図 5. 収穫したゴマの乾燥作業 

 ゴマを収穫した後、温室内で乾燥を行った。 
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図 6. 乾燥後に得られたゴマ種子 

 ゴマを収穫、乾燥後、脱穀して得られたゴマ種子。 

 

 

収穫したゴマ種子の 100 粒重量（種子 100 粒の重量）と、種子に含まれるセサミンとセサモリンの含量を

測定した（表 1、表 2）。その結果、種子重量（百粒重）は 0.27 mg/100粒と比較的高い値を示した。一方で、

セサミンとセサモリンの含量はそれぞれ、1.03 mg/g と 1.04 mg/g と一般的なゴマよりは低い値を示した。 

 

 

表 1 本年度収穫された黒ゴマ系統#00443 の 100 粒重 

 平均値±標準偏差 (g) 

#00443 0.27±0.01 

 

 

表 2 本年度収穫された黒ゴマ系統#00443 の種子に含まれるセサミン、セサモリン含量 

 平均値±標準偏差 (mg/g) 

セサミン 1.03±0.14 

セサモリン 1.04±0.11 

計 2.08±0.25 

 

 

４．調査研究の成果 

 本調査研究により、黒ゴマ系統#00443 が富山県南砺市の圃場で、良好な生育を示し、収穫量も十分に

得られたことから、#00443 が富山県内において産業的なレベルでの栽培が可能な系統であることが明らか

となった。加えて、このことは本学の保存系統の中に、他にも同様な性質を示すゴマが含まれることも示唆し

ており、他の系統を用いた商業栽培も可能であることが示された。本年度に栽培、収穫した、黒ゴマ系統

#00443 は種子が大きく加工後に見栄えがすると考えられ、米菓に加工した際の食味も良好であることが示

された。現在は、本年度収穫した#00443 の種子を用いた、米菓の製品化が進められており、本学の保存ゴ

マ系統を用いた、富山県内産の米菓の開発につながったと考えている。  

 今年度は比較的小規模な圃場で試験的な栽培を行ったが、今後は、栽培面積を増やすことで、ゴマが富

山県の特産品となること、県内産のゴマを使用した米菓のさらなる開発が期待される。 
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５．調査研究に基づく提言 

 本年度の調査研究を通じて、栽培した黒ゴマ系統#00443 が県内での栽培特性も良好であり、収穫された

ゴマ種子は米菓用として十分に適していることが示された。今後はこの系統の栽培面積を広げていくことが

望まれる。その一方で、#00443 はゴマ種子に含まれるリグナン（セサミンとセサモリン）の量はそれほど高くな

く、今後は、リグナン含有量の高く、県内での栽培特性に優れた系統を本学の保存ゴマ系統から探索して

いく必要があると考えられる。また、食味試験の際に、米菓用としては、さらに香りが高いゴマ系統が適して

いる可能性も指摘された。従って、今後はリグナン含量と同様に、加工後の香りにも調査対象形質に加え、

より優れた系統を探索していく必要があると考えられる。 

 

 

６．課題解決策の自己評価 

 本調査研究を通じて、栽培、収穫した黒ゴマ系統#00443 は現在、商品化が進められており、当初の

課題に対して、一定の成果を挙げることができたと考えている。 
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平成 28 年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

研 究 成 果 報 告 書 

 

 

・学部，学科等名：医学薬学教育部 生命臨床医学専攻 

・所属ゼミ等：放射線基礎医学講座 

・指導教員：近藤 隆 教授 

・代表学生：三橋 陽平 

・参加学生： 

 

 

 【研究題目】ナツメを利用した健康増進とがん予防 

 

１．課題解決策の要約 

 

現在我が国における死因の第 1 位は悪性新生物（がん）であり、がんに対する対策は急務である。

現在までのところ、ナツメの抗腫瘍作用に対する研究は果実において進んでいる。しかし、それ以

外の部位（葉、枝、樹皮、根皮等）に関しての研究は多くない。そこで我々は、ナツメの果実以外

の部位に注目し、樹皮抽出エキスから単離した化合物（3-O-trans-p-coumaroyl-alphitolic acid 

(T1)）に強い抗腫瘍作用があることを証明した。また、T1 はナツメ果実にも存在することが知ら

れているが、抽出効率は樹皮の方が圧倒的に大きいことが分かった。さらに、T1 の U937 細胞に対

するアポトーシス誘導能の機構解析を行った結果、ER ストレスを起点とし、Mitogen activated 

protein kinase (MAPK)とミトコンドリアを介した内在性シグナルによることが示された。今後は、

その他のアポトーシス経路を含めた、より詳細な機構解析を行い、科学的な根拠を持ってナツメの

有用性を明らかにし、地域産業の活性化への還元を目指す。 

 

２．調査研究の目的 

 

大棗は、クロウメモドキ目クロウメモドキ

科ナツメ属ナツメの果実であり、原産地は中

国から西アジアにおよび食用・薬用として使

用されてきた（図１）。中国では約 4000 年前

から存在し、中国最古の薬書とされる「神農

本草経」にも記されており、古くから漢方薬

として使用されてきた歴史があり、有名な生

薬である。事実、第 15 条改正日本薬局方には、

現在医薬品として 200 品目の生薬が収載され

ているが（1）、我が国で漢方製剤として用いら

れているものは 156 種類あり、その中で大棗

が使用されているものは、実に 47 種類と約 3

割を占めている（2）。この大棗については、現

在までに滋養・強壮・抗炎症作用・抗肥満作
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用・免疫活性化作用・抗酸化作用・肝臓保護作用・胃腸保護作用・抗アレルギー作用と言った多く

の作用が報告されており（3）- (10)、研究材料としてとても有名である。さらに、抗腫瘍効果におい

ては、多くとはいえないまでも、幾つかの先行研究が報告されてきた（11）- (16)。しかし、ヒトリン

パ腫細胞株（U937）における大棗エキスの抗腫瘍効果の先行研究は少なく、またその効果は、子宮

頸癌（HeLa）や肺癌（A549）と比べ弱いとされてきた。事実、我々の研究においても、大棗エキス

の抗腫瘍効果は非常に低く、先行研究と同じ結果となった。 

そこで、ナツメを実だけでなく、樹木として注目することとした。ナツメの木を実、葉、小枝、

樹皮、根皮、小枝チップに分け、それぞれのメタノール抽出エキスを用いて、U937 細胞における

アポトーシス誘導効果を検討した。また、効果のあった部位のメタノール抽出エキスを用い、含有

化合物を単離・精製し、そのアポトーシス誘導効果と機構解析を行った。 

 

３．調査研究の内容 

 

株式会社シーロード（福井、日本）より供与された、実、葉、小枝、樹皮、根皮（図２）より採

取したメタノール抽出エキスを用い、U937 細胞における、アポトーシス誘導効果を検討した。ま

た、効果のあった樹皮のメタノール抽出エキスを使い、その含有化合物を各種カラムクロマトグラ

フィー、HPLC を用いて単離・精製し、NMR、MALDI TOF-MS により構造解析を行った。さらに単離・

精製された化合物の、U937 細胞におけるアポトーシス誘導効果と機構解析を、細胞生存率評価法

（CCK8）、DNA 断片化法、フローサイトメトリー、DAPI 染色法、Western blotting 法、次世代シ

ークエンス法を用いて測定した。 

 

 

 

 

 

４．調査研究の成果 

 

各種ナツメ部位のアポトーシス誘導効果

を測定した結果、樹皮のメタノール抽出エ

キスにおいて顕著な DNA 断片化率の増加を

発見した。また、このエキスの DNA 断片化

を誘導する化合物を分離・精製した。構造

解析の結果、この化合物はナツメの実の成

分の一つとして既 に 報告されている

3-0-trans-p-Coumaroyl-alphitolic acid

（T1）と同定された（図３）。因みに、T1

の材料重量からの抽出効率は、樹皮の方が

実と比べて約 16 倍高いことが確認された。 

次に T1 の U937 細胞におけるアポトーシ

ス誘導効果を測定した結果、T1 処理 24 時
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間で、濃度 20 μM から細胞生存率の低下が認められ、80 μM では細胞のほとんどが死滅する事が確

認された。形態学的な点では、T1 の細胞核を 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)にて染色し

たところ、40 μM 以上にて顕著な細胞核の断片化を見ることが出来た。さらに初期アポトーシスの

指標の一つである細胞表面への Phosphatidylserine の露出をフローサイトメトリー法により確認

したところ、濃度 40 μM で、T1 処理後 12 時間以降で、顕著な Phosphatidylserine の細胞表面へ

の露出を確認する事ができた。また、アポトーシスのエフェクターカスパーゼの一つである 

Caspase-3 の断片化を Western blotting により確認したところ、濃度 40 μM で著名な cleaved 

Caspase-3 の発現が確認された。これらの指標は、T1 が U937 細胞において誘導している細胞死が、

典型的なアポトーシスであることを示すものである。 

さらにその経路を特定するために幾つかの蛋白を Western blotting にて、その発現の変化を確

認した。アポトーシスには FAS といった膜レセプターを介した extrinsic pathway（外因性経路）

とミトコンドリアを介した intrinsic pathway（内因性経路）の 2 つの主要な経路が存在している

が、今回の我々の結果では、Cleaved caspase-8、tBid の発現量の増加、および Bcl-2 発現量の減

少が確認され、また、ミトコンドリア膜電位の低下、および細胞内カルシウム濃度の増加が確認さ

れたことから、T1 が U937 細胞において、ミトコ

ンドリアが関係する内在性経路を介したアポト

ーシス誘導能を持っていることが示唆された。

加えて、その起点を探るために、次世代シーク

エンス法を用いた。その結果、 endoplasmic 

reticulum stress（ER ストレス）が強く関わっ

ている事が確認された。ER ストレスは MAPK と

Caspase-8 を通して内在性のアポトーシス経路

に関わっている事は既に知られており、ER スト

レス関連タンパクと MAPK を Western blotting 

にて確認したところ、T1 でも ER ストレスを起点

とし、MAPK、Caspase-8 を介した内在性経路にて

アポトーシスを誘導していることが示唆された

（図４）。 

 

５．調査研究に基づく提言 

 

ナツメの果実は、古来から多くの国で食品や薬として使用されてきた。今回の研究で、ナツメの

樹皮に、抗腫瘍効果を持つ T1 が存在する事が確認された。また、この T1 は ER ストレスを起点と

した、ミトコンドリアを通った内在性シグナル経路を介して、U937 にアポトーシスを誘導させて

いることが示された。今後、ナツメはその果実だけでなく、他の部位を含めた「ナツメの木」とし

て多くの研究の対象となるかもしれない。 

本研究は医療応用を目指しての研究であるが、疾患の予防という意味では日常生活においての利

用も可能である。具体的な案は以下の通り。 

現在、病院といった医療施設において、お茶を配給するサービスが定着している。お茶の種類と

しては、少量のカフェインによる対象および、内服薬への影響を減じる目的で、焙じ茶が多くの施

設で選択されている。しかし抗腫瘍作用を持つカテキンは、緑茶と比べ焙じ茶では減少しているこ

とが知られている。一方、ナツメはカフェインを含まないが、幾つかのがん細胞において抗腫瘍作

用が報告されている。ナツメ茶をこういった施設で使用することにより、日常の内服薬治療への影

響の抑制と、癌予防効果の両面を期待することが出き、健康増進に対して効果的な飲み物として対

象者に提供できるようになると考えられる。また、がんの予防効果という意味では、病院といった
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医療施設に限らず、介護施設や、その他地区の集会等においての、ナツメ茶またはナツメのアルコ

ール抽出エキスの飲食といった健康食品への応用等、地域社会レベルへの貢献も可能だと考えられ

る。現在までのところナツメ茶の主な使用部位は果実であるが、これに樹皮を加えたナツメ茶の作

製という点が今後必要だと考えている。 

 

６．課題解決策の自己評価 

 

今回、ナツメを果実としてだけでなく、葉、小枝、樹皮、根皮といった樹木として注目した結果、

ナツメが樹皮において強い抗腫瘍効果を持つ化合物を有することを確認する事が出来た。また、機

構解析においても、細胞生存率評価法（CCK8）、DNA 断片化法、フローサイトメトリー、DAPI 染色

法、Western blotting 法、次世代シークエンス法を用いて測定する事ができ、一定の概略図を描

くことに成功した。今後は、今回解析できたアポトーシス経路以外の経路を含めたより詳しい機構

解析が必要だと考える。また、地域貢献という意味では、樹皮成分を加えたナツメ茶の開発を今後

展開できる事を期待している。 
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 【研究題目】 砺波平野散村地域における風景資源利用の展開と未来へ向けた提案 

 

１．課題解決策の要約 

 砺波地域の散村景観の風景資源利用に向けての課題を探ったところ、観光統計情報の不足、観光

の拠点となる施設の不足、資源が散在することおよび二次交通が弱いことによる移動の問題といった

問題が抽出された。そこでこれらの課題に対応するために、（１）統計の整備に関する提言：ビンゴ形式

のアンケートにより呉西エリア全体での観光客の動向を把握する、 （２）施設不足に対する提言：すで

にある家屋や空き民家を活用するためにクラウドファンディングを活用しネットワークを広げる、（３）観光

タクシーの利用に関する提言：認定運転手制度などにより、観光資源をアピールできるガイドつきのタク

シーツアー商品を開発する、（４）レンタサイクルの活用に関する提言：ツーリングイベントなどによる自転

車利用文化の醸成を手始めに、サイクリングルートの整備や統一、安全面の配慮を行い、レンタサイク

ルなどを利用しやすい環境を整えて来訪者の利用をうながす、といった解決策を提案した。 

 

２．調査研究の目的 

 砺波平野における近年の観光産業の動向や展開とともに、散村景観の観光活用に向けた課題を明ら

かにし、どのような取り組みが求められるのかを提案することを目標とした。 

 

３．調査研究の内容 

 （１）砺波平野の散村景観を対象とした観光の動向 

 富山県内自治体の統計資料や観光戦略等、および観光担当部局へのヒアリングをもとに、砺波平野

の散村景観が観光対象としてどのような位置付けにあるのかを調査した。また他の散村地域の観光に

関する現状や取り組みについても調査した。 

 （２）散村の風景資源を活用した観光産業の実態 

・全体像の把握 

 インターネットや各種情報をもとに、飲食事業、体験・ツアー事業、学習・見学事業、にわけて観光へ

の取り組みの全体像を把握した。 

・NPO 法人土蔵の会 

 散村の調査や、砺波市の建設業協会や観光協会との共同で空き家の利活用を推進する砺波市空

き家利活用協議会という事業を推進してきた NPO 法人土蔵の会について、会長にインタビューを行っ

た。 
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・ツアー企画会社（Ken Trips） 

 散村の屋敷や景観を生かした民間事業の例として、砺波平野でのサイクリングツアーを企画して旅

行商品としている Ken Trip 社についてインタビューを行った。インタビューに際しては、実際にサイクリ

ングツアーに参加し、ガイド役の代表から話を伺った。 

・農家レストラン大門 

 アズマダチ家屋を飲食事業に活用している一例として、2016 年 11 月 28 日（月）に農家レストラン大

門を訪問し、インタビューを行った。 

 

４．調査研究の成果 

 上記の調査をもとに、散村景観を対象とした観光が抱える課題を９点抽出した。 

 （１）ターゲットと実状の矛盾 

 砺波市が主な観光ターゲットとしているのは関東圏・中京圏からの年配女性客が中心となっており、

通年型・滞在型の観光交流を目指していた。また個人客への対応についても、試験的な民泊ツアー

やサイクリングツアーのような形で新たな動きが生まれている。しかし実際には大型バスなどによる団体

ツアーへの対応が変わらずに主流であり、ターゲットを再検討すべき時期に来ていると考えられる。ま

た個人客を含めた観光客の動きが、十分に捉えられている現状にはなく、実状が正しく把握されてい

なければ、対応策や宣伝が実行しにくいものになってしまうと考えられる。 

 （２）観光統計の整備 

 砺波市やその周辺の自治体では、散村を実際に訪れた人の統計が十分に記録されていない。散村

は一つのまとまった施設や行事などではないため、正確に統計を取ることはできないかもしれない。し

かし、散村に関する資料のある施設やチューリップフェアなどのイベント、ツアーなどに訪れた場合、そ

の人数や年代等を把握していくことが重要であると考える。観光地域づくりの舵取り役を担う日本版

DMO が必ず実施する機能・役割の中に「各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確

なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定」とある。このように、正確な統計を継続的に収集

していくことも観光地域づくりをする上で非常に重要度の高いことである。現在、自治体が観光客に対

して行っている観光戦略や将来的ビジョンと、実際に砺波に訪れている観光客や潜在的な関心層が

求めているものとの相違を把握し、実状を知ることが必要であると考える。 

 （３）個人客、インバウンド対応 

 近年では、団体観光客に加え個人客が増加し、そのニーズも多様化している。個人客はインターネッ

トで多くの情報を収集し、自由に行動が選択できる。そういった個人客に対しても情報をどのような形で

発信していくかを工夫する必要がある。統計不足と重なる部分があるが、どの時期に、どんな世代がど

のような場所に訪れて、なんの目的で訪れているのかを調査していくことが必要である。調査することで

新たなターゲットも見つけることができると考える。また、ヒアリング調査から、アジア圏の観光客も多いと

いうことなので、言葉や生活様式の違う方々への対応も考えていかなければいけない。 

 （４）宿泊施設不足 

 現時点で、民泊などの宿泊施設が散村地域で経営されていないことが課題として挙げられる。前述し

た個人、インバウンドへの対応も含め、今後需要も高まるであろう地域密着型の宿泊施設は、より地域

の理解を深める手段であると考えられる。アズマダチ家屋や散村の中で宿泊ができる場は、これからの

散村観光を展開していくために必要である。 

 （５）空き家問題 

 散村の抱える問題の一つに、空き家問題がある。空き家は管理者がいない、または元住民が完全に

土地を手放していないことから発生する。そのため、公共的に空き家を観光資源化のために活用する

ことが困難な状況にある。また空き家は景観に様々な悪影響をもたらす。先述した通り、空き家は管理

が行き届いていない。そのためカイニョの手入れも行われない。その結果、木々が鬱蒼とした姿となり、

散村に相応しくない景観が生ずる。 
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 （６）飲食店不足 

 散村の風景資源を活用した飲食店は、２章で述べたとおり砺波市内のみで 2 軒である。砺波平野全

体として見ても散村文化を観光活用する上ではかなり少ない状況にある。さらに地域の食材、料理を

提供することも、地域性の発信や観光づくりには重要である。「日本版 DMO」地域連携部が発表して

いる地域観光づくりの戦略の中でも「地域の食」の提供は重視されており、今後、散村の風景資源と地

元食材を活用した飲食店の増加が求められる。 

 （７）資源が散在することの不利 

 砺波平野散村地域の観光施設は、散村という特徴もあり散在している。そのため拠点となる場所が作

りにくく、公共交通機関と連携させにくいという問題がある。また観光客は散在している施設を訪れる

際、自動車などで移動するため施設のみを見て周る観光となる恐れもある。散村地域の観光は観光施

設を訪れるだけでなく、散村地域そのものを見たり、地域住民とふれあうことも重要な要素であるため、

移動手段については検討が必要である。 

 （８）ルートマップの整備 

 となみ野田園空間博物館のホームページでは、散策ルートマップが掲載されている。しかし距離をみ

ると実際には徒歩で巡りづらく、地図も案内不足であるため、気軽に散策しづらい状況となっている。

課題としては気軽に訪れ、観光客自身で巡ることができるルートづくりがあげられる。現地に統一した

案内看板などのサインを設置するハード面や、地域住民と観光客が日常的にコミュニケーションを取れ

るような環境や心構えというソフト面の両者の整備が必要である。 

 （９）二次交通の弱さ 

 公共交通機関を用いる場合、散村の観光拠点施設は最寄り駅から遠いことが多く、最寄りのバス停

はあるものの便数が少ないなど不便な面が目立つ。２章にもある「レストラン大門」ではタクシーで最寄

り駅の砺波駅まで向かう旅行者も少なくないことが分かった。また各観光施設の公共交通によるつなが

りもなく、交通の面でも散在している。加えて、新幹線が通る新高岡駅から各観光施設に向かう直通の

公共交通機関もない。 

 以上より二次交通の少なさが問題として挙げられる。旅行の主体が個人客に移っていくことも考える

と、今後二次交通の重要性はより高まるのではないかと考えられる。 

 

５．調査研究に基づく提言 

 （１）統計の整備に関する提言 

 アンケートを行う場合、より多くの回答を得ることがアンケート結果の正確さにつながる。そのため、観

光客が集まる場所で調査を行うことが望ましい。そこでアンケートを行う場所として、新高岡駅、高岡

駅、砺波駅、城端線沿いの各駅を提案する。呉西全体の観光客の情報を収集することを目的とし、上

記の駅を選定した。平日は通勤通学者の利用が多いと考え、土日祝日の日中に観光客向けのアンケ

ートを実施すると効率が良い。さらに散居村ミュージアム等の観光施設でもアンケートを行い、各施設

の来場者数や属性などを把握することも重要である。このように各所でアンケートを実施することで、個

人客の動きや広報の効果等を把握し、これからの観光振興戦略プランを決定する上での判断材料を

提供することができる。 

 駅の利用者は移動中であることを想定すると、アンケートの回収率を如何に工夫して上げるかが鍵と

なる。そこで、駅など公共交通機関を利用する場で効果的な、ビンゴ形式のアンケートカードを提案す

る。この手法は既にバスの乗車率を調べるアンケートや、展示会におけるアンケート調査など様々な場

所で利用されている。これはアンケートを書くための台やペンを必要としないため、人の流れの渋滞を

発生させることがなく、さらに時間もかからない上、誰でもアンケートに回答することができるなど、多くの

利点がある。またアンケートの回収率を上げるために、アンケートに回答した際の特典を用意するとさら

に良い。特典があると回答者は回答意欲が高まる。その上、例えばアンケートと引き換えに散居村ミュ

ージアム等の観光施設でオリジナルグッズや割引券を渡すことで、次の観光につながるといった工夫
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をすることができる。砺波市は既に外国人観光客向けにノベルティを渡すことで外国人観光客数を把

握している。これを国内の観光客に適用することも考えられるだろう。 

 （２）施設不足に対する提言 

 空き家となったアズマダチを改修して新たに事業を始めようとする際、資金調達がひとつのネックとな

るが、近年、その資金調達の方法の一つとしてクラウドファンディングが注目を受けている。クラウドファ

ンディングでは支援の金額に応じて支援者にリターン品（お礼の品）を渡すケースが多く、このリターン

品に地域の特産物等を絡めた品を送ることでその地域の PR にもつながる。また、これらクラウドファン

ディングのプロジェクトによって作られた新たな事業によって観光客の集客も見込まれる。プロジェクト

が達成されたら、単にリターン品を送るだけでなく、実際に足を運んだ支援者への特典を付けるといっ

た工夫をするとより効果的な集客や波及につながると予想される。散村地域においても、地域の PR も

兼ねて行うことができる新たな資金調達の方法として今後活用の余地があると言える。 

 （３）観光タクシーの利用に関する提言 

 散村地域の風景資源を観光として活用するためには、二次交通の充実は欠かせない。そこで観光

利用のために適した交通手段としてタクシーについて検討した。加賀越前観光ガイドタクシーでは加賀

越前エリアの人気観光地やスポットを知り尽くした「加賀越前観光ガイドドライバー」という認定運転手を

配置している。認定運転手による地元の人しか知らない情報や方言を交えたガイドは観光客に人気で、

詳しく観光地をアピールし地域に対する理解を深め、リピーターの増加を目指している。観光タクシーや

観光モデルプランをより活かし、多くの人に認知され利用されるためにはよりよいおもてなしと質の向上

は外せない。まずは地元の人や観光客に認知してもらうためのツアーや PR 活動、運転手への観光地に

対する知識の向上と統一化等が必要である。 

 （４）レンタサイクルの活用に関する提言 

 地元にとって自転車が近しい乗り物である認識が広がれば、レンタサイクルの利用率アップにつなが

るのではないだろうか。そこで、レンタサイクル事業がより観光に活用されるためのツーリングイベントを

提案したい。近年ツーリング大会・イベントの開催による地域活性化やまちおこしが注目を集めており、

まずは自転車文化を醸成することが求められる。改めて砺波の魅力をもっと身近に感じてもらうサイクリ

ングルートを作成し、また認知度を上げるイベントを開くことはレンタサイクルの活用や観光に良い影響

を与えるだろう。散村内や散村景観を一望できる稲葉山や閑乗寺公園、アズマダチ家屋やそれらを生

かした飲食宿泊施設、散居村ミュージアム、砺波平野の魅力を地元の人や県内外、世界の人に伝え

広める手段として、現在あるサイクリング事業をもっと生かすべきだと考える。そのためにも道路整備や

見やすい標識の設置、ルートの統一化、安全面への配慮を充実させる必要がある。 

 

６．課題解決策の自己評価 

 現地調査や各種資料調査にもとづいて地域課題を抽出し、それに対して他地域などでの課題解決

事例を調査して砺波地域への応用をはかることにより、ある程度実現性をもった提案ができた。より具

体的な実行計画の作成や実践には至らなかったものの、将来的な発展性を感じさせる課題解決策に

つながったと評価できる 
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平成28年度富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成募集要項 

 

 

１ 趣 旨 

富山大学学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成（以下「本事業」という。）は，富

山大学に在籍する学生（大学院生を含む。以下同じ。）が，富山県内（以下「県内」

という。）の地方公共団体や企業等と連携して実施する研究（以下「連携研究」とい

う。）を支援するものである。この連携研究の支援により，学生が身近な課題を肌で

感じ，日頃興味を持って取り組んでいる研究が，地域に貢献できる手ごたえと自信を

これまで以上に得て，引き続き地域で活躍する意欲を高め，ＣＯＣ＋事業の目的であ

る若者の地元定着率の向上を図る。 

 

２ 募集する助成対象研究の内容 

(1) 研究課題の内容 

富山大学に在籍する学生が，研究テーマを基に県内の地方公共団体や企業等と

連携して研究を行い，課題解決策等を提案する。 

 

(2) 助成対象研究 

富山大学に在籍する学生が，所属するゼミナール（講座，専攻）等の専門性を活

かし教員の指導の下に実施する，県内の地方公共団体や企業等の課題解決に繋がる

成果を目指した研究であること。 

なお，連携する地方公共団体や企業とのマッチングなどの事前の交渉については，

必要に応じて，地域連携推進機構のコーディネーター等が支援する。また，本事業

では，県内の地方公共団体や企業等への研究成果の普及を目指しているが，連携先

が具体的に決定していない提案も応募可能とする。 

 

(3) 研究助成金額 

１研究当たり２５万円を限度とする。 

 

(4) 助成件数 

８件程度 

 

(5) 助成対象経費 

交通費，消耗品費，通信費，会場使用料，保険料，その他研究に要する経費等と

する。 

ただし，賃金，備品購入費，飲食費及び助成応募する研究目的以外の経費は除く

ものとする。 

 



３ 募集締切日 

平成２８年７月８日（金）（必着） 

 

４ 研究期間 

本助成金の対象となる研究は，平成２９年１月３１日（火）までに終了するものと

する。 

 

５ 応募方法及び応募書類 

(1) 助成対象となる研究を提案する代表学生が，所属するゼミナール（講座，専攻）

等の指導教員を経由して提出すること。 

(2) 応募については，別紙様式１によること。（※別紙様式１の記載例） 

 

６ 応募書類の提出先（問い合わせ先） 

応募書類は，電子メールにより提出すること。 

地域連携推進機構 地域連携戦略室 

         E-mail t-senryaku@adm.u-toyama.ac.jp 
      T E L  076-445-6177 
 

７ 審査方法及び審査基準 

(1) 審査方法 

地域連携推進機構は，提出のあった応募書類について，審査委員会を設置し，

助成対象研究を審査する。地域連携推進機構長は，地域連携推進機構会議の意見

を聴いて助成対象研究及び助成金額を決定する。 

(2) 審査基準 

地域活性化への寄与，研究成果の地域への還元，学生の地域定着等の観点を踏

まえ，地域バランスに留意した上で決定する。ただし，同一の研究題目（類似す

る研究内容も含む。）で同様の研究助成を受ける場合は，本研究助成の対象から

除くものとする。 

 

８ 研究成果報告 

助成対象事業完了の日から30日を経過した日又は平成29年１月31日のいずれか早

い日までに，研究成果報告書（別紙様式３）を地域連携推進機構に提出すること。 

  また，実績報告書（別紙様式２）については，研究目的購入品の支出完了後速や

かに地域連携推進機構に提出すること。 

 

９ 研究成果の公表等 

 本研究助成を受けた代表学生は，平成29年２月中旬（予定）に開催する成果発表

会において，研究成果を発表するものとする。また，研究成果報告の内容は，地域



連携推進機構地域連携戦略室のホームページ等で公表する。 

 

10 その他 

応募書類等の様式については，地域連携推進機構地域連携戦略室のホームページに

掲載してあるのでご利用ください。 

 

地域連携推進機構 地域連携戦略室ホームページ：

http://www3.u-toyama.ac.jp/chiiki/t-senryaku/ 



平成28年度

富⼭⼤学学⽣による富⼭⼤学学⽣による
COC+地域連携研究助成

募集案内

富⼭⼤学に在籍する学⽣が、富⼭県内の地⽅公共団体や
企業等と連携して実施する研究を⽀援します。

※募集要項などの詳細は、地域連携戦略室のホームページでご確認ください。

お問い合わせ 富⼭⼤学 地域連携推進機構 地域連携戦略室

対象研究

平成29年2⽉   (予定)成果発表

平成28年7⽉8⽇(⾦)募集締切

25万円(上限) / 1研究助 成 額

〒930-8555 富⼭市五福3190 学⽣⽀援・地域連携交流プラザ2F
TEL.076-445-6177・076-445-6519
ホームページ http://www3.u-toyama.ac.jp/chiiki/t-senryaku/

ゼミナール(講座・専攻)等の専門性を活かし、教員の指導の下に学⽣が
実施する、富⼭県内の地⽅公共団体や企業等の課題解決に繋がる成果を
目指した研究



平成28年度 富山大学 
学生によるＣＯＣ＋地域連携研究助成 

成果発表会 

日
時 平成29年3月27日（月） 13:00 - 13:50 

会
場 

富山大学 五福キャンパス 黒田講堂会議室 

参加無料 
事前申込不要 
どなたでも参加 

OK! 

① 地域活性化を目指した 
 プロスポーツの有機的連携に 

 関する研究 

②  富山県中山間地における 
 活性化方策に関する研究 
 ― コミュニティ・ビジネスと 
   新規参入のあり方を考える ― 

③ フィールドサイエンス 
 と地域創生 

人間発達科学研究科 
修士課程１年 阿部 めぐみ 

経済学部 
3年 秋山 祐人 

経済学部 
4年 中野 寧々 

富山県知事政策局スポーツ活性化担当，他 富山県農林水産部農村振興課，他 NPO法人大長谷村づくり協議会，他 

④ 地域に根差した希少生物 
 の保護を目指した生態学 
 および遺伝学的研究 

⑤ 清流庄川 
～ 一級河川が作り出す美しい自然・ 
      清らかな水を”科学”する  ～ 

⑥ 雷の被害軽減の為の新規 
 技術の開発と活用 

理工学教育部（理学） 
修士課程１年 池田 沙穂 

理工学教育部（理学） 
修士課程１年 片境 紗希 

理学部 
4年 吉藤 浩之 

氷見市教育委員会 砺波市福祉市民部生活環境課 入善町・魚津市・小矢部市，他 

⑦ 富山県におけるゴマ特産化 
 に向けた製菓用ゴマの 
 栽培及び開発 

⑧ ナツメを利用した 
 健康増進と癌予防 

⑨ 砺波平野散村地域に 
 おける風景資源利用の展開と 
 未来に向けた提案 

理工学教育部(理学） 
修士課程１年 柳澤 彰宏 

医学薬学教育部（医学） 
博士課程3年 三橋 陽平 

芸術文化学部 
3年 福村 清香 

日の出屋製菓産業(株) (株)広貫堂 砺波市立砺波散村地域研究所 

■ 同時開催  詳細はお問い合わせください。 
平成28年度ＡＬＬ富山ＣＯＣ＋シンポジウム 

「『信頼の循環』で生み出す富山創生2017」 
日時●平成29年3月27日（月）14:00-17：00 
場所●富山大学 五福キャンパス黒田講堂ホール 

 富山大学では，「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」の一環として，本年度より「富山大学学生に
よるＣＯＣ＋地域連携研究助成」事業を実施しています。 
 この度，今年度採択された９件について，成果発表会（ポスター発表会）を開催します。 

協働機関 協働機関 協働機関 

協働機関 協働機関 協働機関 

協働機関 協働機関 協働機関 

お問い合わせ先 
富山大学地域連携推進機構（社会貢献課） 
〒930-8555 富山県富山市五福3190 
TEL：076-445-6519 FAX：076-445-6033 E-mail：chiiki@adm.u-toyama.ac.jp 

公共交通機関をご利用くださるようお願いします。 
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