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瀬戸大橋開通２０周年記念シンポジウム 
～瀬戸大橋を未来にどう活かしていくか～ 

 

日時：平成２０年１１月１５日(土)１３：００～１６：０５ 

場所：サンポートホール高松 第２小ホール２ 

概要： 

 (基調講演「メディアから見た瀬戸内海・四国」) 

・「情報距離」を縮めることが大切で、そのためには「情報化」。普通に寝ている物に「角度」

を付けることが必要。話題になればメディアも取り上げる。 

・情報化には、ターゲットとニーズの絞り込みを。難しい問題。 

・旭川動物園に見る、「見せ方」の素晴らしさ。観光化にも角度を付けないといけない。 

 (パネルディスカッション「瀬戸大橋を未来にどう活かしていくか」) 

・この地域の魅力を高めるために、「アートな地域」にすることを提案。 

・アートな地域にするには、①今ある素材、個性を大事にする、②つながりを大事にしていく、

③おしゃれ、身近であること、もっと広い概念で「アート」を。 

・施設、イベント、ライブ、まつり、コンサート、野球なんかの連携。施設のネットワークか

ら、人のネットワークへ。 

・交流するにも、来てもらう「移動」がある。移動の部分にも、「おしゃれさ」をこだわる。 

・この地域の良さを、この地域の内外の人が知らない。 

・「情報」 施設やイベントについても伝わっていない、伝わってこない。 

・岡山、香川をエリアとする読み物として、面白い「フリーペーパー」、デート情報、アートな

活動家の発信の場を提供する。 

・橋というもの、それが一つのアートの象徴である。それをベースに広げ、ネットワーク、交

流の中で広げていき、伝えていくための身近なフリーペーパーなどで情報発信していく。 

・つながることで、新たなものが生まれる、「つながることの相乗効果」が生まれる。 

・交流している間は「別のもの」との認識があるから。交流があたりまえになれば、「交流」が

無くなり、意識されなくなる。瀬戸内という新しい地域、エリアとなり、「瀬戸内地域に行く」

と言うようになる。交流という概念が無くなればいい。 

・つながり、交流、結びつき、最後はコミュニティーになればいい。物と物、文化と文化をつ

ないでいるのが瀬戸大橋。これが瀬戸大橋を活かした未来だと思います。 

 

 13：01～13：07 主催者あいさつ 香川県知事 真鍋武紀  

・２０周年記念シンポジウムへの参加に対しお礼。 

・四国の人々の永年の夢の「瀬戸大橋」も開通２０周年。大動脈として本州

と四国をつなぎ、交流人口は年間１千万人以上増加した。交通、経済、文

化の交流、中四国の多大な発展に貢献。鉄道併用橋である瀬戸大橋は、通
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勤、通学、観光客の身近な足として、観光振興にも貢献した。 

・本四を最大限に活用してゆくには、魅力ある地域づくりは勿論のこと、一般の高速道路に比べ

て６．４倍高い料金の値下げを、強く要望してきた。約１年間、本四でも休日昼間の５割引な

どを実施。 

・経済対策の一環として乗用車を対象に大幅な割引料金制度が盛り込まれているところ、本四が

他の高速道路と異なる取扱いとなる恐れがあり、緊急表明した。 

・２０周年として、様々なイベントを進めてきており、本日は、伊藤社長、松田社長より、それ

ぞれの２０年間を報告いただき、愛媛県出身の宮川様より「メディアから見た瀬戸内海・四国」

として講演、岡山大学、香川大学の学生さんによる「瀬戸大橋を未来にどう活かしていくか」

と、若い人達の様々な意見をいただけるものと期待している。 

 

 13：08～13：22 報告「瀬戸大橋のあゆみとＪＢ本四高速のビジョン」  

・本州四国連絡高速道路株式会社 代表取締役社長 伊藤周雄 

 

１．瀬戸大橋の歴史 

・１９８９年 大久保諶之丞 瀬戸大橋架橋を提唱、四国新道が四国の発

展に必要と私費を投じる 

・１９４０年 原口忠治郎 鳴門海峡、明石海峡架橋を提唱 

・１９５５年 国鉄連絡船紫雲丸の事故(１６８名死亡)を契機に、「宇高連絡鉄道建設促進に関す

る意見書」を香川県議会から国に提出 

・１９７０年 本州四国連絡橋公団発足 

・１９８８年 瀬戸中央道全線開通 

・１９９８年 神戸明石ルート全線開通 

・１９９９年 西瀬戸自動車道全線開通 

・杉田秀夫 香川出身 ＮＨＫ「プロジェクトＸ」でも紹介。 

 

２．瀬戸大橋のあゆみ 

・「交流人口」 １日に１４万１千人 開通前には年間３千万人だったものが、５千万人に増加。

その内の３７％ １，８７０万人／年が瀬戸大橋。車で２９，０００人／日(年間１千万人)、

ＪＲで２３，０００人／日(年間８００万人)。 

・「通勤」 ２，５００人／日と５．３倍に増加。 

・「緊急医療」 

・「農水産業」 香川のレタス 冬場の東京市場のシェアは２０％(１１月～５月)。 

・「工業」 新規工場立地率(工場面積／工業団地分譲全面積) ９０％を越える高水準。 

・「大型店舗」 全国平均をはるかに超える売り上げ。 

・「観光」 開通直画は急増したものの、その後は落ち着いてしまっている → 魅力づくりが必
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要。 

・「高速道路」 開通時に比べて高速道路の総延長は２．１倍(中国)、６．３倍(四国)に延伸。 

・「３時間圏域」 面積比で６倍、人口比では８倍に増加。 

・「高速バス路線」 開通時２６便だったものが、今では３６３便。 

 

３．ＪＢ本四高速の企業ビジョン(７つの柱)  

①安全、安心。快適空間 

②万全な維持管理 予防保全、ライフサイクルコスト、新技術の導入 

③技術の活用 国内の長大橋梁への技術支援 

       15万橋 架橋後50年を超える橋梁 6％(現在)→20％(10年後)→47％(20年後) 

④環境への取り組み 

⑤地域との協働 地域の活性化、文化の活性化、地産地消の推進の一助 

⑥情報の発信 東京メトロの１５駅でＰＲ １０，２０周年行事の広報戦略 

       経済対策としての料金値下げ、「わたるくん」 

       四国の素晴らしさをアピールし、四国の認知度を上げる 

⑦資産の有効活用 橋の科学館としての活用 

 

 13：25～13：35 報告「ＪＲ瀬戸大橋線の２０年」  

・四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 松田清宏 

 

・騒音対策 ソフト：運転方法 

      ハード：車輪の傷の問題 検知装置を児島に付けて全車両を 

                                    チェックし研磨 

          軽い車両に変更 ２０００系(世界初の制御振り子車両) 

・高松→岡山間 ５６分 → ５２分 → ？ 

        開通時    今  児島側の２車線化 

・松山の電化 ８０００系 エンジン → モーターへの変更による軽量化(特急列車) 

・６０００系 普通車両も軽量化 

・Ｎ２０００系 特急、高徳線の高速化にも貢献。 

・１０周年記念「海走ＳＬ瀬戸大橋号」の運転 高速道路への煙の問題もなく無事走行 

・夜行寝台 ブルートレイン瀬戸、サンライズ瀬戸 

・アンパンマン列車 

・瀬戸大橋の活用 子供に目を向け  トロッコ列車の床にガラス張りの窓、海が見られる 

                  アンパンマントロッコへのリニューアル 

・フリーゲージトレイン 予讃線での走行実験 

・初代マリンライナー → 新型マリンライナー ２階建てにすることで、遮音壁で見えなかっ
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た景色を見やすくした。 

・瀬戸大橋線 ２車線化 

・８０００系特急列車へのリニューアル 

・２０周年記念 オーレスン橋 

 

 13：38～14：31 基調講演「メディアから見た瀬戸内海・四国」 キャスター 宮川俊二  

・昭和２２年 愛媛県宇和島出身 １９７０年ＮＨＫ 高松、福岡、名

古屋、東京などで勤務。４月より早稲田大学非常勤講師。 

 

○瀬戸大橋への思い 

・１９７７～１９８１年 ３局目で高松勤務の時、８０年の暮れの「行

く年・来る年」で、「来る年」を与島からアナウンサーをさせてもらっ

た。本四には強い思いがある。 

・「ＳＶ８０００」 大型のスーツケースほどあるビデオレコーダ。これが出来たことで、カメラ

が外に出ていけるようになった。「宮川俊二のひょっこり訪問」という番組で、「この辺に誰か

面白い人いませんか～」とのぶっつけ本番での番組の作り方。私の妻は高松出身で、デートと

いったらこの番組のネタ探しばかりだった。 

・与島 いくろ島の“きいち”さん ７８歳 １本釣りの漁師で、私が船の路を漕ぎ、「ここに橋

が架かったら」との掛け合いをした。 

・完成してしばらくし、鉄道で本四を通ったときには感慨無量だった。 

 

○情報距離を縮めるには 

・メディアから見た 「時間距離」 

          「情報距離」 「瀬戸大橋」といったらどのくらいの人が知っているか？ 

                 「瀬戸大橋」といったらどんなことを知っているか？ 

 友達に聞いてみた。 「瀬戸大橋、遠いなぁ」 

・どうやって「情報距離」を縮めていけばいいか。 

   東国原知事のおかげで、「宮崎県」の情報距離はかなり短くなった。 

     ↑        しかし、宮崎の場所を知らない人ばかり。 

   メディアでは「数字を持っている」という。視聴率を取れる人、数字の取れる人。 

・数字を取るにはどうしたらいいか。 

   毎分視聴率：番組内の各コーナー毎の視聴率がわかる 

   個人視聴率(年齢別、男女別) 

・ワイドショーで同じ話題ばかりやっているのは、視聴者に受けるネタばかりが流れるから。 

                            ↓ 

                         「情報の偏り」 
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            メディアが、視聴率というみなさまの嗜好によって動かされている。 

・「ＣＭまたぎ」 いかにＣＭ中の視聴率を下げさせないか、必死でやっている。 

・「サウンド、バイト」（音のえさ） 田中真紀子、小泉さんは、ここだけ抜けば良いという内容、

えさをちゃんと発言してくれる。 編集に時間をかけられない報道では、そのような発言をし

てくれる人にメディアはくっつくし、電波に乗りやすい。 

・「大衆迎合政治」 多くの世論調査を行い、民意からそれたことは出来ない、選挙で勝てない、

国(国民)にとって苦い薬を出せない。迎合した政治になってしまう恐れがある。調査結果に踊

らされている政治。 

 

○情報化 寝ているものに「角度」を付ける 

・瀬戸大橋 ハードは素晴らしい技術だ。 ではソフトは？ → 「情報化」が必要 

・情報化とは 普通に寝ているものに「角度」を付ける。 

  ２０周年 → どう演出していくか、数字があがる切り口をどう見つけるか。 

・ターゲットとニーズを絞り込む 難しい問題。 

・日テレＢＳ １１月２８日 ベトナムを上村と宮川で世界遺産をめぐる旅を紹介。 

 普通の日本人がベトナムに行ってやることを取材する。 

 ３，０００円で最高級のレストランに行けるのに、普通の日本人は生春巻きを食べ、安

物のグッズを買って喜びはしない。 

・世界遺産の「ハロン島」 ３０分で行けるところを、２０時間かけて豪華クルーズ船で行く。

２８，０００円で３食付き。 → ２０時間飽きさせない「観光化」である。 

・フランス人が船を設計し、キューバ人のスタッフ。説明もなく、ゆったりと島の間をめぐる。

新造船を認めないほどピークになっている。誰がここまでの人気スポットに押し上げたのか。

７，０００円の旅から、ゴッドハンドと呼ばれるマッサージを受けながら、富裕層の数万円の

船旅に。 

・ロンドン、テムズ川の遊覧船 食事が出、ライトアップされ、ビッグベンや国会議事堂、ロン

ドン橋をめぐりながら、その場所にあった音楽が流れ、ロンドン橋の前ではワルツに合わせて

船がグルグル回る。 

・横浜港 船が汚い。サービスがなってない、アルバイトが嫌々やっている。街も海から見るよ

うにライトアップされているロンドンとは異なり、陸から見るためのライトアップを、ただ海

から見ているだけ。 

・観光も角度を付けないといけない。 

 

○見せ方の素晴らしさ 

・旭山動物園 「見せ方」の素晴らしさ。研修に行ってレポートを書かせるべき。白クマのもぐ

もぐタイム。冬場のペンギンの行列、冬の客寄せ。ヒョウが網の上で寝ていて、毛皮の質感ま

でわかる。 
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・商品のディスプレイも同じ、どう見せるか。 

・東山動物園のカバ 泥水の中に飛び込んだら、鼻の穴しか見えない。 

・瀬戸大橋は素晴らしいもの、これをどんな風に見せていくか？ この２０年を契機に、専門家

を交えて見つめ直しては。 

・瀬戸内は四国の人達が思っている以上に、瀬戸内、四国は素晴らしい。 文化遺産、四国八十

八箇所、世界遺産への運動をみんなで取り組んでは。 

・直島の美術館、島々をめぐり、インターナショナルな料理。「来て良かったでしょう」と言える

ようなものに。 

 

○まとめ 

①ターゲットを絞る 

②サービスを 郷土料理、うどん 

③角度を付けて 話題になればメディアも取り上げる 

・ソフトなどバイザーをさせてもらえたら。私、宇和島出身でも、本籍は高松市香川町、６１歳

ですから。 

 

 14：46～16：04 パネルディスカッション「瀬戸大橋を未来にどう活かしていくか」  

・コーディネータ 

  梅枝信利(香川大学大学院 地域マネジメント研究科２年)広島市出身、四国電力勤務 

 

・パネリスト 

石田和也(香川大学大学院 地域マネジメント研究科２年)日本通運勤務、高松に通学 

杉原亮太(岡山大学大学院 環境学研究科 博士前期課程２年)兵庫県神戸出身 

古川早記(岡山大学環境理工学部 環境デザイン工学科４年)高松出身、５３号の自転車道の

評価を担当 

松本匡歴(香川大学経済学部 経営システム学科４年)岡山県玉野、フェリーで通学 

平島和樹(香川大学経済学部 経営システム学科４年)岡山市、ＪＲで通学、アイランドリー

グなどビジネスを研究 

松田祥昂(香川大学経済学部 地域社会システム学科３年)岡山県小田郡、観光・鉄道政策の

研究 

 

○自己紹介を兼ねて 

梅枝：これからについて考えてみたい。ともすれば料金の問題に行きがちだ

が、違った視点で議論したい。瀬戸大橋との関わりについて、自己紹介

をお願いします。 

石田：中学２年の時、初めて本四を渡り、「白い橋」が印象的だった。ＪＲマ
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リンラーナーで毎日通学。夕日の沈む瞬間、昼間の太陽が瀬戸内に反射する様、工場の夜景、

島々の風景、美しい景観の中に人口構造物をどう結びつけたらいいのか考えたい。 

杉原：明石海峡大橋を初めて見たのは中学の時。地の神戸、明石地域との比較として話したい。 

古川：香川出身、女性の立場から話したい。 

松本：フェリー、瀬戸大橋がつなぐ地域という視点で。 

平島：ＪＲ通学、駅周辺の話ができればと思う。 

松田：私と同じ２０歳。鉄道に興味があるので、鉄道を使った瀬戸大橋の活用について話したい。 

 

○瀬戸大橋を未来にどう活かしていくか 

梅枝：瀬戸大橋を未来にどう活かしていくかについて考えるにあたって、「交流人口の増加 → こ

の地域の魅力をいかに高めるか → この地域をアートな地域にしたい！」。 

   では、①アートな地域とはどのような地域か？ ②アートな地域にするにはどうすればいい

か？ について発言を。 

石田：人工的に造られた美術館やモニュメントだけではなく、その地域の

自然、人工物、人の暮らしぶりそのものが「アート」。瀬戸内は最初の

国立公園に指定されたほど素晴らしい地域。日々の忙しさに殴殺され、

素晴らしさに気がついていない。瀬戸内のゴミ、マッチしない構造物

への取り組み、行動が「自然と人工構造物と人々の営みの融合」を生

む。 

杉原：瀬戸内の海そのもの、多島美。この美しい景観が若い人達には美し

いものと認識されていない。本四間の通過点としか認識していない。

では、アートな空間とするには、現在のままでは宝の持ち腐れであり、

素材そのものにソフト的な取り組みが必要。素材そのものを活かす。 

古川：アートな雰囲気のある地域、その地域には暮らしがあり、それを蔑ろには出来ない。アート

という言葉に芸術性や敷居の高さを感じさせる。もっと身近な「おしゃれ」な感覚的なもので

あればいい。普通に通勤、通学、買い物で触れ、感じられるもの。 

松本：洗練された地域、洗練された文化活動の中で、地域の方と訪問者の

交流の中で楽しんでいけるような地域。「交流」とか「つながり」。 

平島：無理矢理、芸術性を取り入れる必要は無い。香川のうどん屋の行列、

庭先で食べている様子、瀬戸内の島々、橋から、電車から、船からの

景色。今ある暮らしや、香川にあるもので良い。倉敷美観地区の資源

など、これらの資源をアートに結びつけられていない。すでにあるも

のを活かす。 

松田：鉄道をアート化して観光化する。移動の手段としてアートなもので

ない鉄道自体に魅力がない。ＪＲ九州では、鉄道自体を目立たせるために、湯布院、内装を木

目調にしたラウンジ、ビュッフェ。アンパンマン列車、清流四万十号。地域資源を活かして地



 - 8 -

域色を出していく。鉄道のメリットである、定時性、安全性、環境、大量安定輸送性から、少

子高齢化の進む四国だからこそ、四国を全国に先駆けて「鉄道社会」とする。 

梅枝：床から下の見える列車、時間短縮の話だけではなく、「ゆっくり、ゆったり」もあるのでは。

みんなの話をおさらいすると、①今ある素材、個性を大事にする、②つながりを大事にしてい

く、③おしゃれ、身近であること、もっと広い概念で「アート」を。 

 

○実現するにはどういうことが必要か 

梅枝：実現するにはどういうことが必要か？ 

杉原：明石に比べ、瀬戸大橋はその長さ、海と島々の美しさ、景色の魅力、

橋から、フェリーからの魅力がある。行く目的がないと行かない。そ

の島々にコンセプトを持って。直島ベネッセ現代アート、これほどの

ものを他の島で造ることは大変なので、スポーツ、マリンリゾート、

食事など、四季折々の島を楽しめるカテゴリーを。特徴があっても島々

が別々ではなく、互いに共存しながらネットワーク。島をまわってい

くようなツアーが出来れば、瀬戸内、島々を楽しむことが出来るので

は。 

平島：本州と四国をつなぐ橋、通過する人口は増加しても、交流となっていないのでは。交流する

には場所が要るのでは。与島で、「備前焼」の器に「うどん」を入れて「瀬戸大橋」を見なが

ら食べる。素材をミックスすることで、今あるものより可能性があるのでは。岡山駅のリニュ

ーアルで人が増えている。与島や高松駅を、リニューアルする時期に来ているのでは。交流が

出来る駅(場所)にしては。高松駅では時間をつぶせない。 

松本：地域の行事、イベントや施設を運営している人の連携が出来たらなあ。東山美術館と小さい

美術館、単体ではそれ(連携)がない。連携していったら、施設、イベント、ライブ、まつり、

コンサート、野球なんかの連携。「(連携)割引チケット」、他の施設を紹介しながら。美術館に

来る人は美術館にしか興味が無く、様々な物への広がりを持たせないと。野球場や美術館でコ

ンサート、連携していけば、旅行会社のツアーへの提案もしていけるのでは。学校、老人ホー

ムで連携、コミュニケーション、教育、コミュニティーの形成。施設のネットワークから、人

のネットワークへ。 

松田：ライバルの「飛行機、新幹線」よりも差別化。始発や終電は、より

早く、より遅く。シャワー室などの拘り、差別化。サンライズ瀬戸号

を徳島まで延ばす。伊予号と土佐号で松山、高松まで延ばし、車両編

成も工夫する。豪華な個室と安価な客室の提供。北海道には豪華寝台

特急があるのに、四国、九州には何故無いのか。東京→高松→松山 機

関車による牽引。食堂車では地域の郷土食、鯛めし、あん餅の提供。

独立した寝台特急の運行会社の設立。ＪＲ貨物より運転手の確保。四

国・九州用として新型車両を開発することでスケールメリットを活か
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して。 

梅枝：移動の部分にも、「おしゃれさ」をこだわる。交流するにも、来てもらう「移動」がある。 

 

○行動圏まで出て行く身近な情報発信として「フリーペーパー」を 

古川：「情報」 施設やイベントについても伝わっていない、伝わってこな

い。地元の人、若い世代に伝わってきていない。アートな地域が出来

ても、エリア内外の人に知られないのではダメ。まずは、アリア内、

香川、岡山の人達が知ってないと。地域ＳＮＳ、雑誌、こちらから発

信するだけでなく、行動圏まで出て行く身近な情報発信が必要。岡山、

香川をエリアとする読み物として、面白い「フリーペーパー」、デート

情報、アートな活動家の発信の場を。圏外としては、東京、大阪の店

に置いてもらえば。 

梅枝：「角度」が大切との基調講演だったが、「伝え方」も大切。我々がす

でに接することが出来る情報発信の仕方、方法、媒体が大切。 

 

○瀬戸大橋はアートな空間の象徴 

石田：国立公園の中に瀬戸大橋は造られ、景観にも配慮され、６っつの橋を３っつのタイプ、夜間

照明についても限定している。淡いライトアップゆえ、月、星、島々の姿が癒合しているアー

トの魅力は、今の段階でも素晴らしい。自然と人工構造物の融合、象徴的なモニュメントが瀬

戸大橋である。瀬戸大橋は、洗練された美しい瀬戸内海をアートな空間にするための象徴とし

て捉えてみては。すでに「アート」はある。 

梅枝：橋というもの、それが一つのアートの象徴である。それをベースに広げ、ネットワーク、交

流の中で広げていき、伝えていくための身近なフリーペーパーなどで情報発信していく。 

 

○この地域はどんな空間か、どんな空間としたいか 

梅枝：この地域、このエリアは、どのような空間となっているか、どのような空間としたいか？ 

石田：岡山香川の統一感。今までは、観光という「点」を「線」で結ぶだけ。瀬戸大橋でエリアが

つながったのだから、エリアとエリアがつながったと言うより、より深く、つながっていく。 

 

松田：アートな地域となることで、一体感は出ようが、観光交流としては衰退するのでは。一体性

は斬新さが無くなり観光交流は減る。一体化することで情報発信能力は高まる。 

梅枝：「一体」であることのネガティブさもありますね。 

 

○つながることの「相乗効果」 

古川：身近な地域になることで行かなくなる。知らなかったら行かない、交流すれば新しい刺激、

アイディアを得、活性化、新しいものが生まれてくる。 
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杉原：つながることで、新たなものが生まれると思う。アート以外、スポーツ、まつりなどの連携

から新たなものが生まれるのでは。ひとつの例、岡山のウラジャ、香川の夏祭りを融合させた

り、備前焼でうどん、サッカーチームとオリーブガイナーズが地域や競技の壁を越え、子ども

向けスポーツイベントなど、「つながることの相乗効果」が生まれる。 

 

○交流があたりまえになると「交流」の概念が無くなる 

平島：交流が生まれれば、新しいものが生まれるが、交流している間は「別

のもの」との認識があるから。交流があたりまえになって、「交流」が無

くなる、意識されなくなるように。瀬戸内という新しい地域、エリアと

なり、「瀬戸内地域に行く」と言うようになる。交流という概念が無くな

ればいい。 

松本：交流の概念が無くなったとき、人と人のつながり、新たなコミュニテ

ィーが形成される。 

梅枝：地域のデザインを考えていくことはとても大切。つながり、交流、結

びつき、最後はコミュニティーになればいい。物と物、文化と文化をつ

ないでいるのが瀬戸大橋。これが瀬戸大橋を活かした未来だと思います。 

 

― 以上 ― 


