
下関市立大学附属地域共創センター

センター長 横 山博司

新しい本舘に、鯨資料室とふく資料室が移転して、 1年が過ぎました。

移転に伴って、展示ケ スも増え、新たに展示されたものもあります。

さらに、平成27年度を目標!こ、収集した資料や書籍の情報を入力し、

デタベスの完成を目指しています。

本年度は、鯨、ii¥くに続いて、うにについても資料展示の準備が進ん

でいます。うにも山口県を代表する水産物のひとつです。山口県うに協

同組合から資料を寄贈していただく予定になっており、寄贈していただ

いた資料は、整理が済み次第、資料室の中のうにコ ナ に設置し展

示される予定です。

今年の資料室の活動としては、鯨関係では、本号で報告しているよう

に、 10月lこ「我が国の南氷洋捕鯨の変遷をたどる~商業捕鯨から調査

捕鯨ヘ~Jというテーマでシンポジウムが開催されました。

i5¥く関係では、2月には研究会が実施されました。3月には、シンポジウ

ムが開催される予定です。

本年度から、国立木浦大学校アジア協力センタ (ACC)と下関市立

大学附属地域共創センタ との閏で「特定水産物による地域活性化に

関する研究」というテーマで、国際共同研究が開始されました。本学が

実施してきたふぐに関する研究を基礎に、韓国側は二べという魚を題

材にして、地域活性化戦略や観光活性化のための研究を展開していこ

海峡の英知。未来へそして世界 へ。
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うとするものです。本号での報告にもあるように、木浦大学校を、

2012年8月9日から11日まで訪問し、第1回目のシンポジウムを実

施してきました。今回のシンポジウムでは、本学と木浦大学校からそれ

ぞれ2件の研究発表が行われました。今後、互いに情報を交換しなが

ら、下関と木浦を代表する水産物である15¥ぐと二べを題材に地域活性

化に関する研究を展開していきます。

今後も研究者や市民の方の協力を得芯がら、鯨、 15¥く、うにに関する

資料を収集するとともに、研究活動も展開していく予定です。資料室に

対する資料等についての情報をいただけたらと思います。

第5回鯨資料室シンポジウム

下関市立大学経済学部公共マネジメント学科

教授 樫木晋ー

平成24年10月6日(土)13時30分から16時20分まで、本学本館

1-206教室で「我が国の南氷洋捕鯨の変遷をたどる~商業捕鯨から調

査捕鯨ヘ~Jと題した第5回鯨資料室シンポジウムを開催しました。と

の日は大学祭期間中だったとともあり、一般市民や学生、教職員を含め

約70人の来場者があり盛況でした。

会場内の様子

3部構成の第1部は、本学地域共創センタ 委嘱研究員岸本充弘氏

による「中部利三郎漁場日誌にみる戦前の南氷洋捕鯨について」と題し

た報告でした。昨年、下関市内の中学生が岸本氏のもとに持ち込んだ乙

とで発見された未公開資料の紹介でした。との内容は、中部利三郎氏が

第二日新丸事業部長として戦前南氷洋捕鯨に出漁した昭和15・16年



の漁場日誌であり、責任ある立場の人間が捕鯨船団出発のセレモ二

の様子や辿った航路などを記したもので、戦前の南氷洋捕鯨の実態に

ついて概要を知るととができる貴重な一級資料です。

第2部lま、本学が毎年

継続して行っている捕

鯨に関する聞き取り調

査(オーラルヒストリ)

を、多くの方々に聞いて

いただくために、今回は

初めて公開で実施しま

した。テマは「我が国

の商業捕鯨全盛期を回
岸本充弘氏

顧する」で、岸本氏が聞き手となり、岡村昌幸氏(元捕鯨労組執行委員

長)と東芳次氏(水産会社資料館前副館長)による鼎談形式で行いまし

。
た

岡村氏は南氷洋捕鯨lこ28回、北洋捕鯨lこ8回出漁された大ベテラン

で、己高齢にもかかわらす明断な話しii¥りに聴衆は聞き入っていました。

ます、南氷洋やそ乙に到達するまでの自然環境の紹介、そして船団での

生活ii¥り、鯨の探査から捕獲ー解体作業など、経験者にしか語れない内容

を披露されました。また、所属会社にとって南氷洋捕鯨事業がどのよう

に位置づけられていたのかという質問に対し、 IWC(lnternational

Whaling Commission)と捕鯨を取り巻く環境の変化を説明し、捕鯨

事業が経済復興を担っていたことや、戦後の食料難を救った鯨肉の重

要性について誇りを持って話されました。そして、商業捕鯨が禁止の方

向に向かう中で、調査捕鯨の道を残すなど、日本捕鯨会社労働組合最後

ー の委員長としての苦労

話しを、最後に披露され

ました。

東氏はおもにトロ

ル船団の 員として活

躍され、陸上勤務に芯っ

たのちは社史編纂に従

事され、岡村氏と同様に

本学鯨資料室にとって

も多大な貢献をされた
東芳次氏、岡村昌幸氏、岸本充弘氏(左から)

人物の 人であると紹介されました。東氏は、200海里体制によって日

本の遠洋漁業が各国の沿岸から締め出されたことを話されました。そし

て、所属会社の中で南氷洋捕鯨はどのような位置づけであったのかと

いう質問に対しては、母船、冷凍船、タン力 など大所帯である船団の

様子や、鯨油が主力の生産物だったことを説明され、会社内でも一つの

家族のような結束力の強さをもっているのが捕鯨部であると紹介され

ました。

第3部lま、今年開設された公益財団法人下関海洋科学アカデミー鯨

類研究室の石川創室長による「調査捕鯨の現状ととれからJと題した講

演で、調査捕鯨の団長を務めうれたこともある石川氏が、現在行われて

いる調査捕鯨の実態を、鯨の生態学的側面も織り交ぜながら分かりゃ

すく解説されました。そ

の主主かにはシ シエ

パ ドによる妨害活動

の生々しい映像も含ま

れており、最後は今後の

調査捕鯨の展望までを

示した内容でした。会場

から多くの質問が飛び

交い、有意義芯講演と左よ

りました。
石川創氏

下関市立大学経済学部公共マネジメン卜学科

教授 潰田英嗣

日時場所 2013年2月2日 15時~17時30分

本学本館日-301教室

講演者とテ マ浮田晶可みなと新聞大阪支社長

「関西におけるトラフグ流通の動向」

内容紹介と論議.

講演内容

トラフグの大衆市場化(低価格化)がさらに進展中である。今期のト

ラフグ価格動向を振り返れば、夏場の高水温で養殖トラフグの成長遅

れが予想され、シ ズン初めの 1 0月にキロ単価2500~3000円で

スタートした。ところが、最需要期の12月!こ2000円を割り込み、 1月

には1500円に暴落した。価格暴落の大きな要因は、通常は年末の最

大需要期以外に存在した年明けのトラフグ需要(新年会等での二一ズ)

が激減し、養殖トラフグ在池量(供給)と末端需要のバランスが崩れた

点にある。この点で、トラフグ価格の安定化には養殖生産者による年越

し在池量を縮減する意識改革が必要であろう。

卜ラフグ需要の縮減を受けて、場外問屋F水産の倒産やKチェーン屈

の経営悪化(債務超過)芯ど変化が生じている。ただし、趨勢的には、卜

ラフグ大衆市場化は伝統的な家族経営型のトラフグ料理屈の減少を促

進させ、一方で大量仕入れ大量販売型のチエ ン経営を増加させて

いる。関西のトラフグ流通・消費は、大衆市場化とトラフグ需要の縮減に

挟撃され、明らかに競争は「品質より価格」の色彩が色濃くなり、低価格

戦略を追求するチェーン経営の比較優位性が鮮明と芯っている。とは

いえ、比較的優良な経営で知られるGフードサービス(チェーン庖)です

ら、繁忙期12月の対前年比売上高は5%の減少であり、客単価を下げ

芯いと集客が難しい状況にある。

トラフグ低価格化は中間流通にも変化を及ぼし始め、「ミガキ流通」

の増加をもたらしている。関東と異主主り、関西のトラフグ流通の基軸で

あった「活魚流通」は明らかに低下傾向にある。場外流通が脆弱でトラ

フグの卸売市場経由率力t高い京都中央市場では、活魚で搬入されたト

ラフグを仲卸がミガキ処理する方が利益を内部化できるので、なお活

魚流通が主体であるが、大阪ではチ工 ン屈を中心に産地で、ミガキ処

理されたトラフグ仕入れが増加している。産地かう大阪にトラフグを活

魚で運び込み、ミガキ処理する形態は、活魚輸送の非効率性、人件費が

高い消費地でのミガキ処理という点で経費的に割高であり、今後トラ

フグ流通はさらに産地での加工処理(ミガキ)が主流となると予想して

いる。

論議

①トラフグ流通の産地ミガキ加工が進展するとして、担い手をどう予測

するかっ

活魚トラック容量の10%程度しかトラフグを搬入できない活魚流通

はさらに低コスト化を求めるエンドユーザーの期待に応えられないと

いう意味で、産地でのミガキ加工にトラフグ流通が移行していく乙とは

論理的にも異論は出なかった。問題と芯ったのは、具体的に産地の誰が

ミガキ処理を担うのか

という点で、生産者団体

(グルブ)だけでなく、

産地の鮮魚問屋も取り

組みを開始するという

意見が出された。現在、

産地問屋は水産資源の

減少から取扱高を減ら 研究会の様子
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し、事業規模の縮小を食い止めるべくトラフグを含め魚類養殖ヘ参入

するケ スが多くなっている。相場観があり臨機応変に市場、市場外関

係者と繋がっている彼らが産地でのトラフグミガキ処理を担う可能性

がある。

①下関南風泊市場の課題

下関のフグ業界は元来関西のトラフグ流通との繋がりは関東ほどで

はない。しかし、関西のトラフグヨitilllが低価格化を追求して産地加工に

シフトするのであれば、トラフグ相場全体がさらに軟化し、下関がその

影響を受けるζとは間違いない。加えて、養殖漁場から一旦下関に活

魚でトラフグが搬入、ミガキ処理され、そこから再び消費地にミガキフ

グが出荷されてし、るという下関のスタイルそのものの非効率が問われ

ることに忽ろう。いずれにしろ、下関フグを巡る経営環境はさらに厳しく

なる。

①トラフグ大衆市場化による養殖経営への影響

トラフグ大衆市場化はさらなる生産原価の圧縮をトラフグ養殖経営

に求めることと同義である。その中で、養殖経営が事業利益を確保し、

経営を維持存続させるために放養されたトラフグの雄比率を高め、付

加価値となっている白子の増産に工ネルギ を注ぐことが予想され

る。すでに、一部の業者は研究機関との協力関係を築き、育種選抜等の

採卵から出荷までの一

貫生産に乗り出してい

る。この取り組みが今後

どのように進展するか、

トラフグ流通そのもの

の変化を促す可能性が

ある。

浮田品可氏

真脇遺跡の縄文時代イルカ漁探訪

下関市立大学経済学部公共マネジメント学科

教捜 棲木晋ー

2009年に公開され、アカデミー賞を受賞した米映画 fTHE

COVEJで、和歌山県太地のイルカ漁が取り上げられ、話題と芯ったこ

とは記憶に新ししio現在でも太地では、イルカの追い込み漁が行われ

ており、イルカも歯鯨の一種で、あることから反捕鯨団体の標的となっ

ているのは周知の通りである。江戸時代から古式捕鯨の伝統を有する

当地におけるイル力追い込み漁の歴史は、 1969年以降のことであ

り、静岡県伊宣半島の富戸や川奈芯どからイルカ追い込み漁の方法を

学んだ結果であって、古くまで遡るものではないことはほとんど知られ

てい芯い。

今回の調査は、このイルカ漁に照準を合わせ、筆者がモノ資料を歴

史の研究素材としていることから、能登半島突端近くの真脇遺跡を訪

ねることとした。石川県能登町に所在する真脇遺跡は、イル力の骨が大

量に出土したことで有名古主縄文時代の遺跡である。国史跡であるこの

遺跡から出土したイルカ骨の種別同定作業は、金沢医科大学平口哲夫

名誉教授が行ったことから、平口氏とも面談し、能登地方におけるイル

力漁を含む捕鯨について己教示を受けた。

第一頚椎骨 椎骨連絡資料
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真脇遺跡で出土が確認できたイルカの第 頚椎骨は285個にのぼ

り、それ以上のイルカがこ乙で捕獲され、縄文人に食されていたものと

考えられている。一遺跡からの出土数としては大量である。出土したイ

ルカの種類を同定できたもののうち、力マイルカが55.9%、マイル力

力'32.9%、バンドウイル力が10.0%、その他が1.2%である。出土脊

椎骨が50cm~60cm単位に切断されているととから、胴体を輪切りに

していたものと推定できる。また、解体痕のある骨も多く出土しており、

ここで解体処理されていたことは明らかである。出土したイルカ骨など

関連遺物は、真脇遺跡縄文館のみならす、金沢市の石川県立歴史博物

館や石川県埋蔵文化財センターでも展示されており、石川県として特

筆すべき出土物であると認識されていることは閏遣い芯い。

現地を訪ねると、真脇がイルカの追い込み漁に適した場所であるこ

とが分かる。まず、富山湾には対馬海流の分岐流が流れ込み、ここが魚

やイ力を追うイルカの回遊路にあたっている。浅瀬を泳がないイルカ

を追い込むには、富山湾の入り口付近で、深瀬が真脇湾につながってい

ることも、イルカ漁にとって最適な環境のようである。 1838年に書か

れた『能登国採魚図絵』の絵図や、現存する古い絵ハガキから、当地で

は江戸時代以来、明治・大正時代になってもイルカの追い込み漁が行わ

れていたことを確認できる。しかし芯がら、縄文時代において大規模な

イル力の追い込み漁がおこなわれていたとも考えにくく、湾内に入って

きたイル力の退路を建切網で断ち、捕獲していたものと思われる。ま

た、石製槍先が他の地区に比して多量に出土している事実があり、これ

でイルカを突いていたものと推定できる。平口氏によると、網で囲んだ

浅瀬に追い込み手づかみで捕まえられるマイルカの種類と、力マイル

カは飛び跳ねて逃げるので突き取るとのことであった。出土している石

槍は、この突き取りに用いられていたものと考えられる。縄文前期から

中期にかけての地層からイル力の骨は出土し、層位的にはかなり深い

地点であり、現在でも真脇遺跡の調査は継続して行われていることか

ら、更なる発見と研究成果が期待できる。

また、近世捕鯨関連の遺物として、能登町歴史民俗資料館には神田

神社に奉納された江戸時代後期の捕鯨絵馬が展示されている。この図

は、嘉永6年(1853)1こ藩主である前田斉泰が鯨捕りを見学した時の

情景を描いたもので、二頭の大きな鯨を浜に引き上げている場面であ

る。 頭は潮を噴き上け"ている。大き芯かぎ状のものが鯨に刺さり、か

ぎ状のものから伸びた綱を二手に分かれた人々が引いている場面は、

当地での古式捕鯨のあり方を描いている。他の2酉の絵馬にも同様の

道具を使用している場面が描かれており、これらは当地の捕鯨方法を

示しており、地域性を示すとともに、当地の捕鯨習俗を示す良好芯資料

である。

今回の調査では、平口氏や真脇遺跡縄文館から報告書や論文など

40点ほどの寄贈を受けた。本学資料室の資料として配架することで、

この恩に報いることとする。イルカも鯨の仲間であり、今日でも一部の

地域でイルカ漁が行われていることから、本学資料室でもイル力漁は

今後研究対象となる。

神田神社奉納額(1853)



フグ研究報告:地域ブランド化による
新たな資源管理方式の萌芽

下関市立大学経済学部公共マネジメント学科

教授 潰 田 英嗣

1、はじめに

資源の希少性や日本人固有の魚食文化によって、天然卜ラフグは大

衆市場化が進展しているとはいえ、芯お産地市場価格は漁期平均でキ

ロ単価5000円以上の高級魚である。当然、「共有地の悲劇IJJの可能性

が高くなり、資源を持続的に維持するための操業ルールの設定は不可

欠となる。ただし、トラフグ漁期である10月から翌年の2月に至る冬季

は、一般的に漁獲対象魚種が少なく、漁業者にとって高価格なトラフク

漁は貴重な収入源であり、資源の維持ー管理は机上でいうほど易しいも

のではない。

この漁獲インセンティブが強いトラフグ資源の維持ー管理に愛知三

重ー静岡の東海3県が共同で取り組み、一定の成果をあげている。何故、

県境を越えた広域的な資源管理が機能しているのか、その実態を紹介

しつつ、さらに、その中で三重県安乗地区の天然トラフグブランド化の

成功が、新たな資源管理方式の萌芽を示唆している点を以下で検討し

たい。

2、トラフグ資源管理体制の整備

同一漁協に所属し、日常的に接触がある漁業者問、漁業種類聞の資

源管理、漁業調整ですら、現実は調整困難な場合が多い。農業者と違

い、漁業者は今日漁があっても、明日の漁は全く保証されない産業的

特質があり、彼ら漁業者の経営に直接影響を及ぼす資源管理は困難を

極める。したがって、東海3県のトラフグ延縄漁業者が定められたルー

ルにそった操業を行い、資源管理に協力しているのにはそれなりの理

由がある。

つまり、東海3県におけるトラフグの産卵場の特定調査、標識放流に

よる移動、回遊経路の調査研究、加えて種苗放流技術の開発研究の結

果、東海3県の卜ラフク'Ict伊勢湾口の産卵場で1"5¥化したトラフク、仔魚が

伊勢湾、三河湾奥部に着底し、その後水温低下に伴い湾口、湾外に移動

する独立系群であることが判明した。要するに、東海3県で漁獲される

トラフグはいすれも日本近海に生息、来遊する卜ラフグとは異なり、独

立した固有の「伊勢・三河系群」であり、3県トラフグ漁業者が共同で資

源管理に励むととが3県のトラフク漁業経宮に資するという認識が3県

のトラフグ延縄漁業関係者に共有されたことが大きしio3県同ーのトラ

フグ資源であるので、放流コスト負担者と直接的な受益者が3県トラフ

グ漁業者に関して一致し、漁業者のトラフク資源管理意識が高まったの

である。

3、「地域資源Jとしての資源管理

東海3県のトラフグ広域資源管理体制は漁業者、試験研究機関、行

政がスクラムを組んで一定の成果をあげている貴重な先進事例であ

る。机上の空論ではなく、地道にトラフグ生活史を解明し、漁業者と密

接なコミュニケーションをとりつつ、効果的な放流事業を組み込み、新

たな資源管理を目指している。しかし、この管理思想はこれまで営々と

築いてきた産業資本主義をベースとした生産性追求路線に沿ったもの

芯ので、常にトラフク‘の資源水準は生産性追求と漁獲規制の狭間、車L

撲で揺れ動くはすである。こうした資源管理思想に対して、十全ではな

いけれども新たな切り口を示し始めたのが、三重県安乗地区の地域ブ

ランド化の動きである。

「あのり1"5¥ぐ地域フ、ランド化Jの取り組みは2001年に開始される。そ

れまで、安乗漁協市場に水揚げされた天然トラフグのほとんどは下関

に出荷されていた。しかし、全国のトラフグ相場が悪化し、下関に出荷し

ても出荷業者が採算割れと芯り、とれまでの流通出荷対応の変更を余
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儀主主くされる。芯らぱ、地元の旅館、民宿で天然トラフグを提供しようと

いうことに芯臥それまで全くトラフグを扱ったことの芯かった旅館亭主

達がトラフグ調理の研修や勉強会を開始した。市や商工会議所の支援

により大阪から専門の調理講師を招請し、トラフグ利用の取り組みがー

から始まったのであった。

2003年には漁協、観光協会、ホテル旅館組合がこの地域資源のブ

ランド化を目指し、「あのりふぐ協議会jが設置される。地元漁業者が漁

獲した700g以上の天然トラフクを「あのり1"5¥ぐ」として商標登録し、協

議会加盟の居(J苫数は地元の安乗20居、志摩市19百)のみに提供する

という仕組みである。この取り組みにマスコミ取材が草受到し、「あのり1"5¥

ぐ」の社会的知名度が広がってし1った。

こうした取り組みが功を奏し、地域資源としてのブランド効果が出始

める。ブランド効果は当該地域への入り込み人数の増加という地域経

済効果も誘発しているが、自に見えるブランド効果として、安乗のトラフ

グ価格は周辺市場に比べキロ単価が平均で800~1 000円ほど高

い。とくに小型のトラフグ(1~1 . 5キロサイズ)で 12月後半以降に価格

水準が高くなっている。 12月後半以降、安乗市場でも水揚げ数量が減

少するが、天然トラフグ目当てに安素地域を来訪する顧客がいるので、

多少高価格でも地元の旅館が水揚げされたトラフグを仕入れざるを得

芯いのである。

トラフグ品薄時は買受人としてセリ参加している料飲筋が高値で購

入し、結果として安乗の卜ラフグ価格は高位である。トラフグの全国相

場とは一線を画し、安乗地域独自のトラフグ価格形成メカニズムが作用

している。トラフグ資源管理に焦点を引き戻せば、全国のトラフグに係

る産地問競争に巻き込まれるのでは芯く、部分的にせよ(地元消費向け

は漁獲量の50%)全国トラフグ市場とは隔絶した地域資源の市場圏が

形成された。換言すれば、3県の天然トラフグ漁業者の論理に沿った資

源管理の枠を越えて、安乗ではトラフグが地域資源化し、地域内での再

生産サイクルが部分的に構築された。

トラフグが地域経済に組み込まれることで、漁業者には販売価格の

高位性が約束された。一方、トラフグを地元に安定的に供給することが

半ば義務づけられた。つまり、資源管理の目的が「漁業者による、漁業

者のための、漁業者に対する管理」に止まらす、同時に「地域経済のた

めのトラフグ資源の管理Jが期待されている。

10月小型のトラフグを大量に漁獲するよりも、少し我慢して大型サ

イスになったものを安定して漁獲するζとが期待されている。フグ流通

拠点の下関にテーマを引き寄せれば、低価格化している天然トラフグ

を地域内で付加価値をつけて販売する動きが、全国の天然トラフグ産

地で益々活発化する可能性があり、下関のフグ集荷戦略が根本かう問

われている。

捕鯨史料探訪 -長門市くじ5資料館

下関市立大学附属地域共創センター

委嘱研究員 古賀康士

長門市仙崎の対岸に青海島という小さな島があります。この島の先

端にある通浦は、江戸時代を通じて捕鯨を生業としてきた漁村で、親子

鯨の情愛を哀感込めて歌い上げた金子みすすの詩、「鯨法会Jの舞台

ともなっています。通浦にある長門市くじら資料館は、かつての地域の

産業を記念して建てられました。

資料館には、実際に捕鯨に使用された道具類のほか、江戸時代の捕

鯨関係の古文書も収蔵されています。これらの古文書は、点数は多く

ありませんが、北浦地域の捕鯨の歴史を今に伝える貫重芯史料となっ

ています。ことで、はそのいくつかを紹介しましよう。

ます注目されるのは、長州捕鯨の流通・販売に関する古文書です。



その一つに、通浦と対岸の瀬戸崎浦(仙崎の旧称)の鯨の仲買商人12

名らが連名で作成した文書があります。江戸時代の 時期、北浦地域

では捕獲した鯨の入札が実施できす、鯨の流通システムに支障がでて

いました。仲買商人らはその要因として、鯨の有力な販売先である萩の

問屋が 軒となったため、資金の前貸しなどの金融的な支援が得られ

ないことをあげています。また別の史料でも、通浦と瀬戸崎浦の役人ら

が同様に主張し、萩藩に問屋を増加するよう要望しています。手持ちの

資金が少ない仲買商人らにとって、問屋から与えられる金融的芯支援

は、彼らの経済活動を支える生命線で、あったといえます。ここからは問

屋資本に支えられた仲買商人の存在が長州捕鯨の流通システムの基

盤となったことが分かります。

乙うした長州捕鯨の流通システムがもっ特質は、古式捕鯨における

長州摘鯨の位置付けにも密接に関わります。日本の主要な捕鯨地域の

一つであった土佐では、長州捕鯨と同様に鯨の流通システムを仲買商

人が支えていました。明治期の土佐室戸の津田組では、 18組に組織さ

れた仲買商人らによって鯨の入札が実施されています。

これと好対照をなすのが、北部九州の沿岸・島自奥地域で大規模に発

展した西海捕鯨のケ スです。西海捕鯨では土佐のように組織化され

た仲買商人らが殆ど見られず、「小納屋」と呼ばれる地域の有力者や商

人うが経営する組織が鯨肉類の加工販売業務を担っていました。その

ため仲買商人が流通システムに占める重要性は、長州や土佐に較べて

低くなっています。長州と西海地域は距離も近く、鯨組や労働者を介し

た直接的主主交渉もありましたが、流通システムに関する限り、両者の歴

史的な展開は違った歩みを見せていました。このことは古式捕鯨にお

ける長州捕鯨の独自性を示すものです。

また、流れ鯨をめぐって通浦とその西方にある川尻浦で取り交わさ

れた古文書もあります。これは3通の手紙かうなり、流れ鯨の処遇をめ

ぐる両浦の交渉過程を具体的に追うことができます。

ことの発端は、川尻浦が捕獲に失敗した鯨が、通浦の近海に流れ着

いたことです。通浦では鯨が腐り掛けていたので、即座に入札に掛けま

すが、川尻浦でも萩藩たよどを通じて鯨の漂着先を探索します。

「鯨一頭、七浦栄える」と言うように、鯨の利益は莫大だからです。

このケ スでは、最終的に川尻浦から通浦へ「札銀壱包J(萩藩札)が

御礼として贈られています。おそらく川尻浦の所有権が一部認められ、

鯨の利益は両浦で配分されたので、しよう。この流れ鯨の 件からは、北

浦地域において、日常的に発生する流れ鯨の問題を解決するルールが

存在したととが窺えます。

こうした流れ鯨をめぐる問題を見るとき、想起すべき歴史がありま

す。それは明治に入って北浦地域の各地で発生した地域利害をめぐる

紛争です。これらの紛争は、江戸時代に捕鯨が許可されなかった地域

が、近代化によって既成の秩序が変化する芯かで、地域振興のために

捕鯨業に参入したことにより起きました。その過程で、旧来の捕鯨地域

との閏で深刻な対立関係が生まれるととになります。

とうした紛争については、戸島昭氏が山口県庁の文書などを用いて

検討しています(戸島昭「大津郡捕鯨紛議(ー)~(六)H山口県文書館

研究紀要』第16号~第29号所収)。これらの紛争で注目されるのは、

戸島氏も指摘するように、捕鯨をめぐる地域利害の衝突が物理的な暴

力を伴わす、に解決が図られた乙とです。との背景には、戦国時代の動乱

期のなかで、暴力を伴う中世的な自力救済の原理を地域社会レベルで

否定した日本社会の歴史の特殊性がありますが、それと同時に通浦ー川

尻浦の流れ鯨の処遇をめぐる交渉過程に見られるように、捕鯨をめぐ

る紛争を日常的に回避してきた江戸時代からの伝統が存在したといえ

るでしょう。

歴史を語るには、常にその裏づけとなる史料が必要となります。全国

的にもユニークな形で展開を遂げた長州捕鯨においても、関係史料の

収集と情報共有が最重要の課題となっています。
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韓国木浦大学校訪問報告

下関市立大学経済学部経済学科

准教授森邦恵

2010年に本学と韓国の国立木浦大学校とは交流協定を締結して

いましたが、その締結にもとづき共同研究に関する協定を、本学の地域

共創センターと木浦大学校アジア協力センタ との聞で2012年8月

10日、木浦大学校を訪れ締結しました。共同研究のテーマは、「特定水

産物による地域活性化に関する研究」です。

本学からは、横山博司共創センタ 長をはじめ、漬田英嗣教授を中

心としたフク、ブランド研究会のメンバー、素川、杉浦両准教授と森、さら

に通訳として柳鐘美先生にも参加していただき、計6人での訪問となり

ました。

私は、木浦市に行く

のは初めてで、当初「交

通が不便」という話を

聞き、多少気持ちが後

ろ向きになりましたが、

実際に移動してみると

意外と近く感じました。

それでも福岡空港から

仁川空港、高速パスを
韓国訪問

経由して、 KTX(高速鉄道)1こ乗り、およそ半日がかりで到着です。

駅には、本学から木浦大学校に留学している学生も迎えに来てくれ

ました。ホテルまでの移動の間留学生活の話を聞くと、木浦市は住みや

すく、大学も国立大学校だけあって設備や教育がしっかりしており、と

ても満足している、木浦市のファンとして下関市に戻ったらアピ-)レし

たい、と熱心に語ってくれました。その後、シンポジウムをはさんで計1

日半ほど市内を案内してもらい、確かに開発が進み整備の途中ではあ

りますが、街の雰囲気はよさそうなイメージを受けました。2日目の午

前は、午後に行われるシンポジウムの報告の事前整理として、水産加工

場や市場の様子と、観光ブランド化にむけた街の取り組みを視察

しました。

さて、2日目の午後、交流締結当日、早速第l回のシンポジウムが開

催され、本学か51まj貧困英嗣教授が「水産物ブランド化のポイント」、森

が「下関フグブランドの現状と今後の展望について」を報告しました。

木浦大学校からは、高教授が「木浦市の固有価値を利用した地域活性

化の戦略」、朴教授が「食と近代文化遺産を連携した木浦市のブランド

イヒー二べと近代文化遺産を中心に一」という研究報告を行いました。

下関市は、フグが有名であるのに対して、木浦市は二ベが有名です。

二べはトラフグと同様高級魚で、韓国では夏を乗り切るための魚、また

縁起物でありお祝いの席に備えられるものであるというととでした。た

だ、木浦市ではそのこべを観光資源として活かしきれてい芯いようで

す。との辺は、下関と同じ悩みを抱えているように感じました。シンポジ

ウムは盛大に執り行われ、大学関係者、学生のほかに、関係官庁の役職

者や、市議会議員、また商工会議所の重役にあたる人たちも数多く出

席されていて、木浦大学校と本学の地域研究に対する期待の高さを感

じることができました。

私の発表では、トラフグにブランド価値を与えるため、情報戦略の重

要性を解説しました。従来、ブランド価値は製晶の品質を向上するか、

或いは昂質の情報をいかに消費者に正確に伝えるかに焦点が当てら

れがちでしたが、必ずしも製品の全てを知ることが消費者の満足を高

めることではありません。消費活動を行う際、多大な情報処理を前に人

聞はし1ったんラフ芯取捨選択を行い、その範囲の中で厳密な計算を行

おうとする行動が、近年の研究で明らかにされてきました。例えば、「山



口県産、天然フグ」という表示は、「下関産」でもなく、最高級である「ト

ラフグ」でもないととを簡に意味していますが、知識や情報が無い消費

者にとっては、「下関産天然トラフグ」が多くの場合「安く買える」己とを

期待させるものとなります。「情報」そのものを製品の晶質集合に付加

させることで、ブランド価値の内容が整理ていきる可能性に言及した報告

を行いました。高教授をはじめ経済理論に精通されている研究者が参

加されていたので、コメントをいただき大変有意義なシンポジウムとな

りました。

因みに、報告の中でト ァーー

ラフグの大皿の刺身の !q!包早型三与勾ミ告羽|凶2明号相制忠到叫|出ミ刊習郡制測1刻司糊11
画像を示したのです力がt、 一 一

フロアーの参加者から

斉にフラッシュがたか

れ、驚きました。後でも

う一度写真を出してほ

しい、というリクエスト

もあったくらいです。大
韓国訪問

皿に美しく盛られるフグ刺しの写真に感銘を受けたようで、美しい大皿

で盛りつけられることは日本ではどのようなステイタスに芯るのか、韓

国文化にもなじむ発想だ、芯どの質問や感想が寄せられました。

3日間を通して、経済的な視点から木浦市と下関市の共通点を身近

韓国訪問

に感じることができまし

た。木浦大学校との研

究交流が、両市の発展

に貢献できるように望

んでいます。最後に、 ζ

のような機会を与えて

いただき、感謝申し上げ

ます。

下関と鯨を検証する

下関市立大学附属地域共創センター

委嘱研究員 岸本充弘

南氷洋捕鯨の基地として発展してきた下関では、現在でも市内の多

くのスーJ'¥ーで当たり前のように鯨肉が販売されています。また、2月

3日の節分が近づくとス パ のチラシには「節分には鯨を食べよ

う|リと掲載されているのが目につきます。その何気ない光景に、改め

てくじらのまちであることを再認識させられます。

元々鯨の食文化が残る地域は関西以西の西日本が中心で、関西で

鯨の消費が多いのは古式捕鯨が行われていた和歌山、高知で捕獲され

ていた鯨肉(塩蔵晶)が関西に送られていたことが背景にあります。一

方、西海捕鯨が行われていた九州では、回年、還暦祝い、冠婚葬祭、年

末年始主主どに祝膳を賑わす習慣があり、長崎では年の終りに鰯やちり

めん、年の初めに大きた主ものとして鯨を食べる習慣があり、また東北地

方では1908(明治41)年に東洋捕鯨側鮎川事業場が鯨肉の缶詰を

生産していたことから鯨缶の消費が多かったようです。

それでは、下関にはどのような鯨食文化が根付いているのでしょう

かつ下関の場合には江戸期に豊北町角島周辺で小規模芯古式捕鯨が

行われた形跡がありますが、基本的には萩、長門等の北浦周辺で行わ

れた長州捕鯨の鯨油鯨肉が下関に船で運ばれ、下関の問屋を中継し

北前船等で関西、北陸、九州等各地に送られていたことから、古式捕鯨

が行われていた地域に残る鯨食文化とは多少趣が異なる、中継基地と

しての鯨食文化が根付いています。江戸時代から続く市無形民俗文化

財である下関市蓋井島「山の神神事」にも直会に鯨の尾羽毛が、お供
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物として鯨油が備えられており、下関から山陰方面にかけては、節分に

鯨を食べる習慣も残っています。戦後、力ン力ン部隊(ブリキ缶に入れ

た魚を行商して売り歩く人々)が山間部に入り、魚と一緒に保存がきく

塩鯨を販売していたというととですが、下関の対岸の北九州では、背後

にある筑豊炭鉱の炭鉱労働者や門司港、若松港主主と、の港湾労働者、八

幡製鉄所の構内労働者等としてピーク時には15万人以上が従事して

おり、過酷な労働を食で支えていたのが塩鯨でした。当時炭鉱や港湾

労働に従事していた方におうかがいするとお弁当のおかずには塩鯨が

定番で、塩分の非常に強い塩鯨は坑内のガスでも傷ます、お弁当のお

かずとして重宝したとのことでした。大量の汗をかく過酷芯労働には、

塩分と蛋白源の補給が必要で、それを同時に満たす食材が塩鯨であっ

たのです。ただし、塩辛い塩鯨は一般家庭ではそのまま食べられない

ため、 度湯につけて塩分を抜いた後、焼いて食べていたとのことで

す。下関に近接していた山口県宇部地域では炭鉱があったこともあり、

塩鯨が食べられていたようですが、下関では冷凍技術が普及した後は、

塩鯨を好んで食べるという食習慣があまり定着しなかったようです。下

関では赤肉や、尾羽毛、さらし鯨やベ コン等の白手物芯ど幅広く食べ

られていますが、大洋漁業の鯨肉加工基地でもあったため、⑬ブランド

の鯨の八ム、ソーセージや缶詰などの加工品が、大洋漁業やその関連

会社等を通じて幅広く流通していました。

大洋漁業の城下町でもあった下関の唐戸には、 1958(昭和33)年

に設置された大洋漁業の直営レストラン「日新」があり、多くのお客さ

んで賑わっていました。年間にナガスクジラ 1頭分(約80トン)の鯨肉

が使われていたということから、いかに鯨好きが多かったかがわかりま

す。2005(平成17)年5月に本市で開催されました「第4回日本伝統

捕鯨地域サミットIn下関前夜祭」で当時「日新」で出されていました人

気メ二ユ のカツレツ、照焼、タンシチュー、本皮粕煮、さえずり百尋胃

袋を再現しましたが、広っかしい昧と大変好評でした。

それでは、調査捕鯨副産物としての鯨肉が主に流通している現在の

鯨肉消費量はどのくらいあるのでしょうかつ少し前になりますが、

2008(平成20)年に共同船舶附が調査副産物都道府県別流通量の

推定値を出しています。それによれば、山口県の場合は県民1人あたり

年間 133.7gで、全国平均447gの約3倍を消費していることがわか

りました。とれは、長崎県の 1975g、佐量県の 168.1g、宮城県の

148.5gについで4番目に多い消費量です。山口県の中でも消費が多

い下関は、長門とともに山口県の鯨消費の大部分を占めていると推定

され、少なくとも年間40トン以上は下関で消費されていると推察され

ます。 1974(昭和49)年4月11日付山口新聞に「下関周辺で消費さ

れる鯨肉は約1千トン」という記事がありますので、当時は現在の鯨肉

推定消費量の約25倍という乙とになり、商業捕鯨時代の下関での鯨

肉消費量の多さに驚かされます。

参照 i 岸本充弘『関門鯨産業文化史jj毎罵社、 2006

蓋井島山ノ神神事の模様(平成24年11月25日績影)
提供:下関市


