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瀬戸内海がよみがえる日 
上関原子力発電所計画と周防灘の未来 

 

安渓 遊地 

（山口県立大学教員、日本生態学会自然保護専門委員）  

 

原発計画にゆれる周防灘の現在 
 
◇生物たちの楽園 
 瀬戸内海のもっとも西にあたる周防

灘。その東の端の、伊予灘との境界に

近いところに長島という島がある。そ

の中に田ノ浦というひときわ美しい浜

がある。ここには、今日の日本ではほ

とんど見られなくなった希少な生物種

が生息する場所でもある。例えば、世

界最小のクジラであるスナメリのなめ

らかな背中がちらりと見えるかもしれ

ない。岩礁・鼻繰島の頂き付近からは、

ハヤブサのつがいが空高く舞い上がる。

 

田ノ浦の風光 左ビャクシンの崖、右鼻繰島 

海に面したけわしい崖には、全国でも

珍しくなったビャクシンの野生木がし

がみついている。ゆるやかな斜面は、

豊かな照葉樹林に覆われている。石積

みの古い護岸の後ろには、湿地がひろ

がっている。これは、20 年以上前に放

棄された水田のあとである。踏み分け

道をたどって登り、里山の自然を訪ね

れば、今では希少となってしまった草

花が咲き、みごとな技でくみ上げられ

た石垣に守られた棚田とため池の跡も

見ることができる。また、田ノ浦の浜

そのものには考古学遺跡があり、土器 
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や石のやじりなどが出土する。ここに

人が住み始めてから少なくとも 2500

年の時が流れている（上関町史編さん

委員会、1988:117-120）。 

 田ノ浦の磯には、あとでも触れるよ

うに、貝類をはじめとする海の生き物

の種類が奇跡のように多く生き残って

いることが最近になってわかってきた。 

 沖に目をやれば、田ノ浦の目の前４

キロメートルの海に、祝島が見える。

祝島は万葉集にも登場する瀬戸内海航

海の大切な目印であり、危険に満ちた

旅を守護する心の支えだった。 

 

◇VIP なみの散策 
 最近では、長島の田ノ浦を自然観察

などのためにおとずれると、背丈を超

える頑丈な柵が随所に張り巡らされて

いて、自由に歩き回ることは難しい。

しかも、いく人ものガードマン達があ

らわれて、あなたがのってきた自動車

のナンバーをそれとなく控える。田ノ

浦の自然観察に行くと、24 時間どこへ

行くにもエスコートがつくのだ。道か

らはずれようとすると、ボディガード

が警告してくれる。それでも進もうと

すると、ホイッスルを吹いて止められ

てしまう。そう、ここは広島市に本社

がある電力会社が瀬戸内海に計画して

いる上関原子力発電所の予定地なのだ。 

「許可がないと入れません」と言わ

れる場所は、電力会社の所有地だった

り、地元の四代地区の共有地だったり

するのだが、「四代の区長の許可がいり

ます」などと言われると、思わず「あ

なた方はいったい誰に雇われている

の？」と聞いてしまう。車を止めたと

ころから 15 分も降りれば、浜に出る。

浜は公有地だから自由に歩くことがで

きる。しかし、ガードマンたちは、ど

こまでも密着エスコートのサービスを

続けてくれて、時折携帯電話で、「今何

をしているところ」とか「ケサランパ

サランとかいう珍しい生物がみつかっ

たそうです」などと、あなたの発見を

先回りして会社に報告してもくれる。

監視カメラや赤外線探知装置などが随

所にあって、電力会社の環境調査の機

械を守っている。潜水調査をする時に

は、近くの集落からの漁船がつきまと

い（ほとんどの場合、電力会社に雇わ

れていると聞いた）、船のスクリューが

近すぎて危険を感じることもある。 

 

◇上関原発計画の 20 余年 
上関町長島の四代（しだい）地区・

田ノ浦の海岸に原子力発電所を建設す

る計画を中国電力（株）がもっている

ことが明らかになったのは、1982 年の

6 月末だった（朝日新聞山口支局 

2001）。現在の計画によれば、30 ヘク

タールの計画面積のうち、15 ヘクター

ルは海を埋め立てる。そのために必要

な土砂は 17 万立方メートルに達する。
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137.3 万キロワットの沸騰水型原発は

2 基で毎秒 190 トンの温排水を放出す

る。これは山口県最大の流量をもつ佐

波川の平均流量の約 10 倍である。冷却

水取り込み量は、１ヶ月で 5 億トン弱。

長さ 10 キロの海岸線にそって、平均水

深 50 メートルの海を沖合１キロまで

すっかり入れ替える量である。温排水

は、放射性物質を含み、海水より摂氏

７度熱い状態で放出されるが、吸い込

まれた稚魚類や幼生や卵は水温の急激

な上昇と、配管内にフジツボなどがつ

くのを防ぐための次亜塩素酸ナトリウ

ムの混合によって、政府の認めた数値

でも７割が死滅する（日本生態学会中

国四国地区会 2001）。 

 計画発表当時から 20 年にわたって

地元上関町の町長を務めた片山秀行氏

は、地元住民がこの原発計画を受け入

れるための努力を重ねてきた。中国電

力も原発立地促進事務所を上関町内に

設け、約 50 人の職員が常駐して活動し、

今までに 160 億円以上のお金を使って

いる（朝日新聞山口支局 2001）。 

 

◇にっこり笑って従わず  
 2001 年に上関町で原発の是非を問

うアンケート調査を朝日新聞が実施し

たところ、町長選挙のようなしがらみ

がないためであろうが、推進が 33％、

反対が 47％だった。周辺の５市町の場

合は、推進が 21％、反対は 58％に上っ

た（朝日新聞山口支局、2001）。 

事実、推進の動きに対して、反対運

動もまた根強く、ことに予定地と向か

い合う祝島漁民の強硬な反対によって

環境調査すら満足にできない状況が続

いた。反対する住民たちは、選挙では

４割強の結果であるが、非常に活発に、

しかし常に平和的な方法で反対運動を

展開してきた。祝島の漁民たちは、こ

の近辺でも例外的な豊かな漁場での鯛

の一本釣りと釣り客の案内などで生計

をたてている。近隣の 7 漁協が予定額

の半額の補償金を受け取ったのに対し、

祝島漁協だけは、漁業権を放棄せず、

一切の補償金の受け取りも拒否してい

る（朝日新聞山口支局 2001）。 

予定地の長島・田ノ浦に一番近い集

落は、島の反対側にある四代集落であ

る。ここでは、圧倒的多数が賛成派で

あり、120 軒のうちの 5 軒だけが原発

予定地内の土地を中国電力に売ること

に同意せず反対の姿勢を貫いてきた。 

今年の 8 月、オーストラリアからの

国際平和巡礼団を上関に迎えた時、予

定地の土地を手放さない一人である女

性（88 歳）は、笑いながら次のように

語って下さった。「土地を売ってくれれ

ば 3500 万円になる、と言いに来る電力

会社の駐在員に、『あんたは、人を殺す

ようなものをもってくるんかね、私は

絶対にうんといわんよ！』というてい

つも追い返すんですよ。そうしたら、
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この人は仕事を辞めてから葉書をくれ

たんだけど、『今後も、ぜひがんばって

ください』なんて書いてあったのよ。」 

 

◇海と陸、両面の壁 

予定地の炉心にかかる土地に二つの

裁判の係争地があって、中国電力はこ

れを入手できないできた。一つは、四

代地区の共有地である。これについて

は、炉心から離れた別の場所との交換

を中国電力と四代地区が合意したが、

一審の判決は、入会地として利用し続

けられるようにすることを命じるもの

で、中国電力に木を切ることも土を動

かすことも禁ずるものであった。 

いま一つは、四代の神社、四代正八

幡宮の神社用地（約 10 ヘクタール）が、

1 号機の予定地にかかる、という問題

である。林春彦宮司は、原発のために

神社の土地を売却することは、神道に

外れる行為であり、地区外の崇敬者や

未来の世代から喜ばれることはない、

として絶対反対の姿勢を崩さなかった。 

結局、陸と海の両面で上関原子力発

電所建設計画は大きな壁にぶつかり、

なかなか動かなかったのである。 

そして、2000 年ごろから田ノ浦をは

じめとする長島の自然の比類のない豊

かさが次々に明らかになり、開発側に

とっての頭痛の種が増えることになっ

た（日本生態学会中国四国地区会 2001; 

尾澤 2004）。 

この報告ではまず、長島の自然の豊

かさを報告し、原発の環境影響評価が

いかにずさんであったかに触れて、外

部からもたらされる巨大開発にたよる

ことなく、瀬戸内海をより賢明で永続

的な方法で活用していく方法について

の考えを述べてみたい。 

 

奇跡の海への駆け込みアセス 
 
◇周防灘に残る瀬戸内の原風景 
 日本最大の内海である瀬戸内海は、

とくに 1970 年以降、護岸工事、埋め立

て、海砂採取、工場廃水の流入などに

よって本来の豊かな生物多様性を急速

に失ってきた（加藤 1999）。1979 年に

は瀬戸内海環境保全特別措置法が施行

されたが、香川県豊島の産廃問題など

の環境破壊は続いた。その中で、瀬戸

内海西端の周防灘は、中央部の徳山湾

における有機水銀汚染などがあったも

のの、全体としてはもっともよく本来

の自然環境が保全された海域である。 

例えば、岩国市沖の柱島で京大教授

の加藤真氏が 55 年ぶりに再発見した

カサシャミセン（腕足類）は、古生代

のカンブリア紀の生き残りであるが、

上関町長島の田ノ浦には、それが岩場

を覆うほど生息している場所がある。

また、長島から祝島にかけての海底に

は、脊椎動物のルーツにつながる原索

動物で、いまや幻の生物に近くなった
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ナメクジウオが多数生息している（佐

藤・福田 2001）。周防灘は、軟体動物

の系統分類ではミッシングリンクの位

置をしめるものと注目されている希少

なカクメイ科貝類のヤシマイシン近似

種が次々と発見される世界でも珍しい

海域であり（福田 2000）、原発の予定

地とされる田ノ浦は、WWF Japan のレ

ッドデータブックに掲載された８種の

貝類をはじめ、調査のたびに新種や希

少種が発見される場所なのである

（Fukuda et al. 2000）。さらに、瀬戸内

海の食物連鎖の最上位に位置する小型

クジラ類のスナメリは、この 20 年で個

体群が激減したが、唯一、柳井市から

祝島を経由して平郡島へ向かうフェリ

ーのルートでは逆にわずかに増えてい

る（粕谷. 2001）。このように、周防灘

東部の海の生態系は現代日本では例外

的な健全さを保ち、瀬戸内海の原風景

（本来の自然環境と生物相、そしてそ

れらと共存可能な人間活動）が残され

ていると評価されている。 

この他、予定地周辺には絶滅危惧種

のハヤブサが営巣しており、ビャクシ

ン群落、キンランやギンランなどの希

少植物が生育する照葉樹林の存在が、

比類のない生物多様性をもつ海を守っ

てきたものと考えられている。さらに、

田ノ浦の水田は 20 年以上にわたって

放棄されており、農業用の薬剤が流入

しなかったことも、田ノ浦の海のきわ

だった健全性を保つために貢献したと

考えられる（安渓貴子・野間 2001）。 

このような豊かな生物多様性をもつ

浅海域は、1970 年代までは、瀬戸内海

あるいは日本の他の内湾域でも普通に

見られたものと考えられる。しかし、

日本中で自然改変の進んだ今日では、

周防灘東部の海のような自然を残して

いるところはきわめて稀になってしま

った（加藤 1999）。今回の上関原発建

設予定地は、まさにそのような特別な

海域を開発する計画と言える。 

 

◇アセス法成立後初の原発計画 
このような特別な海域で原子力発電

所のような大規模な開発を計画する場

合には、通常の開発計画とは異なり、

特別に環境保全に配慮した慎重な環境

影響評価が求められる。 

国レベルでは、1972 年に定められた

いわゆる「閣議了解アセス」が続けら

れていたが、山口県は 1990年 4月に「山

口県環境影響評価指導要綱」をさだめ

て、独自のアセスメント制度を発足さ

せ、専門家による「山口県環境影響評

価技術審査会」を設置した。1999 年 6

月 12 日をもって日本でも環境影響評

価法（アセス法）が施行された。施行

後は、調査の範囲や方法を定める「方

法書」の段階から住民意見を聞くなど、

事業者にとってはますますハードルが

高くなる。そこでその施行前に急いで
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とりまとめられたのが、1999 年 4 月に

提出された上関原発の環境影響評価準

備書だった。 

一方、法の施行以前の 1998 年 4 月に

新法を先取りした環境影響評価をめざ

した愛知万博（島津 1998: 226 ）の例

がある。同じ山口県に宇部興産が建設

する石炭火力発電所の場合も、1998 年

11 月に方法書をまとめている。これら

の例と較べて、中国電力によるアセス

は通産省（当時）の通達が定めたマニ

ュアル通りの旧態依然たるものだった。 

 山口県は、新法の施行を待って中国

電力による上関原子力発電所アセスの

「準備書」の審査を開始した。方法書

は提出されなかったものの、準備書の

段階から新法にのっとって審査するこ

とにした。 

中国電力の「準備書」は、前述の希

少生物のうち、ナメクジウオを例外と

してすべてを欠落させたものであり、

ほぼすべての地図から祝島が除外され、

温排水の影響等についても「影響は少

ないものと考えられます」という記述

が続くレベルの低いものであった。 

山口県環境影響評価技術審査会の審

査結果を踏まえて、「予定地が生物多様

性を有する場所であること」を認め、

「科学的な環境影響評価を」という、

事業者にとって非常に厳しい知事意見

が表明された。このため、監督官庁で

あった通産省もスナメリ、ハヤブサ、

カクメイ科貝類などについての追加調

査を中国電力に指示せざるを得なかっ

た（波田 2001）。 

 

◇日本生態学会が動く 
 上関原子力発電所をめぐり、日本で

も例を見ない生物多様性を無視したず

さんなアセスの状況に対して、日本生

態学会は、2000 年 3 月 25 日の第 47 回

大会総会（熊本）において、「上関原子

力発電所（１、２号機）建設予定地の

自然の保全に関する要望書」を決議し

た。4000 人の会員を擁し、自然関係で

は日本最大の学会として、国策で推進

される原子力発電所計画に対する要望

書をまとめたのは、これが最初だった。 

通産省（当時）の指示により、中国

電力は１年間の追加調査を実施した。

その結果は、漏れていた希少種の記載

はおこなったものの、量的な把握はお

こなわれなかった。温排水のスナメリ

への影響を例にとれば、餌となる魚類

は広温性で遊泳力をもつため影響は少

ないと述べるなど「影響は少ない」と

いう言葉が並び、事業者として自然へ

の配慮はしました、ということをアピ

ールしようとするものに過ぎなかった。 

こうした動きに対応して、翌年の

2001 年 3 月 29 日の第 48 回大会総会で

は、さらに「上関原子力発電所（１、

２号機）に係る環境影響評価について

の要望書」が決議され、学会としては
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異例の２年連続の要望となった。 

 これらを補足するものとして、日本

生態学会中国四国地区会では、これま

でに以下の 4 つの文書を関係者に提出

している。１）「上関原子力発電所に係

る環境影響評価中間報告書に関する見

解」（2000 年 11 月 16 日）、２）「中国

電力（株）上関原子力発電所１、２号

機計画の総合資源エネルギー調査会・

電源開発分科会への上程について」

（2001 年 5 月 13 日）、３）「上関原子

力発電所（１、２号機）に係る環境影

響評価書についての見解」（2001 年 7

月 12 日）、「上関原子力発電所（１、２

号機）の詳細調査に着手しないことを

求める決議」（2003 年 5 月 18 日）。 

 これらは、当該発電所の環境影響評

価書が、法の定める環境影響評価の基

本を満たしておらず、予定地の自然の

豊かさを適切に把握しているとはまっ

たく言い難いことを指摘したものであ

った。結論として、上関原発の建設計

画の環境影響評価は、それに基づいて

開発着手を容認することはとうてい承

諾できるものではないことをくりかえ

し指摘してきた。 

 日本生態学会の中国四国地区会では、

要望書の精神を現場でバックアップす

るために、20 人以上の専門家を長島生

態調査ワーキングループに委嘱すると

ともに、自然保護団体の「長島の自然

を守る会」とシンポジウムなどを共催

するなどの取り組みをおこなった。私

たちも、生態学会の大会で 2000 年から

３回にわたって、調査の成果を報告し、

意見交換をおこなった。さらに、2004

年には釧路の研究大会で「大規模開発

につける薬―日本生態学会の要望書の

効き目を検証する」というシンポジウ

ムの中で、広島廿日市町の細見谷渓畔

林の保全を求める要望書などとともに、

上関原子力発電所の問題も扱われた。 

 こうした学会としての積極的な取り

組みにもかかわらず、残念なことに、

日本生態学会と地区会の要望や見解に

対して中国電力からの誠実な対応は得

られていない。中国電力の「環境影響

評価書」は、2001 年７月に経済産業省

によって承認された。しかし、正当な

論理・方法を用いた環境影響評価は、

今日にいたるまで行われていない。 

 

よみがえる瀬戸内海 
 
◇あわただしい動き 
 2003 年になって、にわかに動きがあ

った。3 月 18 日、山口県神社庁は突然、

神社用地の売却に反対してきた林春彦

宮司を解任し、即日別の宮司を任命し

た。役員は全員売却に賛成であるため、

この土地が売却される公算が高まる。 

 3 月 28 日上関原発１号炉の炉心にあ

る四代地区共有地裁判（共有地を炉心

から遠い中国電力所有の土地と交換し
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たことに対して、４人の四代住民が交

換の無効と入会権の確認を求める裁判

を起こしていた）の判決がでた。岩国

地裁で交換の無効は認めなかったが、

入会権についてはこれを認めた。 

 4 月 27 日の町長選では、原発を推進

する立場で立候補した新人（元町長の

妻）が当選したが、その後、連座制の

対象となる新町長の後援会長が買収の

疑いで逮捕され、連座制が適用された。

やりなおし選挙の結果、推進派の推す

現職の役場職員が新町長となった。 

 その後の動きとしては、林春彦宮司

に代わって就任した新宮司が、予定地

の神社地は境内地ではないとして売却

も可能との意見を表明し、2004 年８月

20 日には、神社本庁もこれを容認した。

これについて、4 人の四代住民は、売

却許可無効の訴訟を起こしている。 

 このようにして、林宮司の地位保全

を訴える裁判を含め、現在少なくとも

6 件の裁判が争われており、事業者が

建設に着手できる条件はまったく整っ

ていない。山口県庁としても土地が係

争中である限りは、詳細調査等に必要

な県の許認可を出さないとしている。

それにも係わらず、電力会社は強気の

発言を繰り返しているが、景気低迷と

電力自由化の逆風の中で、経営の視点

にたった本音の所では、「過去のことは

一切問わないから」といわれれば即座

に撤退を宣言したい気持ちではないか

という、ある県庁マンのうがった見方

にも説得力が感じられる。 

 

◇伝統漁法という宝物 
 長島～祝島周辺の海には、年間を通

して多くの遊漁客が訪問している。と

くに、豪快なマダイ釣りに人気がある。

地元の漁民にとっても、遊漁客のため

に船を出すことは貴重な現金収入源と

なっている。底引き網漁を主体とする

他の漁協の漁場では魚がとれなくなっ

てきたというのに、祝島や長島の近く

では、なぜマダイがこんなに多いのだ

ろうか。それは、海砂がきちんと残っ

ている清澄な浅い海があり、護岸のな

い自然の海岸が多く、山には照葉樹林

が茂っているということに支えられて、

いまや他地区では絶滅したナメクジウ

オからスナメリに至る生態系の各要素

が海の中にそろっていることによるの

であろうが、そのことを訪れた人々に

も目に見えるようにする方法はないも

のだろうか。 

 ヒントは伝統漁法の中にある。例え

ばスナメリ網代漁という方法がある。

これは、スナメリの群れが鯛を追って

いる中で鯛を釣るのだ。さらに、アビ

漁とか鳥付き網代といわれる漁法もあ

る。これは、アビ属の大型の水鳥がイ

カナゴを追う中に静かに舟を進めて釣

りをするのだが、鵜飼いと比べて生態

系に与えるマイナスの影響ははるかに
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少ない一方、きわめてデリケートな知

恵と技法を総動員してはじめて実現で

きる芸術のような漁であった（加藤 

2001: 3、藤井 2002: 28-32）。長島と祝

島の周辺の海は、そうした瀬戸内海の

自然と伝統文化の共存関係を未来に向

けて復興していくための核となるべき

地域である。 

 スナメリ網代と鳥付き網代が盛んで

あった海域では、スナメリやアビ鳥を

まつる神社が建立されている（加藤 

2001）。こうした漁法の復活を目の当た

りにできれば、訪問客たちも漁民の共

生の知恵や万物に神が宿るという日本

人の自然観の根本を再確認することも

できるだろう（安渓 2004c）。そうして、

このようによく保全された海を巨大開

発などで壊してしまうのでなく、未来

にわたって賢く活用していく方法を見

いだすなんらかの手がかりをつかむこ

ともできるのではなかろうか。 

 

◇杜と海にやどる神々の世界 
 田ノ浦の水田跡をとりかこむ照葉樹

林は、もともとは里山として活用され

てきたものであり、人間と多様な自然

との共存の場であった。10 ヘクタール

におよぶ神社地は、よく保全された里

山と鎮守の杜という性格をあわせ持っ

ている。 

 田ノ浦を訪れるたびに、私はさまざ

まな生き物たちの声を聞くことができ

る喜びを感じる。はじめて訪れた田ノ

浦の磯で貝を採ろうとして、数え切れ

ない生き物にまじまじと見つめられた

という不思議な感覚に包まれた時のよ

うに、時としてそれは心震える深い驚

きでもある（安渓 2004c）。 

 元来、日本人にとって、すべての生

き物には神がやどっており、人間はこ

の草木虫魚の宇宙の中の他と変わると

ころのない一員にすぎなかった。それ

は、西欧の新しい革袋に入れて「ディ

ープ・エコロジー」などと呼ばれるこ

ともあるのだが、山川草木のあらゆる

ものに神がやどるアニミズムの世界観

を感じ、実践してみることもできる聖

なる空間として、田ノ浦は世界の人々

から大切にされる場所のひとつになる、

と私は思う。 

 

◇自然と文化の世界遺産へ 
 先に出た自然保護団体「長島の自然

を守る会」では、田ノ浦に地元主導で

生物多様性を研究し、情報を蓄積し、

環境学習に役立つ発信をする「生物多

様性センター」を作りたいという構想

をもっている。山口貝類研究談話会や

日本生態学会中国四国地区会といった

研究者グループが、こうした地元発の

計画を学問的に支える役割を果たすこ

とができるなら、学問の地域への貢献

の先進的な例となるだろう。 

 生物多様性センターを核として、地
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域がまるごと博物館となっていく野外

エコミュージアムとして育てていくと

いう構想はどうだろうか。地元の農民

や漁師が案内人となって、周防灘の自

然と文化の多様性についての多彩なエ

コツアーを展開する。この夢が形にな

った暁には、長島と祝島は、世界中の

旅行者や学者たちにとって、大きな魅

力のある場所になってくるだろう。 

 例えば、世界遺産となった屋久島で

は、インターネット上で動くエコミュ

ージアムの構想がいよいよ動きはじめ

ている。屋久島でお世話になってきた、

屋久島大好きの研究者たちがインター

ネットの学芸員になるのである。 

 1998 年から上屋久町の主催で屋久

島を教科書として自然と文化の多様性

に学ぶという環境学習コースが立ち上

げられた。私と妻の安渓貴子は、「人と

自然班」の講師として、全国の大学生、

地元の高校生らとともにほぼ毎年学ん

できた（「屋久島フィールドワーク講

座」のウェブページを参照）。 

 2002 年の秋に、祝島の人たちの努力

で、長島は田ノ浦を見下ろす丘にりっ

ぱなログハウス「人々のつどいの家」

が完成した。普通の家の３軒分に匹敵

する太陽光発電パネルを備え、パネル

からの雨水利用で宿泊もできる。この

施設は、原子力のように再生不可能な

資源を使い捨てにする 20 世紀人の生

き方への根本的な反省の上にたって、

永続性を基本としたあたらしい千年紀

の到来を実感する場ともなりうるだろ

う。また、この 20 年あまり、原発計画

によって鋭く対立することを余儀なく

させられてきた地元上関町の人々の相

互理解と和解のシンボルとしての役割

を果たすこともできると、私は強く期

待している。 

 

◇反対運動・自然保護の向こうに 
 私が学会の要望書をもって山口県知

事あてに提出したりしている映像がテ

レビに流れたりすると、よく、原発反

対派だという誤解を受けるのだが、私

の立場は、賛成・反対のどちらでもな

い。毎年の「環境問題」の講義では、

中国電力の作成した原子力発電所関連

のビデオを必ず見せているし、原子力

文化振興財団からは、この 20 年ばかり

月刊の『原子力文化』を送ってもらっ

て学生たちとともに愛読している。 

さらに例を挙げれば、中国電力の山

口支社の広報室長であったＯさんと、

広葉樹を増やすボランティアサークル

で親しくつきあってもらったこともあ

る。「原発いらん！山口ネットワーク」

にも友人はおり、「環境問題」の授業で

も、両側の人たちに力を貸していただ

いている。私は、若い人たちのひとり

ひとりが生活者として自分で事実を確

認し、自分で判断できるようになって

ほしい、と常日頃思っているのである。 
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また、知人から「自然保護の活動、

ご苦労さま」と言われることもある。

しかし、私は、いわゆる「自然保護」

活動も悪くないと思うが（安渓 2004b）、

自然だけが守られて、その自然との共

存の知恵を伝えてきた人々の暮らしが

崩壊する、というのは悪夢だ。長島の

自然を守る会は、原発計画が撤廃され

たら「よかったよかった」と解散して

いいものだろうか。そうではあるまい。

守られた長島の自然をいかに生かすの

か。上関町の人々が、分断の歴史を乗

り越えてふたたび手を携え、自らがも

つすばらしい自然と文化を十分に生か

す、より永続的な暮らし方を見つけら

れることこそが、中心的な願いでなけ

ればならない。その意味では、長島の

自然を守る会は地域の人々とともに

「長島の自然を生かす会」に脱皮する

準備を始める時なのだろう。 

 

◇もやいなおし―失われた絆の復興  
 地元の人々が、外からもたされる大

規模開発に頼ってきた姿勢を克服して、

この素晴らしい海と島の自然・風土を

生かした、より持続性のある暮らしを

再発見するべく手を携えてほしい。こ

れが、私どもの心からの願いである。

大地と人間の失われた絆を再びつなぐ

とともに、人間と人間の失われた絆を

も結びなおさなければならないのだ。 

地域の自然と文化の修復と復興のた

めのこうしたとりくみを、水俣の人た

ちは「もやいなおし」と呼んでいる。

水俣病によってひきさかれた自然と人

間との心の絆を、舟をもういちどしっ

かりと舫づなでつなぎ止めるように結

び直したいという願いがここにある。 

幸いにして、周防灘の海は、周南地

方のコンビナート開発にもかかわらず、

西に山口市秋穂から大分県にかけての

干潟があり、東に長島一帯の自然があ

ることで、瀬戸内海でもっとも豊かな

自然をもち、瀬戸内海の原風景を残し

ている。日本最初の国立公園である瀬

戸内海は、埋め立てと海砂採取と汚染

によってほとんど死にかけている。し

かし、瀬戸内の各所でゴルフ場を止め

た住民の力がひとつになって、ザル法

といわれる瀬戸内法（瀬戸内海環境保

全特別措置法）の改正をめざす環瀬戸

内会議の動きがあり、瀬戸内各地の文

化や民俗に注目して「瀬戸内海を世界

遺産に」を合い言葉に結成された「港

町ネットワーク・瀬戸内」も活動をは

じめた（神戸新聞 2004 年 6 月 30 日）。 

瀬戸内海が復活するためには、景観

と文化を大切にするだけでは足りない。

健全な生態系としての瀬戸内海のため

に、大規模に破壊される前の生物多様

性と遺伝子の多様性をよく保持した場

所がどうしても必要である。周防灘は、

そのような瀬戸内海のよみがえりのた

めの種子のひとつとなるべき大切な場
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所である。さらに、なんとかして、上

に述べたような伝統漁法が復活できた

なら、人と自然の関係の修復と復興の

プロセスそのものがエコツーリズムに

とっての大きな目玉になりうるし、世

界遺産登録にも手がとどくはずだ（安

渓 2001）。 

 

◇流域の思想―広島こそ上関の地元  
 広島の人たちの多くは、なぜか上関

原発計画のことをほとんど知らないよ

うに見える。なぜ？県が違うから？ 

地域を、これまでのように人間だけ

の都合で引いた境界線で分けてはいけ

ないのだと思う。すべてのいのちある

ものの一員としての責任に気づく人は

誰でも、自然の大きな営みによって区

分されるバイオリージョンの中に生き

ていることに気づく。バイオリージョ

ナリズムという言葉は「生命地域主義」

などと訳されることがあるが、地域の

境界を人間の勝手な都合で切って、例

えばここまでは広島県、ここからは山

口県、というように分けたりするので

はなく、自然のめぐりといとなみに沿

って分け直し、生き直してみようとい

う考え方をさす。ひとつの川の流域に

暮らすすべてのいのちたちは、人間が

どのように分断し、あるいは市町村合

併を計画しようとも、それには関係な

くもともとひとつの運命共同体である。

だから、屋久島の詩人・山尾三省氏は

この言葉を「流域の思想」と訳した。

私は、現在、家族とともに周防灘に流

れ込む椹野（ふしの）川の最上流部に

住んでいる。上関町民ではないが、周

防灘の自然を、そして長島の自然を守

ることは、生活者としての責任をもっ

て自分の地元を守ることだ、と考えて

いるのである。そのような生き方を選

択できる可能性において、やまぐちと

いう地域は、日本一になりうる潜在力

をもっていると考えている（安渓、

2004a）。 

「地元とは何か」を考えるときに、

「流域の思想」はきわめてよい手がか

りになる。原発事故の時には、地球全

体が「地元」になってしまう。原子力

発電所の場合は、万一の事故の時の風

向きが決定的に重要になる。例えば、

チェルノブイリの原発事故のあと、

9000 キロほども離れた日本まで放射

性物質が飛んできて、お茶などを汚染

した。われわれは、水と大気の循環か

ら見れば地球全体がひとつの流域であ

り、みんなが地元であることに、気づ

いた。東アジアに限定しても、日本・

韓国・中国のどの原発が事故を起こし

ても、とりかえしのつかない被害を相

互に与える可能性があるいうことがよ

うやく実感できたのであった（ No 

Nukes Asia Forum のウェブページを参

照）。このことに気づいてはいても、例

えば、「島根原発もあり伊方原発もある
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のだから、君みたいに上関だけに熱心

にとりくんでみても仕方がないよ」な

どという人も大学の同僚の中にはいる

のだが、それはひょっとすると、次に

述べるように、思考停止＝行動停止の

落とし穴かも知れない。 

 

◇具体的に動けば見えてくる 
Think globally. Act locally （地球全体

のことを考えなさい。それぞれの地元

でとりくみなさい）とは、よく聞くス

ローガンだが、地球全体のことを実感

こめて正しく把握することは、きわめ

て難しい。「地球って、いのちのかたま

りなんだ。おれは、ほかのすべてのい

のちとともに、あんなきれいなものに

属しているんだ！」と気づいた宇宙飛

行士ぐらいがその例外に属すると思う

（秋山  2004 参照）。われわれ庶民は、

地球規模のことをいわれると、簡単に

だまされてしまう。例えば、「地球温暖

化を防ぐために二酸化炭素を出さない

原電の割合を増やしましょう」という

政府のキャンペーンがその例だ。 

私は、周防灘に注ぐ川の最上流部に

住み、その飲める水の恩恵に浴しなが

ら水田を耕し、川の水を汚さないよう

に日々暮らすことを心がけている。こ

れが私にできるもっとも力づよい地球

汚染防止の方法なのだ。すべてのバイ

オリージョンに、ローカルに考え、ロ

ーカルに行動できる人々が満ち、その

間に自然な連帯が生まれるとき、はじ

めて世界は変わるのだ。だから足下の

大地に生きる者として言い換えようで

はないか。Think locally. Act locally.と。 

 上関原発予定地は、山口県内にある

が、むしろ広島市に近い。そして私は、

電力会社の環境影響評価書を見て、上

関の風は、多くの場合広島の方角に吹

くことを知った。こんな大事な情報が、

なぜ広島ではあまり報道されないのか。

そのヒントは、競争にさらされない独

占企業である電力会社が膨大な広告料

をはらって、マスメディアを「自粛」

させていることにある（注）。その謎を

考えれば、大きな企業や政府による「金

しばり」から自由な『地平線』のよう

なメディアこそが活躍すべき重要な場

と機会が数多くあることにも気づかさ

れるのである。 

（著者のウェブページ 

http://ankei.jp/） 
 

注 例えば、2002 年度の 9 電力会社の広告費は、

東京電力の 203 億円から沖縄電力の 11 億円まで

で総額 800 億円を越えているが、なぜか中国電力

だ け が 、 ず っ と 広 告 費 を 公 表 し て い な い

（ http://www.nikkei-koken.gr.jp/study/01.html）。ま

た、島根県では、原発の 3 号機増設計画を受け入

れた鹿島町に４年続きで今年も匿名の寄付があ

った。2004 年の寄付額は 8 億 7000 万円だが、2004

年 9 月 11 日の毎日新聞の記事には「匿名中電寄

付金」なる表現があって笑える。  
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「同町は来年３月末に松江・八束８市町村の枠

組みで合併することが決まっているが、合併協議

中の首長会で『匿名中電寄付金』の取り扱いにつ

いて、寄付者の意向を尊重して、合併後も寄付さ

れた自治体のために使うことができるとの申し

合わせが成立している。」  

上関町の場合は市町村合併後も、原発建設に関

わる特別の予算を上関地区だけで独占したいと

希望したが周辺市町村から受け入れられず、それ

ならばと法定合併協議会から脱退したのだった。 
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