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2020 離島覚書（香川県・直島） 

 

 

令和２年 11月 18日 

宮浦港 

 岡山駅から両備バスの特急に乗り、１時間あまりで宇野港に着いた。本四架橋ができる以

前は宇野駅が国鉄の終点で、ここから宇高連絡船に乗り、四国に渡ったものだ。出張に飛行

機の利用が許されていなかった時代、東京駅から夜行に乗り朝早く連絡船に乗り換えて高

松に渡ったことが何回かあった。その宇高連絡船の廃止により宇野駅の周辺は全く変わっ

てしまっている。 

宇野港から直島の宮浦
みやのうら

港を結ぶ四国汽船㈱のフェリーが１日 13 便、旅客船が 1 日７便、

合わせて 20便が運航されている。フェリーの一部は宮浦港を経由して四国の高松港まで行

く。直島には島西部の宮之浦港の他に東部の本村にも港があり、こちらには旅客船が 1日５

便通っている。 

宇野港から 14 時 25 分発のフェリーに乗った。フェリーの収容人員は 500 人と多く、船

内もきれいだ。直島までの所要時間は、フェリーで約 20分、旅客船で約 15分を要する。フ

ェリーは早朝６時 10 分から深夜 0 時 35 分までほぼまんべんなく運航されている。後述す

るように直島には三菱マテリアルの直島製錬所とその関連工場があり、従業員は３交代で

勤務していることから、本土側からの通勤客を運ぶ必要があるためなのだろう。 

フェリーから赤白の高い煙突が見えてきた。精錬所の煙突だ。島の北部周辺は樹高の低い

木が目立ち、褐色の山肌が露出しているところが多い。かつて精錬所から排出される亜硫酸

ガスによって禿山になったが、その後脱硫装置が設置されて大気汚染が劇的に改善された

のだが、まだ当時の影響を引きずっている。 

直島は 1954（昭和 29）年に町制を施行し直島町になった。直島町は「島の町」で、町内

に 24の離島を抱えている。これらの離島は直島諸島と呼ばれ、このうち現在人が住むのは
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直島と向島
むかえじま

、屏風島の３島だけである。牛
うし

ケ首
け く び

島
じま

には 2013（平成 25）年まで、家島には 1996

（平成８）年まで人が住んでいたので、年々無人島が増えてきているのだ。今回の島旅の対

象は、有人３島と牛ケ首島である。 

直島の面積は 7.82㎞ 2、周囲は 21.7㎞で、香川県の離島の中では小豆島、豊島
て し ま

、広島に

次いで大きい。また 2015 年国勢調査時の人口は 3,105 人（1,503 戸）であり、県内の離島

の中では小豆島に次いで多い。人口が相対的に多く、かつ単独で町制を施行できたのは、島

に後述する三菱マテリアルの精錬所があったからだろう。 

フェリーは宮浦港のフェリーターミナルに着岸した。この宮浦はもともと寒村の小さな

漁港にすぎなかったが、1917（大正６）年に精錬所が立地されたのを契機に本格的な港湾整

備が始まり、1934（昭和９）年以降、数次にわたって拡張整備され、さらに 1993（平成５）

年度から新たな港湾整備が進められ現在に至っている。県管理の地方港湾で、直島の玄関口

になっている。 

 宮浦港は北から、ノリ養殖用漁船のポンツーンと加工場、小型・高速旅客船乗り場、フェ

リー乗り場、漁船の船溜まりの順にゾーニングされている。フェリーが発着するエリアは敷

地いっぱいを大屋根で覆った斬新なデザインの海の駅「なおしま」となっており、内部には、

観光案内所、特産品販売所、軽食コーナー、切符売り場などを備えたターミナルホール、交

流ギャラリー、イベント交流広場などが備わる。 

 

 

 

 

 

 

 

宮浦港／左が高速船ターミナル、右がフェリーターミナル（左）、海の駅「なおしま」の外観（右） 

 

海苔養殖 

 直島の古くからの集落は、島西部の宮浦地区、東部の本村地区、南東部の積
つみ

浦
うら

地区の３つ

である。直島では宮浦港近くの「みなとや旅館」に連泊することにしていた。宿にバックパ

ックを預け、まず宮浦地区を歩く。最初に港の正面に位置する住吉神社を訪ねた。境内に「応

神天皇御腰掛石」と書かれた古い岩が柵に囲まれて保護されていた。何でも４世紀ごろ、応

神天皇が瀬戸内海を巡行された折に、この岩に腰かけられて海を眺め、平安を祈られた場所

のようで、この島の歴史の古さがわかる。拝殿の欄間には象の顔のような彫刻が施されてお

り、神社の彫り物に象を彫られているのを見るのは初めてであった。 

 神社の前の通りを北に進むと、共同墓地に突き当たった。墓地前の小道を挟んで海側がノ

リの加工ゾーンになる。手前から、㈲山城水産（代表者不表記）、㈲竹林水産（竹林亨）、㈲

姫鶴水産（石田貴之）、㈲丸五水産（西山裕二）、㈲姫鶴水産（石田篤）、㈲白峰水産（石田

源）、㈲栄鶴水産（石田政之）の各社の工場が並ぶ。このうち㈲姫鶴水産は２つに分かれて

おり、親子か兄弟の関係と思われる。同社を１経営体とすると、宮浦地区のノリ養殖業者は



269 

 

６経営体ということになる。2018年漁業センサス時の直島のノリ養殖経営体数は 10であっ

た。後述するように、直島のノリ養殖経営体は、宮浦地区の６経営体の他に、本村地区に１

経営体、積浦地区に３経営体がそれぞれ分散している。直島町の統計によると、ノリ養殖経

営体は 2010（平成 22）年まで 17 経営体であったが、その後、15、14、11 と減り続け、現

在の 10社に至っている。 

加工場から海側に回ると、各社毎にポンツーンが整備されており、ノリの収穫船が７隻

（大型が５隻、小型が２隻）係留されていた。端の方に置かれている収穫船でパイプ修理の

作業をしている漁師がいたので、話を聞いた。インテリ風の人だった。近くで若い３人の従

業員も手伝っていた。 

 この時期はまだノリ網を展開する前だった。漁連で種付けした網は現在沖だし中とのこ

とで、海域の水温と栄養の具合を見ながらこれから展開することになる。収穫は 12月から

３月 20 日の予定だが、近年は水温が高くなっているため、1 月中旬ごろで終わる年が多い

という。冷凍網は使用しておらず、シーズン中は１枚のノリ網だけで収穫する。この方式の

方が収穫量は多いそうだ。 

 各加工場の脇に大きなタンクが置かれている。以前、近くの伊島（岡山県でこの島の南側

2/3が香川県に属するが井島と表記する）に行った時に見られたものと同じものだ。その時

は離島で水が不足することから淡水を保管するタンクではないかと思っていた。このこと

を修理中の男性に話すと、そうではなくノリと海水を混ぜ合わせるタンクだという。他のノ

リの産地ではあまり見かけない施設で、直島一帯はノリの加工方法が異なるようだ。 

 ノリの収穫は網の下に船が入り、収穫するのが一般的になっているが、この収穫船は各経

営体が形状を創意工夫しているようで、同じものは一つもなく、それぞれ個性的であった。 

 役場の資料によると、直島のノリ養殖生産額は平成 28年度で約８億円であった。わが国

のノリ養殖は近年減少の一途を辿っており、ノリの生産量も低下している。最近は、「すそ

もの」も商品として売れるそうで、ノリ養殖の相場は比較的高値で推移しているという。 

この人の工場では、若い３人の従業員の他に、加工作業時には女性のパートタイマーを雇

用するそうだ。 

なお、彼の話では、直島は魚類とノリの養殖業がメインで、漁船漁業の専従者は 10人も

いないのではないかという。また、漁協には職員が４～５人いるが、参事制は敷いていない

とのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮浦地区のノリの加工場（左）、ノリを海水と混ぜるタンク（右） 
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宮浦地区 

 直島は、北部の三菱マテリアルとその関連工場がある工業ゾーン、南部のベネッセハウス

を中心とする芸術・観光ゾーン、中央部の生活ゾーンに大別される。 

中央部の生活ゾーンは宮浦、本村、積浦の旧集落と文教地区、さらに三菱マテリアルの社

宅地区に分かれる。2020年４月現在の住民基本台帳上の集落別人口は、宮浦が 1,307人（642

戸）と最も多く、次いで本村の 821人（422戸）、社宅の 450人（234戸）、積浦の 329人（173

戸）、文教区の 110人（70戸）の順である。ちなみに旧集落で最も古いのが南東に位置する

積浦で、江戸時代に入ってから本村が島の中心となった。一方、宮浦はもともと漁村であっ

たが、港ができてから発展した新しい集落になる。 

 島の人口と世帯数の推移を図１に示した。世帯数は 1,600 戸前後で安定して推移してい

るが、人口は 7,000人を超えたピーク時から一貫して減少している。ただ人口の減少率は近

年低下傾向にあり、瀬戸内海の他の離島に比べると減り方は相対的に少ない。機械化や合理

化によって従業員が減ったとはいえ、三菱マテリアルの精錬所が人口の下支えをしている

ものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  直島町の人口と世帯数の推移 

1995 年以降は住民基本台帳の数値、それ以前は国勢調査 

 集落内は家が密集していて、通りも狭い。電柱には菅内閣でデジタル改革担当大臣になっ

た平井卓也さんのポスターが至る所に貼ってある。どうやら直島は平井大臣の選挙区のよ

うだ。「エコタウン直島」と書かれた無料休憩所があり、中を覗く。部屋の中には三菱マテ

リアルの資料があるだけで、誰もいなかった。小さな水路の脇にコーヒーを飲ませる店があ

った。そこにいた人に宮浦集落の成り立ちについて質問したが、移住者のようで、要領を得

た回答は得られなかった。集落の中に西公民館と書かれたひときわ大きな建物があった。公

民館としてはあまりみかけることのない立派な建物である。山際には集合住宅が７～８棟

建っていたが、三菱の社宅だろう。 

 集落内を散策したのち、歩いて本村方面に向かい、集落の外れにある直島町総合福祉セン

ターに足を延ばした。センターは急な坂を登った宮浦の集落を見下ろす高台にあり、1995年

にオープンしている。中庭を囲んで、劇場ホール、室内プール、浴室、食堂、図書室、応接

室、キッズルーム、トレーニングルーム、サロン、会議室、事務室などの福祉に関する施設
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がそれこそ総合的に整備されている。 

 図書室に入り、直島町に関する資料を探すが、「直島町誌」以外には見当たらなかった。

同誌にひと通り目を通して、メモをとる。町には図書館がないので、せめて図書室にもう少

し郷土関係の出版物を揃えてほしいと思う。 

 再び宮浦集落に戻り、港周辺を散策する。港の正面にはレンタサイクルやバイク、あるい

はレンタカーの店が軒を連ねている。港の南側は漁船の船溜まりになっており、中央に長い

ポンツーンが整備されていた。このポンツーンと防波堤内側に船外機を含めた漁船が 30隻

ほど係留されている。港湾の敷地内には草間彌生の「赤かぼちゃ」、少し離れたところに「直

島パヴィリオン」などの芸術作品もある。 

 西に位置する直島は日没が関東地方よりも 30 分ほど遅く、17 時 30 分ごろになると暗く

なり始めた。陽が落ちる前に「みなと屋旅館」に戻った。この旅館は、三菱の要請で精錬所

に来る工事関係者などを泊める施設として、戦後まもなく開業した。現在の経営者は３代目

にあたる。開業のいきさつもあり、客層は現在でも仕事にきた人が中心だ。旅館は利ザヤの

大きい酒類を提供し、儲けるところが圧倒的に多く、「持ち込み禁止」が一般的であるが、

この旅館は鷹揚で、酒を飲むのだったら近くのコンビニで買ってくるようにと言われた。 

 風呂に入ってから、歩いて１分のところにあるセブンイレブンで缶ビール１本と新発田

の酒・菊水の缶を１本購入する。夕食はマダイとタコの刺身、マダイの塩焼き、うざく、牛

肉の白菜鍋であった。 

 

 

 

 

 

 

  

総合福祉センターから見た宮浦の集落（左）、宮浦港の前に並ぶレンタルショップ（右） 

 

令和２年 11月 19日 

三菱マテリアル 

 宮浦港の前を６時 52分に出発する（始発便）町営バスに乗り、三菱マテリアル直島精錬

所の正門前まで行った。町営バスは、定員が 15人ほどのマイクロバスである。バスには私

の他に通勤する若い社員３人が乗った。この町営バスは、精錬所の正門前から宮浦港を経て

島を縦断、東海岸を南下し積浦を経て、島の南端のつつじ荘まで行く。 

ちょうど出勤時間に相当していたので、精錬所で働く人々が、徒歩、自転車、バイク、乗

用車など思い思いの手段で続々と出勤してきた。通常であれば、工場見学ができるのだが、

コロナ禍にあって中止になっていた。工場のパンフレットをもらおうと思ったが、守衛所に

も入れなかった。 

この精錬所は旧三菱合資会社の中央精錬所として 1917（大正６）年にスタートしている。

当初は豊島を想定していたが、農業がさかんで島民の理解が得られず、工場誘致に積極的で
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あった直島が選ばれた。足尾鉱毒事件に象徴されるように精錬所は大量の廃ガスを放出す

る。その影響を軽減するために島に立地されるケースが多い。今でも広島県契島には東邦亜

鉛の精錬所があり、愛媛県の四阪島（家ノ島と美濃島）には住友金属鉱山の子会社の精錬所

が置かれている。 

直島精錬所は島の北部に位置し、その敷地面積は 181 万㎡に及ぶ。島の約 23％を占める

広大な土地を所有しているわけだ。ここに約 450人が働いており、島および近隣の人々に 

貴重な雇用機会を提供している。1974 年には、社運を賭けて連続製銅法の新工場が建設さ

れた。この時に工場建設にあたった所長が後に経団連会長を務めた永野健で、直島町の名誉

町民第１号に選ばれている。精錬所では、鉱石の精錬に加えてリサイクル事業も行っており、

銅、金、銀、白金、パラジウム、セレンなどの各種金属を生産するとともに、副産物として

硫酸や石膏なども生産している。このうち金の生産量は年間 40 トン（都市鉱山を含めて）

に及び、日本一である。なお、産業廃棄物が大量に不法投棄された豊島の廃棄物処理はこの

精錬所が一手に引き受けた。 

 正門前に大きな池があり、水面から湯気が出ていた。最初は海の一部の入江かと見間違え

るほど透明度が高かった。しかし傍らを見ると、凝集剤の硫酸バンドが置かれている。排水

処理プラントであった。どうやらこの池は処理した排水の貯水池のようだ。それにしても近

頃の排水処理技術は随分進歩したものだと思う。 

  

 

 

 

 

 

 

三菱マテリアル直島精錬所の正門（左）、創立 100 年を記念して整備された鷲ノ松運動公園（右） 

次のバスは３時間後なので、帰りは歩くことにした。途中の道路わきに創立 100周年を記

念して整備されたテニスコート、フットサルコート、弓道場、百年武道場などが並んでいた。

建築物は何れも和風で美しいデザインである。この一帯は鷲ノ松運動公園と呼ばれている。

坂の下に社員の独身寮や家族向けの社宅も数多く並ぶ。 

  

文教地区 

 宿に戻って朝食をとる。この宿の朝食は、納豆、明太子、昆布佃煮、温泉卵、青菜おひた

し、味付け海苔に焼き魚がつくのが定番のようだ。この日の焼き魚は銀鮭だったが、翌日は

赤魚の粕漬に変わった。味付け海苔は色が褐色で、食欲がわかず封を切らなかった。直島は

ノリの産地だが、地元には流通していないのだろう。愛知県の日間賀島のように漁協が「島

のり」としてもっと上質の焼き海苔を売ったらイメージが上がると思うのだが。 

朝食後、歩いて宮浦から本村へ向かう。ちょうど島の中央部を縦断することになるが、両

側は標高 100ｍ強の小さな山で、縦断道路は谷に相当する。道路の一番高いところは標高 20

ｍほどで、このピークを過ぎると幼児学園（幼保一体施設）が現れた。さらに小学校、中学
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校と続き、学校が固まっている。2020年４月時点の在籍者数は、幼児学園が 85人、小学校

が 124人、中学校が 48人であり、香川県の離島の中では、小豆島に次いで多い。三菱マテ

リアルの精錬所があるかぎりはこの規模は維持されるだろう。 

故三宅親連町長は「自立する町づくり」を掲げ、人づくりの拠点となる教育施設を島の中

心部に集めて整備する文教区づくりを計画した。1970（昭和 45）年に直島小学校、1974（昭

和 49）年に幼保一体の直島幼児学園、1976（昭和 51）年に直島中学校体育館・武道館、1979

（昭和 54）年に直島中学校を相次いで整備してきた。設計者は全て故石井和絋が関与して

いる。何れも斬新なデザインで、同一人物に一貫して設計を依頼するケースは珍しく、こう

したアートにこだわる島の歴史が後のベネッセの誘致につながったのだろう。 

中学校に向かう入口に文教地区と書かれた門があった。この文字は文部大臣を務めた坂

田道太が揮毫している。三宅町長と坂田は親しい関係にあったようだ。ちなみに坂田道太は

私の大学時代の文部大臣であったからよく覚えている。学園紛争が激化して、東大入試を決

定した人物であった。 

 

直島小学校のグラウンドと校舎（左）、直島幼児学園の建物（右） 

 

直島町役場 

 中学校のあたりから関連工場に行く道と本浦に行く道に分かれる。この分岐から北側に

かけて平地が拡がる。御恵
み え

浜
はま

と呼ばれる入浜式塩田があったところと思われる。「直島町史」

によると、1841（天保 12）年に築造され、面積が約 14haで、６塩戸（区画）あったようだ。

ただいつ廃止になったのかは「直島町史」に書いてなかった。塩田であったと思われる場所

は水路で囲まれている。 

 Ｔ字路の角に３階建てのひときわ目をひく建物が現れた。これが直島町役場の建物だっ

た。文教地区の建物を設計した故石井和絋の設計によるもので、1983（昭和 58）年に完成

している。本村地区の伝統的な家並みとの調和を基本に安土桃山時代の意匠を採用してい

るという。別名「直島飛雲閣」と呼ぶそうだ。 

 役場の正面に道路を挟んで百十四銀行、側面の反対側に直島郵便局、裏手に直島ホールが

置かれている。正面の入口を入り、１階の左手奥の総務課に行った。町勢要覧、「直島建築」

という島内の建築物の写真集、地図を購入する。また「直島町史」も売られていたが、持ち

歩くにしては重いため、翌日購入することにした。 

 役場のロビーに女文楽の資料が展示されていた。人形の首や衣装が並べられている。後述

するように直島は天領だったので、歌舞伎や人形浄瑠璃などの公演が許され、盛んだったと

いう。淡路の人形芝居がたびたび島に来たので島の人たちは浄瑠璃人形つかいに深い関心



274 

 

を持つようになり、下津、乾、高田、山名の４家が家元になって人形を所持し、文楽への関

心を深めたことが女文楽の起源となったと解説されていた。 

ただ、1873（明治６）年に、直島から阿波（徳島県）へ文楽の人形を買いに行った帰りに、

小豆島沖で船が難破し、死者が出たそうで、その不幸な事件がきっかけになり、文楽は一旦

中断していた。1948（昭和 23）年に４人の女性が中心となって再開し、翌年、直島町敬老会

で初公演を行ったという。ちょうど座員全員が女性だったことから、全国的にもめずらしい

直島女文楽の誕生となったようだ。現在の座員は 14人で直島ホールに集まり、稽古をして

いるという。なおこの女文楽は 1955（昭和 30）年に香川県の無形文化財に指定されている。 

 

 

  

 

 

 

 

石井和絋が設計した直島町役場（左）、三分一博志の設計による直島ホール（右） 

 

本村地区 

 後述するように本村背後の山には高原氏が築いた城があった。初代高原次利は 1582（天

正 10）年の秀吉による高松城水攻めに協力し、秀吉から参陣の賞として直島、男木島、女

木島の３島と 600石の所領を許される。しかし 1671（寛文 11）年にお家騒動のために改易

となり、約 90年間続いた高原家の支配は終焉した。これ以後、３島は幕府直轄の天領とし

て倉敷代官所が支配下に置かれた。本村地区には庄屋が置かれ、島の中心地になる。 

 宮本常一によると、「はじめは漁業を中心とした島だったが、漁業は西岸の宮浦が中心に

なり、本村の方は次第に廻船業が増ていき、廻船持ちとして栄えた」という。1677（延宝５）

年には 24隻の船があった。本村地区の集落はこうした栄華の歴史があり、それを反映して

長屋門を有する古く荘厳な家が多い。庄屋だった三宅家の家は現存し、民宿・茶寮おおみや

けとして活用されているようだ。 

 集落は密集していて狭い路地が連なる。古い家は焼杉板の外壁が特徴で、趣がある。観光

客を時折見かける程度で、地元の人は少なく静寂が支配している。 

 本村地区には、古い家屋などの建物を改修し、家の空間を作品にした家プロジェクトの展

示物が６点ある。そのうち南寺という作品は外から見たが、他の作品はパスする。直島ホー

ル、極楽寺、背後の高台にある八幡神社を訪ね、再び集落に引き返して「ＡＮＤＯ ＭＵＳ

ＥＵＭ」に入った。こちらは安藤忠雄の作品で、コンクリートの打ちっぱなしを特徴とする

建物は暗く冷たくあまりいい印象は持てなかった。 

 12時前だったが、集落内にある古民家を活用したレストラン・「あいすなお」で玄米定食

（玄米、みそ汁、豆腐、野菜煮、煮豆、白菜漬物）を食べる。集落の外れに三菱直島生協の

店舗の一つである本村店があった。同生協は宮浦にももう一つの店舗を有している。島はま

さに三菱の企業城下町であり、生活も三菱に依存しているわけだ。「当店自慢の豆いっぱい
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豆大福」の看板が出ていたので、生協の様子を窺うのを兼ねてこの大福を購入した。 

 集落の北側は直島港になる。船溜まりには 10台以上のポンツーンが置かれ、その両側に

漁船や船外機が係留されている。さらにその北側にも小さな船溜まりがあり、こちらには８

台のポンツーンがあった。ノリの加工場が２軒あったが、現在営まれているのはそのうちの

１軒だけのようだ。漁港にはタコツボも積まれている。 

港沿いにも集落が細長く形成されており、ひと通り歩いて観て回った。途中に古民家を改

修した「島小屋」というカフェ兼雑貨屋があった。経営者は女性で、移住者のようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

庄屋を務めた三宅家の長屋門の家（左）、本村の焼杉板塀が連なる本村の町並み（右） 

 

魚類養殖 

 集落を抜けて海に出ると、道路脇に石づくりの常夜燈が置かれていた。海峡を挟んだ先に

向島が横たわる。 

本村港のバス停を右折すると、直島漁協の事務所と餌料倉庫があった。漁協の事務所に顔

を出したが、取材を拒否された。嫌な顔をされるが渋々対応してくれる漁協もあるが、あか

らさまに拒否されたのはこれまで多くの島を回ってきて初めての経験だった。ノリ養殖業

者が言っていたように参事がいないので、事務責任者の不在が影響しているのかもしれな

い。ただ倉庫の近くに職員がいたので少しだけ話を聞くことができた。 

上述したように、直島は魚類とノリを２本柱とする養殖の島である。2019（令和元）年度

の生産額は 30.9 億円だが、魚類養殖が 23.3 億円（75.4％）（2018 年の魚類養殖生産量は

2,386トン）、ノリ養殖が 7.1億円（23.0％）という内訳であった。漁船漁業の生産額は 0.47

億円で、島全体の漁業生産額の 1.6％を占めるにすぎない。養殖経営体は、魚類が 11、ノリ

が８で、ほとんどが法人組織となっている。組合員数は少しデータが古いが、2016 年度の

時点で正が 50人、准が７人だった。 

 町の資料によると、漁船漁業の漁業種類別経営体数は以下の通りであり、14 種類の漁業

が営まれていることになっているが、実態はわからない。 

 建網：23、延縄：13、まきえ釣り：11、刺網：11、固定式刺網：10、タコツボ：９、カニ

籠：９、曳釣り：６、袋まち網：３、アナゴ筒：３、素潜り：３、カニすくい網：２ 

 なお、2018年漁業センサス時の養殖以外の経営体数は 14（タコツボ：７、刺網：５、延

縄：２）であるから、上記の経営体数は許可を受けた数と思われる。また同センサス時の漁

業就業者数は 105 人で、高齢者は 16 人にすぎない。若手が多いのが直島の特徴であるが、

これらの大半は養殖業の従事者と推定される。 

漁協のホームページには魚類養殖業者名と区画漁業権の位置が公表されている。またト
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レーサビリティを目指していたようで、各社の生産履歴の欄もあるが十分なものとはいえ

ない。同ホームページによると直島漁協で魚類養殖を営むのは、三栄水産、西岡水産、達磨

水産、邦和水産、河元水産、岡田水産、おかりん、大塚水産、信英水産の合計９社である。

何れも有限会社になっている。９社のうち河元水産は属島の屏風島を本拠地としている。

2018年漁業センサスでは 11経営体が魚類養殖を営んでいることになっているので、残りの

２経営体は個人経営と思われる。直島町で養殖されている魚はハマチ、カンパチがメインで、

これにマダイ、トラフグ、カワハギ、ヒラメなどが加わる。宮浦港の目の前にヒラメを食べ

させる店があるが、この店は生産者の直営と聞いたので、９社以外の個人経営体によるもの

だろう。 

 三栄水産と書かれた活魚輸送船が漁協の餌倉庫の前に横付けされ、餌を船に積み込んだ。

職員の話では宇野港まで出荷に行った帰りで、餌を積んで積浦漁港に戻るところらしい。直

島の魚類養殖の餌はいまだにモイストペレットが中心で、ＥＰを使っている業者は１社だ

けだという。餌は漁協が一括して供給しているようで、必要量はその都度、こうして引き出

しているようなのだ。したがって自社で餌保管用の冷蔵庫を保有する必要はない。生産した

養殖魚は宇野港まで活魚船で運び、活魚トラックに積み替えて消費地に供給されている。 

  

直島漁協の事務所と餌倉庫（左）、餌を給餌船に載せる装置（右） 

 

崇徳天皇神社 

 海岸沿いの道を歩いて次の集落である積浦に向かう。集落に入る手前の高台に崇
す

徳
とく

天皇

神社があった。しめ縄が下がった鳥居を抜けると石段があり、上り詰めた先にコンクリート

製の拝殿、その奥に本殿が置かれていた。 

保元の乱（白河上皇は 1123年に鳥羽天皇を退位させ、わずか５歳の崇徳天皇を即位させ

た。白河上皇の死後、鳥羽上皇と崇徳天皇との関係は険悪となり、1155 年に鳥羽上皇が崇

徳天皇の弟である後白河天皇を即位させると益々関係は悪化し、1156 年（保元）年に鳥羽

上皇の死をきっかけに崇徳上皇は後白河天皇から高位を奪うために決起し、天皇と上皇側

が２手に分かれて骨肉の争いとなった）に敗れ、讃岐に配流になった崇徳院は３年間直島に

滞在した後讃岐に渡ることになるが、滞在中に仮御所が置かれたのがこの場所とされてい

る。その後、村人によって崇徳宮をご神体とする神社がこの地に建てられた。 

宮本常一が 1962年 11月に崇徳神社を訪れた時の写真が残っている（右）。鳥居の正面に

社が置かれているが、現在の社は直角方向に変わっている。しかもコンクリート製だ。鳥居

を移動したのか、新しく神社を建て替えるときに建物の方向を変えたのかわからないが 60

年前とは全く異なっている。しかも本殿の前には鉄製の扉がつくられており、味もそっけも
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ない。宮本は当時の崇徳神社のことを「ささやかな社」「氏神の八幡様に比して粗末なもの」

と表現しているが、建て替えられたコンクリート製の社はいかにも観光目当てのつくり物

のように感じられる。 

宮本が訪ねた時と同様、扉の右脇に西行法師の像が置かれていた。この像は 60年前から

あるものだが、宮本は次のように書いている。「西行法師の石像があるが、新しい。伝説が

事実らしくなっていく過程をしめすものと思われるが、島には昔から学のある者がいて、い

ろいろの古蹟を作り出していったのではないかと思う」 

 

 

 

 

 

 

 

崇徳神社の鳥居と拝殿（左）、宮本常一が撮影した 1962 年当時の崇徳神社（右） 

 

積浦地区 

崇徳院が仮御所を置いたことからも中世以前は積浦が直島の中心地だったことが明らか

だろう。しかし室町時代後期、直島が組織された水軍を擁して対外的に活動するようになる

と、その根拠地として港湾施設と防衛のための城砦が必要になり、中心集落は積浦から本村

へ移行する。そして高原次利によって高原城が築かれ、城下町が形成された。 

積浦は浅く広い入り江で、沖合に防波堤が３基築かれ、その内側が積浦漁港（第１種）と

なっている。漁港の北側は埋め立てによって広い漁港用地がつくられ、南側に２区画の船溜

まりがある。中央の大きな船溜まりには魚類養殖とノリ養殖の作業船が、また南側の小さな

船溜まりには漁船漁業を営む小さな船や船外機が係留されていた。漁港の第１線用地には

ノリの加工場や作業用倉庫が立ち並び、道路を隔てた背後に集落が形成されている。 

中央の船溜まりにはポンツーンが取り付けられ、ノリ養殖の大小 10隻ほどの収穫船が置

かれていた。積浦にはノリ養殖業者が３軒あり、それぞれの加工場を有する。ノリの収穫は

これからなので、あたりに人影はみえず、静まり返っていた。また魚類養殖用のペレッター

を搭載した給餌船や運搬船が 10隻ほどあったが、何れも三栄丸と書かれていた。積浦地区

の魚類養殖業者は㈲三栄水産だけなのかもしれない。南の小さな船溜まりには小さな漁船

が 10数隻置かれていた。 

宮本常一は、「積浦は漁民が多い。そしてその人たちは女木島から来て落ち着いた者が少

なくないという」と書いている。いつ頃女木島から移住してきたのかわからないが、もとも

と宮浦と同様、漁村だったのだろう。集落の背後の傾斜地には、後述するように棚田やため

池の跡が残ることから、半農半漁で生計を立てていたものと思われる。 

積浦はベネッセミュージアムに近いこともあって、集落内に民宿が 12軒、ホテルが１軒、

さらにラーメン店、ピザ店、お好み焼き店もある。2015（平成 27）年に直島を訪れた観光客

は約 50万人にも及び（３年に１回開催される瀬戸内国際芸術祭の期間中は特に多くなる）、
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観光需要が大きいことが、宮浦、本浦に次いで積浦でもこれらの宿泊・飲食施設を成り立た

せているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

積浦の漁港と集落（左）、魚類養殖の給餌船（右） 

 

つつじ荘 

積浦の集落から歩いてベネッセミュージアム行の無料シャトルバスが出るつつじ荘へ向

かう。集落のはずれに「直島コメづくりプロジェクト」と書かれた看板が立っていた。看板

には「積浦田園を舞台としたアートプロジェクトです。（中略）近代化が進むにつれ、次第

に休耕田が増えてきました。（中略）荒れ果てた土地を再び耕しはじめ、途絶えつつあった

直島のコメづくりを復活させました。お米を収穫するだけではなく、知識や感覚を学び、実

作業を通じて暮らしや生き方を考え、島の文化を見つめなおす。そんなきっかけの場となる

ことを目指しています」と書かれていた。しかし、田んぼを見ると、米は収穫前にみごとに

イノシシに食べられてしまったようで、稲がそのまま放置されていた。さぞかし悔しかった

だろう。これが野生の現実だということを思い知らされたに違いない。都会人は理念で動く

が、厳しい現実は島民の方がよっぽど知っているのだ。 

道路を挟んで反対側にビオトープがあった。このビオトープは企業イメージアップのた

めに三菱マテリアルが管理しているようで、定年を過ぎたとおぼしき親しみの持てる男性

が池の状態を見に来ていた。彼は以前直島に住んでいたが、現在は岡山県側に住んでおり、

毎朝６時台のフェリーで宇野から通っているという。池の魚が鳥に食べられないようにと、

油濁吸着シートを水面に浮かべていた。ビオトープは河川法の目的に環境が組み込まれ、国

交省が「多自然型川づくり」を進め始めた時にドイツから導入された概念であるが、日本の

ように雨の多いところではあっという間に雑草に覆われ、人手が常に加えられなければ周

囲の自然と全く同一化してしまうのが「落ち」だ。 

坂を登っていくとため池があり、水草が全面を覆っていた。このため池から下の棚田に水

を供給していたものと思われる。 

坂を下ると直島の南端に達し、つつじ荘に至った。つつじ荘は直島町営の海の駅で、

1992(平成４)年に石井和紘の設計によって建設された「つつじ荘エリア」と、2006(平成 18)

年に加わった「パオエリア」で構成され、ロッジ、休憩用大広間、カフェ、入浴施設などが

整備されている。正門の前には直島精錬所に勤めていた２人のメンバーが作詞作曲し、自ら

歌った「おやじの海」という歌の石碑があり、前に立つと曲が流れてきた。敷地内には崇徳

院の歌碑が立ち、その前に琴弾地
ご た ん ぢ

海水浴場が拡がる。 

つつじ荘の東側の奥には釣り公園が整備されているようだが、時間の関係でそこまで足
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を延ばさなかった。その近くには天日製塩（燃料を使わず太陽光だけで海水を濃縮する方法

で作った塩）の施設があり、ここで作られた塩を使った塩飴などの商品が宮浦港の売店で売

られていた。ちなみに直島にはこの塩以外に特産品はない。農地はほとんどないので農産物

は採れず、ノリや養殖魚はもっぱら島外に向けられているためだ。 

 

 

 

 

 

 

 

つつじ荘の前に広がる琴弾地海水浴場（左）、つつじ荘のレストランと宿泊施設（右） 

 

ベネッセミュージアムと地中美術館 

 つつじ荘とベネッセミュージアムを結ぶシャトルバスは日に 13本走っている。地中美術

館が 17 時以降まで開館している夏場は 15 本に増える。ここから先はベネッセの私有地の

ようで自家用車の乗り入れが禁止されている。 

ベネッセは「進研ゼミ」の学習用教材で知られる岡山県の企業で、以前は福武書店といっ

た。ベネッセハウスは現代美術の美術館を一体とするリゾートホテルで、この会社の２代目

社長だった福武總一郎氏がつくった。彼はその後、瀬戸内海の島（岡山県と香川県の離島）

を舞台とする瀬戸内国際芸術祭を仕掛けており、離島の観光振興に少なからず貢献してい

る。芸術祭の企画は直島のこの施設の利用者を増やす下心もあったのかもしれないが。 

ミュージアムと本館の施設は 1992 年に、その後宿泊専用棟オーパルを 1995 年に、海辺

の宿泊専用棟・パークとビーチを 2006年にそれぞれ開館している。建物は全て建築家・安

藤忠雄の設計で、「自然・建築・アートの共生」をコンセプトにしているようだ。宿泊施設

は４棟、65 室がある。宿泊料金は素泊まりで最低でも３万円以上、食事付きの最も高価な

部屋は 10万円以上である。後述する地中美術館で会った地元の人の話では、宿泊客は外国

人が多く、最近はアフリカからの客が増えていたという。中国人を筆頭に、唸るほど金をも

った成金たちがひっきりなしに訪れていたようだ。ただしコロナ禍にあっては外国からの

客に期待すべくもなく、今はもっぱら「ＧｏＴｏトラベル］に頼っているにちがいない。 

 シャトルバスは曲がりくねった山道を進み、３分ほどで「ベネッセミュージアム下」に着

いた。眼下には穏やかな瀬戸内の海が広がり、ノリの種網も見えた。入場料 1,050円を支払

って館内に入る。現代美術の常設館だが、あまり印象に残る作品はない。 

 ３階にあるカフェで、レモンママレードパフェを食べる。カフェの女性によると、ベネッ

セの関連施設で働く人は 100人弱で、岡山県や高松方面など島外から通う人が多いという。

島には独身寮もあるそうだ。 

 ベネッセミュージアムに約１時間滞在し、14時 28分のバスで地中美術館に向かう。地中

美術館は事前の予約が必要のようで、チケットセンターでチェックされた。幸い空いていた

のですぐに入場できることになり、歩いて本館に向かう。入館料は 2,100円で、ベネッセミ
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ュージアムの２倍であった。 

 この美術館が建つ土地は、1971（昭和 46）年まで枝条架式塩田が置かれていた。地元で

は立体塩田と呼んでいたようだ。山のてっぺんから斜面を利用して枝条架を組み、海水を汲

みあげて流し、太陽光と風で海水を濃縮した。海水を山の上まで汲みあげなければならなか

ったので動力費が掛かったことだろう。枝条架式塩田は海の近くの平場に置かれているの

が普通だったので直島は特別だった。通常は塩害を起こすため農家が嫌う施設であるが、直

島でこのような施設が成立したのは、「この島に精錬所が置かれて以来、精錬の煙のかかる

ところの植物を枯らしてしまった経験を持っていたからであると思う」と宮本常一は書い

ている。そして「精錬所があって島民はそこに勤め、百姓するよりはるかに生活が安定した

ので、煙害をそれほど気にかけなかった。同様に、塩害に対しても、それほど関心を示さな

かったのであろう」と結んでいる。 

地中美術館は地下三階建てで、全く迷路のようだ。しかも暗く、案内板は小さくて読めな

いから、要所に配置された職員に道を聴きながら進むことになる。ところがこの職員の一部

はたどたどしい日本語をしゃべるものだからよくわからない。中国人か韓国人と思われる。

この美術館の目玉はクロード・モネの作品である。モネは睡蓮の絵で有名な印象派の画家で、

教科書にも出てくるから誰でも知っている。ここにあるモネの絵も全て睡蓮だった。よくも

まあ睡蓮の絵を描き続けたものだと、感心する。入場料が高いのはこのモネの絵を仕入れる

のに多額の資金を要したためだろう。モネ以外はウォルター・デ・マリアの球体、ジェーム

ズ・タレルの光の空間の２点しかない。素人の私にはどこがいいのかわからない作品であっ

た。 

 ベネッセミュージアムも地中美術館も安藤忠雄の設計だが、コンクリートの打ち放しが

特徴で、何とも無機質で冷たい感じが貫かれている。出口で美術館から出てきた地元の人

（宇野から来たと言っていた）と話したが、彼も「現代アートはわからない」と私と同じこ

とを言う。 

 地中美術館から歩いて宮浦に戻る。途中、ベネッセ専用のマリーナが眼下に見えた。贅を

尽くした施設だ。 

  

 

 

 

 

 

 

ベネッセミュージアムの入口（左）、マリーナ（右） 

 

レンタカー 

 まだ日没までは時間があったので、宮浦港の前にあるレンタカー屋で軽自動車を借り、歩

いて行けなかった場所を回ることにした。最小単位の２時間分を借りることにしたが、店の

人は馬鹿丁寧に車の小さな傷も記録し、しかも写真まで撮るものだから、手続きに時間がか
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かった。過去に、「傷つけた、傷つけない」と押し問答になり、これに懲りて入念なチェッ

クをしているのだろうが、「小さな傷はどうでもいい、車は走ればいい」と思っている私に

は甚だ迷惑な所業であった。16時すぎにスタートする。 

 最初に島の水源地である直島ダムに行く。ダムの下に浄水場があり、ここから各集落に上

水道が供給されている。次いで例の塩田跡地（御恵浜）を抜け、北部の関連企業の工場を見

に行った。塩田跡の水路の外側には家が建ち、新興住宅地のようだ。跡地の一角に下水処理

場が置かれていた。 

 納言様という由緒のありそうな名前の集落があり、その先に吉野石膏、三菱マテリアルの

中和石膏プラント、本庄ケミカルの各工場が並ぶ。吉野石膏はマテリアルから供給された石

膏を原料に石膏ボードを作っている。また本庄ケミカルは、亜鉛、リチウム、ストロンチウ

ムなどの原料素材を作っているらしい。 

 本庄ケミカルから先は三菱マテリアルの敷地になり、立ち入り禁止である。Ｕターンして

積浦漁港の端まで行き、漁業関連施設を再確認する。再び宮浦に地区に戻り、山麓に整備さ

れている三菱マテリアルの社宅や独身寮を確認する。宮浦港に戻ったのは 17 時 20 分。例

によって車の傷のチェックが始まった。 

宿に戻り、風呂に入って夕食となる。この日はご主人が出かけていたようで、若い息子が

料理を作ってくれた。前日は私の他に宿泊客が３人いたが、この日は私１人である。夕食は

ブリの刺身、ゲタ（シタビラメ）の煮つけ、鴨のロースト、あんこう鍋だった。魚をどこで

仕入れるかと聞くと、島には魚屋がないので岡山県の玉野までいくとのこと。ちなみにこの

宿の部屋がベッドルームだった。 

 

 

 

 

 

 

 

吉野石膏の工場、紅白の煙突は三菱マテリアル（左）、直島ダム直下に置かれている浄水場（右） 

 

令和２年 11月 20日 

高原城址 

 朝食を食べてから宮浦港まで歩き、タクシーを拾って本村の直島町役場へ向かう。前日に

引き続き総務課に顔を出し、「直島町誌」を 2,000円で購入した。1990年に発刊された古い

本だが、たくさん作りすぎて余ったのだろう。当初は非売品であったが、続編と合わせてこ

の価格は安い。下手にコピーをとろうものならすぐにこのくらいの費用は掛かってしまう。

また、水産関係の新しいデータを頼んでおいたが、明日ホームページにアップするとのこと

なので、帰ってから見ることにした。 

 直島でまだ行っていなかったのが、高原城址である。地図にはその位置が書かれていない

ので、役場で行き方を聞く。八幡神社から尾根伝いに行くルートと、海の少し手前の細い山
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道を登るルートがあり、前者の方がわかりやすいという。 

役場から海に向かって歩いて行くと右手に山道を見つけた。後者のルートはこの道に違

いないと思って登っていくと平らな場所にでた。ここがまさしく高原城址であった。近くに

町の教育委員会が書いた解説板が立っていた。 

台地上の土地はこんもりとした森で覆われ、東側が海で、狭い海峡を隔てた対岸には向島

が横たわっている。潮流は極めて速い。西側が本村の集落になる。ここには 1582（天正 10）

年以降、直島と女木島、男木島の３島の領主であった高原家の居城があった。 

上述したように、初代高原次利は豊臣秀吉から高松城水攻めに参陣した賞として３島と

600 石を所領され、この城を築いた。その後、高原家は次勝、直久、内記と継承されたが、

お家騒動のために改易となり、高原城は放棄されて荒廃する。そして 1781（天明元）年の

本村の大火によって焼失してしまった。18 世紀末ごろ、城跡に歌舞伎舞台がつくられ、戦

前まで盛んに上演されていたという。現在はその舞台もなくなり、大小２つの「郭」と「土

塁」「空壕」が残るのみである。 

尾根伝いの道を八幡神社に向かって南下すると、風変わりな神社が現れた。大きな玉石が

敷き詰められ、６本柱で組まれた拝殿の先に本殿が建つ。本殿は２ｍほどの高さの石垣の上

に築かれ、階段にはアクリルか何かでつくられた透明な樹脂が並べられていた。まさに奇を

衒っている。地図で確認すると家プロジェクトで建て替えられた護王神社だった。鳥居、狛

犬、灯籠などは以前のものが残っているのでもともとこの位置に古い社があったことは間

違いない。伝統を破壊し、神社を冒涜する芸術作品である。 

傍らに古い石碑が建っていた。漢文で書かれたもので天保八年が読み取れることから、

182年前のものであろう。どういう石碑なのかわからなかったが、後日、役場の教育委員会

に問い合わせたところ、漁業権を巡り直島と本土側の胸上村との間に境界紛争が発生した

時に調停にあたった人の功績を記したものらしい、との回答であった。 

 

 

 

 

 

 

 

高原城址の広場（左）、家プロジェクトで建て替えられた護王神社（右） 

 

登ってきた道を下って高原城址を後にし、直島港の船着き場に出た。船着き場で待って

いるとチャーターした川西マリンサービスの船がやってきた。９時 45分に直島を離れ、

次の訪問地である向島に向かった。 
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