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資料室だより巻頭言

下関市立大学附属地域共創センター
センター長　 濱田　英嗣

　大学院生当時、中央図書館よりも学部に付設されていた資料室で
作業をしている時間の方が長かった。図書館は蔵書数が多く、専門
書や入門書が幅広く取り揃えられ「鳥の目」で知識を学ぶ、あるい
はそれまでの学説の諸論点を自身で整理する場としては有効であっ
た。一方、資料室にはまだ刊行されていない専門的資料や専門雑誌
が配架されており、図書館のように人の出入りが多くなく、静寂な
環境で「虫の目」で作業を行うには格好の場であった。つまり、図
書館が多種多様な読者のニーズに対応している場であるのに対し、
資料室は専門性の高い一次、二次資料という基礎的素材を研究にど
う活用するか、その素材をいかに料理するかという、自らの視野や
分析水準を常に意識させられる場であった。

　下関市立大学附属地域共創センターに収蔵されている数ある資料
の中で、とくに鯨関連の資料は上記の事柄が当てはまる。近年、鯨
関連の発刊物の多くは IWC を軸にアングロサクソンによる反捕鯨運
動とそれに反論する日本側の捕鯨是認の主張という構図が主流であ
る。地域共創センターにはこうした書物や文献の他に、例えば我が
国の戦前における南氷洋捕鯨の歴史を深く研究するに資する第一級
の資料 (中部家資料 )が保蔵されている。
　世界の人口が 2050 年に 100 億人を突破することがほぼ確実と
いわれる中で、農畜産物以上に水産食糧への期待が高まりつつある。
また、アメリカを中心とした欧米の価値基準 ( パクスアメリカーナ )
が絶対的でなくなり、いずれアジア的価値観が世界に浸透すること
も共通認識となりつつある。欧米の価値基準の影響力低下とアジア
的価値の影響力強化は、将来的に鯨が食糧やその他の結合生産物と
して人類の重要な資源として再び注目を集めることに繋がるだろう。
こうした長期的視野に立って、鯨に縁のある地域の公立大学として、
今後も地道に鯨等の地域資料の収集に努めたい。

　新しく資料室に仲間入りし、公開されている資料を紹介します。
　商業捕鯨、調査捕鯨を通じて活躍した捕鯨船第二十五利丸に実際に
設置されていた、「操舵機」「羅針盤」「エンジンテレグラフ」です。
　また、旧林兼商店を創設した中部幾次郎翁像です。寄贈していただ
いた方々に感謝します。
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中部幾次郎翁像  石野氏寄贈 操舵機 羅針盤 エンジンテレグラフ

捕鯨船第二十五利丸備品  下関市寄贈

　ＭＬ連携事業…って聞いたことあるでしょうか？一般にはあまり
知られていない言葉ですが、Ｍuseum ( 博物館 ) と Library（図書館）
の頭文字をとって名付けられ、平成 23 年度に活動を開始した山口
県内の大学博物館、図書館による広域大学連携展示活動事業のこと
なのです。発足当時は 2 大学により県内巡回展示活動でスタートし
ましたが、平成 28 年度には本学も含めて 12 大学 17 館が参加し、
本年度は現行体制となって 5 周年を迎えました。山口県内の大学博
物館・図書館等に所蔵される学術資料、研究成果や大学史等は、各
大学の教育・研究理念を反映したもので、地域の文化遺産とも言え
るものであり、これらの公開により地域活性化につなげることがこ
の事業の目的ともなっています。
　このＭＬ連携事
業を更に多くの方
に知っていただく
ため、平成 29 年
11月25日（土）か
ら12月24日（日）
の約 1 か月間、山
口県立山口博物館
で初の県内大学合
同学術資料展示と
なるＭＬ連携特別
展『やまぐちの大学　－University College Yamaguchi－』が開
催されました。本学からは、下関市立大学鯨資料室収蔵品の、戦前
の南氷洋捕鯨資料である中部家資料から、「日新丸積量図 ( レプリ
カ )」、「昭和拾貮年度鯨油製造統計表」、「昭和十五年 / 十六年度漁場
日誌」、「海洋漁業　第四巻　第八号　八月号」（以上 3 点実物資料）
の計 4 点を出品、展示しました。この 4 点の資料は、日本国内の大

学で唯一本学に設
置されている鯨資
料室の宣伝も兼ね、
できるだけ多くの
方にも見ていただ
きたいという思い
で、国内でも非常
に貴重な産業資料
であり、また数少
ない戦前の南氷洋

捕鯨に関する資料である中部家資料 35 点の中から更に厳選して選
んだものです。この特別展には、各大学から貴重な資料も数多く出
品され、会期中延べ600名以上の来場者があったとのことです。
　一方、特別展の会期中の12月10日（日）、山口県立山口図書館で
「あなたの街の大学博物館・図書館　～目的と役割、現状と未来～」を
テーマに山口県大学ＭＬ連携事業シンポジウムが開催されました。シ
ンポジウムはＭＬ連携事業実行委員会の根ヶ山会長の主催者挨拶に
始まり、ＭＬ連携事業の経緯について、山口大学埋蔵文化財資料館助
教の横山成己氏から説明がありました。引き続き行われた基調講演で
は、図書館サイドから「大学図書館の目的と役割　～地域への貢献～」
と題して、梅光学院大学特任准教授の吉光紀行氏が、博物館サイドか
らは「大学博物館の目的と役割　～地域への貢献～」と題して、広島大
学総合博物館准教授の清水則雄氏が図書館、博物館のそれぞれの機
能、役割、現状と問題点、課題等についてわかりやすく説明を行いま
した。特に広大の清水先生は、広大総合博物館の地元教育委員会や役

所等との協働や連携について、具体的取り組み事例を挙げながらの説
明でしたが、図書館、博物館共に予算や人員不足等の共通課題も浮か
び上がってきました。
　続く事例報告では、図書館サイドから山口大学総合図書館の日高
友江氏、山口県立大学図書館の町田敬一郎氏、至誠館大学附属図書
館の藤本夏美氏が、
博物館サイドから
は山口大学埋蔵文
化財資料館の横山
成己氏が、本学か
らは当方の計 5 名
が、各館の現状や
課題について報告
を行いました。県
内で本事業に参加
している大学は、設置形態や規模の大小が様々であり、予算、人員
等でも大学間での差が大変大きく、館によっては、大学を取り巻く

厳しい状況の中、
運営管理に非常に
苦労されている切
実な状況を認識す
ることができまし
た。その後の意見
交換では、基調講
演、事例報告を行っ
た 7 名に加え、ＭＬ
連携事業事務局で

山口大学総合図書館の川上誠氏がコーディネーターとして加わり、
大学博物館、図書館の役割について再度おさらいしながら、地域貢
献の具体的事例を紹介し、現状と課題について議論を深めていくこ
とができました。当方も、本学鯨資料室の 10 周年記念シンポジウ
ム開催を通じた地域貢献の概要や、鯨資料室と本学図書館との連携
について説明を行いながら、他大学の現状を知る良い機会となりま
した。会場からも、「ＭＬ連携の素晴らしい取り組みを、更に発信す
べきだ。」という、ＭＬ連携事業活動に対する高い評価の意見もあり
ました。シンポジウ
ム当日は、あいにく
の荒天で、会場の客
足は残念ながら少な
い状況でしたが、各
大学の幹部や行政機
関から来られた方々
は、最後まで議論の
様子に対し、熱心に
耳を傾けておられた
ことが非常に印象的でした。
　ＭＬ連携事業は、まだまだ一般的な認知がなされている状況には
ありませんが、図書館と博物館の連携という稀有な取り組みは、今
後少しずつですが、発展していく可能性を秘めており、新たな可能
性を発掘できる興味深い取り組みとなることは間違いないと思いま
す。本学も鯨資料室という博物館類似施設と、単科大学としては有
数の規模を持つ図書館を所有していることで、これらが連携、融合
して地域貢献に取り組むことにより、更なる発展の可能性を秘めて
います。今後もＭＬ連携事業の活動に対し、ご理解、ご協力をお願
いいたします。

ML連携特別展における本学のブース

事例報告する岸本充弘氏②

意見交換の様子

事例報告する岸本充弘氏①

ML連携特別展の会場の様子
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下関市立大学鯨資料室開設10周年記念シンポジウム
～下関の鯨とふく、新たな挑戦～

下関市立大学附属地域共創センター
センター長　 濱田　英嗣
委嘱研究員　 岸本　充弘

岩田在博氏

城下 隆氏

会場の様子

吉田幸治氏

岸本充弘氏

濱田英嗣氏

佐々木 満氏

髙橋義文氏

資源を活用
し、光熱費の
削減と同時に
CO2 排出ゼ
ロの養殖、②
天然に近い環
境下での養
殖、③種 苗 か
ら養殖、出荷、
卸までのトレ
サビリティ証
明書の発行
( 安全・安心な養殖 )、④下関仲卸が認める品質のトラフグの生産に挑
戦するという試みである。つまり、下関には地域内にトラフグを供給
する経営体がなく、流通量が不安定なので陸上トラフグ養殖を行う、
しかもバイオマス発電により養殖トラフグ生産原価を圧縮し、さら
に品質的にも天然トラフグに匹敵するものを追求する、という新た
な挑戦メッセージであった。
　自前のトラフグ供給機能を持たない下関フグ業界にとって、上記
のとおり市内にトラフグ陸上養殖に取り組む意義は大きく、下関フ
グ流通基地の限界を突破し得る試みとしても業界関係者の注目度は
高い。シンポ
ではこの新規
事業計画の現
状と課題につ
いて質疑応答
がなされた。
結論として
は、取り組む
価値と意義は
十分あるが、
採算が取れる
かどうかは、
養殖に取り組
む管理技術の
水準によるこ
と、トラフグ
陸上養殖で先
行する天草地
域に準じた技
術が当該事業
に導入されれ
ば経営安定化
が達成でき
る、という点
に収斂され
た。報告者の城下社長からは初期投資を含め、数年以内で経営が軌
道に乗ることを想定しているという回答があった。最後に、下関市
内にトラフグ陸上養殖場を設置し、生産機能をもつ経済的効果はす
でに「宇治茶」で有名な宇治地域で証明されており、この陸上トラ
フグ養殖の挑戦は下関フグが宇治茶型の機能強化を目指すことでも
ある、というコーディネーターによる発言でシンポは閉めくくられ
た。

３．第2部　ふく「下関初のトラフグ陸上養殖の挑戦」
　下関フグブランドは全国に知れ渡っている。しかし、下関市のフ
グ専門卸売市場 ( 南風泊市場 ) に直接水揚げされている天然トラフグ
は海洋環境変化や乱獲により激減し、また下関市内にはトラフグ養
殖場がなく、南風泊市場で取り扱われているトラフグの大半は全国

各地から集荷されたものである。下関がフグの流通拠点といわれる
所以である。しかし、この流通拠点として発展した地域は成長と裏
腹に生産地機能の脆弱性という構造的な欠陥を抱えることになる。
　フグの流通拠点としての下関に近年、構造的な変化が２つ押し寄
せている。第一に、主たる天然トラフグ漁場であった東海・黄海か
らの最も効率的な水揚げ地としての下関市は、極めて恵まれた立地
条件 ( 集荷条件 ) を有した。しかし、天然トラフグ資源の枯渇という
状況変化により、この優位性を活用する機会が大幅に減少したこと、
第二に、天然トラフグに代わって養殖トラフグの生産シェアが圧倒
的に高くなり、トラフグ流通の主流が養殖トラフグに移行する中で、
天然トラフグのように下関が養殖トラフグを集荷することが難しく
なったことである。要するに、トラフグ流通が天然トラフグから養
殖トラフグに移行し、この流通変化に下関フグ業界が対応しきれな
くなった、ということだと思う。下関への集荷率は天然トラフグで
は 80% に達するのに対し、養殖トラフグでは 20% 程度とみられ
ている。産地機能を有しない拠点型流通地域では集分荷を中心とし
た流通機能が低下すると加速度的に取扱高が凋落する傾向がある。
　「下関ふく
新たな挑戦」
( 株 式 会 社
EECL 城下隆
代表取締役 )
の講演は、こ
の下関フグの
構造的弱点を
下関市内にト
ラフグ陸上養
殖場を設置す
ることによっ
て補強するこ
とを狙ったベンチャービジネスの取り組みを語ったものである。具
体的には、①化石燃料や原子力に依存しない地域の未利用バイオマス

１．実施概要
　平成 19 年 11 月に本学鯨資料室が設置され、平成 29 年現在で
10年が経過したことから、「くじらのまち下関」に向けて地域貢献の
役割を担ってきた資料室の開設 10 周年を記念したシンポジウムが
開催された。資料室の収蔵品及び研究対象の柱であり下関の水産業
を代表する「鯨とふく」をテーマに据え、学生や市民に対する研究成
果の還元を目的に平成 29年 10 月 28 日（土）14時から海峡メッ
セ下関で挙行された。当日はあいにくの雨にもかかわらず 80 名以
上の方の参加があり、質疑応答を含めて熱い議論が交わされた。
　第 1部は、平成 26 年に地域共創センターに寄贈された戦前の南
氷洋捕鯨資料（中部家資料）の中の「鯨油製造統計表」から、我が
国の南氷洋捕鯨実態を岸本充弘委嘱研究員が検証するとともに、鯨
油を使用した石鹸や魚の餌の研究開発に現在取り組んでいる株式会
社吉田総合テクノ企画管理課の吉田幸治課長と山口県産業技術セン
ターの岩田在博専門研究員をパネリストとして加え、鯨油商品化の
可能性と地域産業としての成長の可能性が展望された。
　第 2 部は、下関の水産物ブランドを代表する「ふく」について、
バイオマスによるトラフグ陸上養殖の実用化を目指している株式会
社 EECL の城下隆代表取締役による話題提供、パネリストとして九
州大学大学院農学研究院の髙橋義文准教授、株式会社みなと山口合
同新聞社みなと新聞中国支社の佐々木満参与を加え、当該陸上養殖
の可能性と下関フグブランドに対する波及効果について議論が交わ
された。こちらのコーディネーターは濱田英嗣が担当した。
　第 1部シンポジウム ( 鯨の部 ) の内容説明を岸本充弘が、第 2部
シンポジウム内容 ( ふくの部 ) は濱田英嗣がそれぞれ分担し、以下
に記述する。

２．第 1部　鯨「鯨油の利用と将来の可能性を探る」
　第 1 部では、「鯨油の利用と将来の可能性を探る」と題し、附属
地域共創センター委嘱研究員の岸本から鯨油製造・利用の歴史につ
いて報告を行った。その中で、19 世紀に米国で石油が発見される
まで、鯨油は世界中はもちろん我が国でも灯火用燃料や潤滑油等で
利用されていたことや、1901 年にドイツのウィルヘルム・ノーマ
ンにより油脂を硬化させるプロセスが発明されたことで、鯨油その
ものがマーガリンの原料として利用されるようになった歴史につい
て説明を行った。また、我が国の戦前・戦後の鯨油の利用については、
長須油がマーガリン
原料や化粧品、医薬
品として、抹香油が
主に機械系の潤滑油
や洗剤として利用さ
れていたこと、戦前
や戦後の我が国にお
ける南氷洋捕鯨にお
いて生産された鯨油
は大半が輸出され、
外貨獲得が目的で
あったこと、更に、マーガリンの需要が多い欧州で、鯨油の生産・
価格決定の主導権を握っていたのはイギリス、ノルウェーの２大国
であったこと、我が国の戦後のマーガリンやショートニング原料の

動物性油脂が、牛脂や魚油と並び長須油が大きな割合を占めていた
こと等を報告した。
　その後、株式会社吉田総合テクノ企画管理課の吉田幸治課長、山
口県産業技術センターの岩田在博専門研究員を加え、岸本がコー
ディネーターを務め、鯨油の利用の現状や、将来の可能性を検証す
るシンポジウムを行った。シンポジウムでは、現在新規事業として
鯨油を利用した石鹸の製造をしている吉田総合テクノの吉田課長か
ら、鯨油石鹸製造の経緯についての説明があった。それによれば、
平成 20 年頃下関市内にある鯨加工会社から、鯨油独特のにおいが
あるため廃棄されていた加工の際に発生する鯨油処理の依頼を受
け、試行錯誤の末臭気除去に成功し、平成 25 年 10 月に南極海の
クロミンククジラの油を配合した鯨油石鹸（ミンキーソープ）の商
品化に至ったこと
や、平成 28 年 4 月
には新たに北海道の
加工会社から提供が
あったツチクジラの
皮から搾油した鯨油
のにおいが少なく、
これで製造した固形
石鹸（海中美人）の
販売を開始したこと
等についての報告が
あった。鯨油は油の
中でも水に溶けにく
いため石鹸に使用す
ると保湿性が高ま
り、非常にしっとり
する使用感が得られ
るとのことであっ
た。また、鯨油石鹸
の製造に関して技術
的な支援を行った県
産業技術センターの
岩田研究員からは、県産業技術センターの役割や組織等概要説明の
後、鯨油が持っている不飽和脂肪酸が酸素と反応し、過酸化物をつ
くり、それが分解する際アルデヒドやカルボン酸等の臭気が発生す
るメカニズムと、水素を利用した臭気の除去方法について説明が
あった。更に吉田課長から、鹿児島大学水産学部と共同研究を行い
開発した、鯨油を使用した養魚飼料を試験的にヒラメとカンパチに
与えたところ、カンパチについては魚体中の脂質が増えるというか
なりの成果があったことが報告され、将来的な鯨油の利用拡大につ
いて大いに期待できるものとなった。
　最後に、両パネリストから今後の商品化に向けた課題として、飼
料用油脂の安価な現状から、原料そのもののコストや調査捕鯨等に
よる生産体制の中で、鯨油の安定的な生産体制の維持、鯨油の更な
る利用用途の拡大について意見が出された。また、シンポ終了後に
は、「鯨油で製造した飼料を陸上養殖のトラフグで与えてみたらど
うか？」等、パネリスト間の話が新たに出ており、このシンポジウ
ムで「鯨とふく」による新たなコラボレーションが発生するきっか
けづくりに多少なりとも貢献することができた。
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下関市立大学鯨資料室開設10周年記念シンポジウム
～下関の鯨とふく、新たな挑戦～

下関市立大学附属地域共創センター
センター長　 濱田　英嗣
委嘱研究員　 岸本　充弘

岩田在博氏

城下 隆氏

会場の様子

吉田幸治氏

岸本充弘氏

濱田英嗣氏

佐々木 満氏

髙橋義文氏

資源を活用
し、光熱費の
削減と同時に
CO2 排出ゼ
ロの養殖、②
天然に近い環
境下での養
殖、③種 苗 か
ら養殖、出荷、
卸までのトレ
サビリティ証
明書の発行
( 安全・安心な養殖 )、④下関仲卸が認める品質のトラフグの生産に挑
戦するという試みである。つまり、下関には地域内にトラフグを供給
する経営体がなく、流通量が不安定なので陸上トラフグ養殖を行う、
しかもバイオマス発電により養殖トラフグ生産原価を圧縮し、さら
に品質的にも天然トラフグに匹敵するものを追求する、という新た
な挑戦メッセージであった。
　自前のトラフグ供給機能を持たない下関フグ業界にとって、上記
のとおり市内にトラフグ陸上養殖に取り組む意義は大きく、下関フ
グ流通基地の限界を突破し得る試みとしても業界関係者の注目度は
高い。シンポ
ではこの新規
事業計画の現
状と課題につ
いて質疑応答
がなされた。
結論として
は、取り組む
価値と意義は
十分あるが、
採算が取れる
かどうかは、
養殖に取り組
む管理技術の
水準によるこ
と、トラフグ
陸上養殖で先
行する天草地
域に準じた技
術が当該事業
に導入されれ
ば経営安定化
が達成でき
る、という点
に収斂され
た。報告者の城下社長からは初期投資を含め、数年以内で経営が軌
道に乗ることを想定しているという回答があった。最後に、下関市
内にトラフグ陸上養殖場を設置し、生産機能をもつ経済的効果はす
でに「宇治茶」で有名な宇治地域で証明されており、この陸上トラ
フグ養殖の挑戦は下関フグが宇治茶型の機能強化を目指すことでも
ある、というコーディネーターによる発言でシンポは閉めくくられ
た。

３．第2部　ふく「下関初のトラフグ陸上養殖の挑戦」
　下関フグブランドは全国に知れ渡っている。しかし、下関市のフ
グ専門卸売市場 ( 南風泊市場 ) に直接水揚げされている天然トラフグ
は海洋環境変化や乱獲により激減し、また下関市内にはトラフグ養
殖場がなく、南風泊市場で取り扱われているトラフグの大半は全国

各地から集荷されたものである。下関がフグの流通拠点といわれる
所以である。しかし、この流通拠点として発展した地域は成長と裏
腹に生産地機能の脆弱性という構造的な欠陥を抱えることになる。
　フグの流通拠点としての下関に近年、構造的な変化が２つ押し寄
せている。第一に、主たる天然トラフグ漁場であった東海・黄海か
らの最も効率的な水揚げ地としての下関市は、極めて恵まれた立地
条件 ( 集荷条件 ) を有した。しかし、天然トラフグ資源の枯渇という
状況変化により、この優位性を活用する機会が大幅に減少したこと、
第二に、天然トラフグに代わって養殖トラフグの生産シェアが圧倒
的に高くなり、トラフグ流通の主流が養殖トラフグに移行する中で、
天然トラフグのように下関が養殖トラフグを集荷することが難しく
なったことである。要するに、トラフグ流通が天然トラフグから養
殖トラフグに移行し、この流通変化に下関フグ業界が対応しきれな
くなった、ということだと思う。下関への集荷率は天然トラフグで
は 80% に達するのに対し、養殖トラフグでは 20% 程度とみられ
ている。産地機能を有しない拠点型流通地域では集分荷を中心とし
た流通機能が低下すると加速度的に取扱高が凋落する傾向がある。
　「下関ふく
新たな挑戦」
( 株 式 会 社
EECL 城下隆
代表取締役 )
の講演は、こ
の下関フグの
構造的弱点を
下関市内にト
ラフグ陸上養
殖場を設置す
ることによっ
て補強するこ
とを狙ったベンチャービジネスの取り組みを語ったものである。具
体的には、①化石燃料や原子力に依存しない地域の未利用バイオマス

１．実施概要
　平成 19 年 11 月に本学鯨資料室が設置され、平成 29 年現在で
10年が経過したことから、「くじらのまち下関」に向けて地域貢献の
役割を担ってきた資料室の開設 10 周年を記念したシンポジウムが
開催された。資料室の収蔵品及び研究対象の柱であり下関の水産業
を代表する「鯨とふく」をテーマに据え、学生や市民に対する研究成
果の還元を目的に平成 29年 10 月 28 日（土）14時から海峡メッ
セ下関で挙行された。当日はあいにくの雨にもかかわらず 80 名以
上の方の参加があり、質疑応答を含めて熱い議論が交わされた。
　第 1部は、平成 26 年に地域共創センターに寄贈された戦前の南
氷洋捕鯨資料（中部家資料）の中の「鯨油製造統計表」から、我が
国の南氷洋捕鯨実態を岸本充弘委嘱研究員が検証するとともに、鯨
油を使用した石鹸や魚の餌の研究開発に現在取り組んでいる株式会
社吉田総合テクノ企画管理課の吉田幸治課長と山口県産業技術セン
ターの岩田在博専門研究員をパネリストとして加え、鯨油商品化の
可能性と地域産業としての成長の可能性が展望された。
　第 2 部は、下関の水産物ブランドを代表する「ふく」について、
バイオマスによるトラフグ陸上養殖の実用化を目指している株式会
社 EECL の城下隆代表取締役による話題提供、パネリストとして九
州大学大学院農学研究院の髙橋義文准教授、株式会社みなと山口合
同新聞社みなと新聞中国支社の佐々木満参与を加え、当該陸上養殖
の可能性と下関フグブランドに対する波及効果について議論が交わ
された。こちらのコーディネーターは濱田英嗣が担当した。
　第 1部シンポジウム ( 鯨の部 ) の内容説明を岸本充弘が、第 2部
シンポジウム内容 ( ふくの部 ) は濱田英嗣がそれぞれ分担し、以下
に記述する。

２．第 1部　鯨「鯨油の利用と将来の可能性を探る」
　第 1 部では、「鯨油の利用と将来の可能性を探る」と題し、附属
地域共創センター委嘱研究員の岸本から鯨油製造・利用の歴史につ
いて報告を行った。その中で、19 世紀に米国で石油が発見される
まで、鯨油は世界中はもちろん我が国でも灯火用燃料や潤滑油等で
利用されていたことや、1901 年にドイツのウィルヘルム・ノーマ
ンにより油脂を硬化させるプロセスが発明されたことで、鯨油その
ものがマーガリンの原料として利用されるようになった歴史につい
て説明を行った。また、我が国の戦前・戦後の鯨油の利用については、
長須油がマーガリン
原料や化粧品、医薬
品として、抹香油が
主に機械系の潤滑油
や洗剤として利用さ
れていたこと、戦前
や戦後の我が国にお
ける南氷洋捕鯨にお
いて生産された鯨油
は大半が輸出され、
外貨獲得が目的で
あったこと、更に、マーガリンの需要が多い欧州で、鯨油の生産・
価格決定の主導権を握っていたのはイギリス、ノルウェーの２大国
であったこと、我が国の戦後のマーガリンやショートニング原料の

動物性油脂が、牛脂や魚油と並び長須油が大きな割合を占めていた
こと等を報告した。
　その後、株式会社吉田総合テクノ企画管理課の吉田幸治課長、山
口県産業技術センターの岩田在博専門研究員を加え、岸本がコー
ディネーターを務め、鯨油の利用の現状や、将来の可能性を検証す
るシンポジウムを行った。シンポジウムでは、現在新規事業として
鯨油を利用した石鹸の製造をしている吉田総合テクノの吉田課長か
ら、鯨油石鹸製造の経緯についての説明があった。それによれば、
平成 20 年頃下関市内にある鯨加工会社から、鯨油独特のにおいが
あるため廃棄されていた加工の際に発生する鯨油処理の依頼を受
け、試行錯誤の末臭気除去に成功し、平成 25 年 10 月に南極海の
クロミンククジラの油を配合した鯨油石鹸（ミンキーソープ）の商
品化に至ったこと
や、平成 28 年 4 月
には新たに北海道の
加工会社から提供が
あったツチクジラの
皮から搾油した鯨油
のにおいが少なく、
これで製造した固形
石鹸（海中美人）の
販売を開始したこと
等についての報告が
あった。鯨油は油の
中でも水に溶けにく
いため石鹸に使用す
ると保湿性が高ま
り、非常にしっとり
する使用感が得られ
るとのことであっ
た。また、鯨油石鹸
の製造に関して技術
的な支援を行った県
産業技術センターの
岩田研究員からは、県産業技術センターの役割や組織等概要説明の
後、鯨油が持っている不飽和脂肪酸が酸素と反応し、過酸化物をつ
くり、それが分解する際アルデヒドやカルボン酸等の臭気が発生す
るメカニズムと、水素を利用した臭気の除去方法について説明が
あった。更に吉田課長から、鹿児島大学水産学部と共同研究を行い
開発した、鯨油を使用した養魚飼料を試験的にヒラメとカンパチに
与えたところ、カンパチについては魚体中の脂質が増えるというか
なりの成果があったことが報告され、将来的な鯨油の利用拡大につ
いて大いに期待できるものとなった。
　最後に、両パネリストから今後の商品化に向けた課題として、飼
料用油脂の安価な現状から、原料そのもののコストや調査捕鯨等に
よる生産体制の中で、鯨油の安定的な生産体制の維持、鯨油の更な
る利用用途の拡大について意見が出された。また、シンポ終了後に
は、「鯨油で製造した飼料を陸上養殖のトラフグで与えてみたらど
うか？」等、パネリスト間の話が新たに出ており、このシンポジウ
ムで「鯨とふく」による新たなコラボレーションが発生するきっか
けづくりに多少なりとも貢献することができた。
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資料室だより巻頭言

下関市立大学附属地域共創センター
センター長　 濱田　英嗣

　大学院生当時、中央図書館よりも学部に付設されていた資料室で
作業をしている時間の方が長かった。図書館は蔵書数が多く、専門
書や入門書が幅広く取り揃えられ「鳥の目」で知識を学ぶ、あるい
はそれまでの学説の諸論点を自身で整理する場としては有効であっ
た。一方、資料室にはまだ刊行されていない専門的資料や専門雑誌
が配架されており、図書館のように人の出入りが多くなく、静寂な
環境で「虫の目」で作業を行うには格好の場であった。つまり、図
書館が多種多様な読者のニーズに対応している場であるのに対し、
資料室は専門性の高い一次、二次資料という基礎的素材を研究にど
う活用するか、その素材をいかに料理するかという、自らの視野や
分析水準を常に意識させられる場であった。

　下関市立大学附属地域共創センターに収蔵されている数ある資料
の中で、とくに鯨関連の資料は上記の事柄が当てはまる。近年、鯨
関連の発刊物の多くは IWC を軸にアングロサクソンによる反捕鯨運
動とそれに反論する日本側の捕鯨是認の主張という構図が主流であ
る。地域共創センターにはこうした書物や文献の他に、例えば我が
国の戦前における南氷洋捕鯨の歴史を深く研究するに資する第一級
の資料 (中部家資料 )が保蔵されている。
　世界の人口が 2050 年に 100 億人を突破することがほぼ確実と
いわれる中で、農畜産物以上に水産食糧への期待が高まりつつある。
また、アメリカを中心とした欧米の価値基準 ( パクスアメリカーナ )
が絶対的でなくなり、いずれアジア的価値観が世界に浸透すること
も共通認識となりつつある。欧米の価値基準の影響力低下とアジア
的価値の影響力強化は、将来的に鯨が食糧やその他の結合生産物と
して人類の重要な資源として再び注目を集めることに繋がるだろう。
こうした長期的視野に立って、鯨に縁のある地域の公立大学として、
今後も地道に鯨等の地域資料の収集に努めたい。

　新しく資料室に仲間入りし、公開されている資料を紹介します。
　商業捕鯨、調査捕鯨を通じて活躍した捕鯨船第二十五利丸に実際に
設置されていた、「操舵機」「羅針盤」「エンジンテレグラフ」です。
　また、旧林兼商店を創設した中部幾次郎翁像です。寄贈していただ
いた方々に感謝します。

ML連携事業特別展「やまぐちの大学」とシンポジウム「あなたの街の大学博物館・図書館」

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

TEL.083－254－8613
FAX.083－253－1622
http://www.shimonoseki-cu.ac.jp
E-mail：chiikikyoso@shimonoseki-cu.ac.jp

新　着　資　料　紹　介

中部幾次郎翁像  石野氏寄贈 操舵機 羅針盤 エンジンテレグラフ

捕鯨船第二十五利丸備品  下関市寄贈

　ＭＬ連携事業…って聞いたことあるでしょうか？一般にはあまり
知られていない言葉ですが、Ｍuseum ( 博物館 ) と Library（図書館）
の頭文字をとって名付けられ、平成 23 年度に活動を開始した山口
県内の大学博物館、図書館による広域大学連携展示活動事業のこと
なのです。発足当時は 2 大学により県内巡回展示活動でスタートし
ましたが、平成 28 年度には本学も含めて 12 大学 17 館が参加し、
本年度は現行体制となって 5 周年を迎えました。山口県内の大学博
物館・図書館等に所蔵される学術資料、研究成果や大学史等は、各
大学の教育・研究理念を反映したもので、地域の文化遺産とも言え
るものであり、これらの公開により地域活性化につなげることがこ
の事業の目的ともなっています。
　このＭＬ連携事
業を更に多くの方
に知っていただく
ため、平成 29 年
11月25日（土）か
ら12月24日（日）
の約 1 か月間、山
口県立山口博物館
で初の県内大学合
同学術資料展示と
なるＭＬ連携特別
展『やまぐちの大学　－University College Yamaguchi－』が開
催されました。本学からは、下関市立大学鯨資料室収蔵品の、戦前
の南氷洋捕鯨資料である中部家資料から、「日新丸積量図 ( レプリ
カ )」、「昭和拾貮年度鯨油製造統計表」、「昭和十五年 / 十六年度漁場
日誌」、「海洋漁業　第四巻　第八号　八月号」（以上 3 点実物資料）
の計 4 点を出品、展示しました。この 4 点の資料は、日本国内の大

学で唯一本学に設
置されている鯨資
料室の宣伝も兼ね、
できるだけ多くの
方にも見ていただ
きたいという思い
で、国内でも非常
に貴重な産業資料
であり、また数少
ない戦前の南氷洋

捕鯨に関する資料である中部家資料 35 点の中から更に厳選して選
んだものです。この特別展には、各大学から貴重な資料も数多く出
品され、会期中延べ600名以上の来場者があったとのことです。
　一方、特別展の会期中の12月10日（日）、山口県立山口図書館で
「あなたの街の大学博物館・図書館　～目的と役割、現状と未来～」を
テーマに山口県大学ＭＬ連携事業シンポジウムが開催されました。シ
ンポジウムはＭＬ連携事業実行委員会の根ヶ山会長の主催者挨拶に
始まり、ＭＬ連携事業の経緯について、山口大学埋蔵文化財資料館助
教の横山成己氏から説明がありました。引き続き行われた基調講演で
は、図書館サイドから「大学図書館の目的と役割　～地域への貢献～」
と題して、梅光学院大学特任准教授の吉光紀行氏が、博物館サイドか
らは「大学博物館の目的と役割　～地域への貢献～」と題して、広島大
学総合博物館准教授の清水則雄氏が図書館、博物館のそれぞれの機
能、役割、現状と問題点、課題等についてわかりやすく説明を行いま
した。特に広大の清水先生は、広大総合博物館の地元教育委員会や役

所等との協働や連携について、具体的取り組み事例を挙げながらの説
明でしたが、図書館、博物館共に予算や人員不足等の共通課題も浮か
び上がってきました。
　続く事例報告では、図書館サイドから山口大学総合図書館の日高
友江氏、山口県立大学図書館の町田敬一郎氏、至誠館大学附属図書
館の藤本夏美氏が、
博物館サイドから
は山口大学埋蔵文
化財資料館の横山
成己氏が、本学か
らは当方の計 5 名
が、各館の現状や
課題について報告
を行いました。県
内で本事業に参加
している大学は、設置形態や規模の大小が様々であり、予算、人員
等でも大学間での差が大変大きく、館によっては、大学を取り巻く

厳しい状況の中、
運営管理に非常に
苦労されている切
実な状況を認識す
ることができまし
た。その後の意見
交換では、基調講
演、事例報告を行っ
た 7 名に加え、ＭＬ
連携事業事務局で

山口大学総合図書館の川上誠氏がコーディネーターとして加わり、
大学博物館、図書館の役割について再度おさらいしながら、地域貢
献の具体的事例を紹介し、現状と課題について議論を深めていくこ
とができました。当方も、本学鯨資料室の 10 周年記念シンポジウ
ム開催を通じた地域貢献の概要や、鯨資料室と本学図書館との連携
について説明を行いながら、他大学の現状を知る良い機会となりま
した。会場からも、「ＭＬ連携の素晴らしい取り組みを、更に発信す
べきだ。」という、ＭＬ連携事業活動に対する高い評価の意見もあり
ました。シンポジウ
ム当日は、あいにく
の荒天で、会場の客
足は残念ながら少な
い状況でしたが、各
大学の幹部や行政機
関から来られた方々
は、最後まで議論の
様子に対し、熱心に
耳を傾けておられた
ことが非常に印象的でした。
　ＭＬ連携事業は、まだまだ一般的な認知がなされている状況には
ありませんが、図書館と博物館の連携という稀有な取り組みは、今
後少しずつですが、発展していく可能性を秘めており、新たな可能
性を発掘できる興味深い取り組みとなることは間違いないと思いま
す。本学も鯨資料室という博物館類似施設と、単科大学としては有
数の規模を持つ図書館を所有していることで、これらが連携、融合
して地域貢献に取り組むことにより、更なる発展の可能性を秘めて
います。今後もＭＬ連携事業の活動に対し、ご理解、ご協力をお願
いいたします。

ML連携特別展における本学のブース

事例報告する岸本充弘氏②

意見交換の様子

事例報告する岸本充弘氏①

ML連携特別展の会場の様子
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