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　2014年度水俣学講義　第1回 
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何故、いま水俣病のなのか 
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人類の負の遺産、公害水俣病と
はなにか 

　一企業(チッソ)が、産業活動によって生み出
された有機水銀を含む有害物質を、不知火海に
未処理のまま大量に排出し、環境を汚染し、食
物連鎖を経て、人体に取り込まれて起きた公害
病であり、重篤で大規模な人体被害をもたらし
たものです。中枢性の神経疾患が主要症状であ
る。また、胎盤を通して汚染そして被害がもた
らされるという未曾有の経験もしました。汚染
そして被害は、水俣湾から対岸の島々まで不知
火海全体に広がっています。  

ちょっと自己紹介 
!  あなた方の年齢の頃、名古屋にいました 
!  水俣病患者との出会いから 
!  フランス留学、大学就職 
!  1994年　熊本学園大学赴任 
!  1999年から原田正純先生とともに水俣学 
!  2005年　水俣学研究センター設立 

"  全体テーマ：水俣病とはどのような公
害事件であったか：人類の負の遺産とし
ての水俣病 

"  水俣病の被害とは何か　差別と人権 
"  将来に活かすために 
"  水俣学研究センターの取り組みと現場
に学ぶこと 

"  一人一人を問い直す 

今日の話のトピックス 
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!  誰が水俣病なのか： 
!  「不知火海沿岸の魚貝類を多食し、感覚
障害をはじめとする何らかの神経症状を
有している人」 

!  ☞　映像・写真で見る水俣病患者 

水俣病の何が分かりにくいか： 
水俣病についての誤解 
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!  病者に対する差別 

!  水俣病の映像 

!  水俣病で何を習ってきたか 

この子は宝子です 
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!  ☞　いま、メディアから聞かれること：け
いれん、手足の変形など「絵になる」症状
は？ 

!  ☞　からす曲がり、手足のしびれ、耳鳴り、
頭痛：みんなにあるので異常だと思わない 

!  ☞　味がおかしい、風呂の温度が分からな
い　自分では気がつかない、他所に嫁いで
初めて分かる 

「水俣病の被害を映像で示したい」 
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!  ☞　分かりますか？　 
!  「いつ、どこで発生しているか。」 
!  「いまも新規の患者が発生しているの
か。」 

!  「魚は食べても大丈夫か。」 

!  ⇒　11月6日　下地明友先生の話 
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水俣病事件史の指標 
!  1932年　チッソ、水銀排出をはじめる 
!  1956年5月1日　「原因不明の疾患」の発生を保
健所に届け出 

!  1968年9月　厚生省が公害病と認める 
!  1973年3月　裁判でチッソの責任確定 
!  1988年2月　裁判で元社長・工場長に有罪判決 
!  2004年10月　裁判で国と熊本県の責任確定 
!  2013年4月　認定をめぐる裁判で最高裁判決 

水俣病発生の公式確認 
1956年5月1日　新日窒付属病院細川一院長
が、原因不明の疾患発生と水俣保健所に届
け出　田中静子・実子姉妹の発症 
 

1956年5月1日に報告された患者自宅 最初に報告された患者さん 
水俣病の証人 
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自然の兆候　1954（昭和29）年　茂道 
 
チッソの漁業補償： 
大正年間から幾度も 
 
患者の発症は、戦前に 
さかのぼる 
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昭和35年 水俣チッソ工場  写真提供:小形喜代太(元ﾁｯｿ労働者) 
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チッソ水俣工場　1960年 
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1959年12月、チッソ正門前
に、患者たちが座り込み交渉 

1959年12月30日 
　見舞金契約 

 
公序良俗に反する「契約」 
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【政府の公式確認と患者の闘い】�

!  1968年、政府は公式見解を発表し水俣病を
チッソの廃水を原因とする公害病と認めた。 

!  1969年、患者達はチッソを相手取って訴訟を
起こした。 

!  川本輝夫さん達は、1971年1月から、チッソ工
場および東京本社に1年9ヶ月にわたる座り込み
と直接交渉を行った。 
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水俣病訴訟判決の日 
熊本地方裁判所in 1973年3月20日 
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The plaintiff (Patients 

and bereaved 
families) won the 
case. The court 
recognized corporate 
responsibility 

 
They won the 

compensation, 16 
millions yen 
(800000USD) per 
patient 
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【認定制度と患者切り捨て】�
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【認定基準とは何か】 
!  （1）「水俣病かどうか」を判断する基準 

# 感覚障害、運動失調、視野狭窄、聴力低下、
構音障害、….. 

!  （2）実際には、「症状」が、水俣病によ
るかどうかの判定基準　本当のところは、症状
が、有機水銀に起因するかどうかの判断基準 

!  （3）なぜ今頃？有機水銀曝露を調べてい
れば…… 
⇒　10月9日　井上ゆかり先生の話 

なぜ、現在も水俣病の被害があるのか 
という問いへの答えとして 

!  水俣病の新規発生？ 
!  新たな水俣病患者とは誰か 
!  なぜ、現在も増え続けるのか 
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医学的には　☞　水俣病は一つ 
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【水俣病被害調査はなされたか】 
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【国家の責任】�
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水俣病とはどのような公害事件
であったか： 

人類の負の遺産としての水俣病 
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桑原史成写真集より 
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胎児性水俣病 
!  人類が予測していなかったこと：胎内での汚染 
!  胎盤は毒物を通さない：子どもを守る 
!  お母さんたちは、懸命に栄養を与えた 
!  水俣病事件の証人たち 

⇒　10月2日　田尻雅美先生の話へ 
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ストックホルム 
国連人間環境会
議　1972年 

坂本しのぶさんと 
（朝日新聞2012年） 

水俣病の被害とは何か　差別と人権 
¨áØ2Õe.3[)?���

!  健康被害 
!  その特徴は 

!  水俣病に対する差別と偏見 
# ⇒、昨年6月のサッカー事件 

!  水俣の町を衰退させたのは水俣病か？ 
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新聞報道（2） 
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!  水俣病を見る眼こそが問われている 
!   誰が中傷されているのか・何が差別さ
れているのか 

!   水俣出身者なのか 
!   水俣病患者なのか 

!  病名変更運動は１９６８年から。どのような
時にでてくるか。 

!  水俣病は医学上の言葉。
MINAMATA,HIROSHIMA, FUKUSHIMA,,, 

!  病名変更の主張は現在の水俣病患者の人生を
否定することにならないか 

!  水俣は、水俣病だけではない町であることを
知ってほしいということの意味 

改めて、病名変更について 
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!  社会のあり方の問題。世界が注目している。
国際水銀条約締結会議の経験。 

!  事実の問題であって、感情の問題ではない
こと。 

!  「水俣病は社会を映す鏡である」（原田
正純） 

結局、水俣病とはいかなる問題か 
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!  水俣病のような公害を二度と繰り返さない。 

!  教訓とは終わった事件について言うこと。 

!  しかし終わっていない。 

!  水俣病に関わったものはすべて裁かれている
ということ。 

水俣病事件の教訓とは 

72 
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!  水俣病が終わらないということの意味 

!  水俣病が終わらない理由 

!  水俣病を終わらせない力とは？ 

yàfV»f.¨áf2�6 
人類の負の遺産水俣病を将来に活かす学問 

 
!  現場に学び、現場に返す 
!  多様な学問の協同：学問の壁を超える 
!  専門家と素人の壁を越える 
!  歴史に学び、将来に活かす 
!  世界に発信し、国際的協働 

#  福祉環境学入門　水俣合宿研修 
#  福祉環境学特講　水俣調査 
#  水俣学講義　患者、ジャーナリスト、作家、….. 
#  大学院　水俣臨地研修、福島、タイ、韓国 
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!  切り離せない三つのいのち（life） 
# 生命：病と健康、そして障害 
# 生活：暮らし、家族、仕事….. 
# 人生：出生、赤ちゃんから子ども時代、大人
そして老齢期から死に至るまで 

!  そのすべてに水俣病をはじめとする公害問
題が関わる 

!  私たちが「水俣学」というときには、病
気だけを問題にする訳ではない 
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!  水俣病の失敗の経験 
 事実を正面から見る勇気 

$  悲惨な病気と悲惨な暮らし 
$  それを産業発展のために見えなくした 

!   東京（日本の中心）からは見えなかっ
た→　なぜ見えなかったのだろう 
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!  専門家といわれる人々 
医師：原田正純先生は患者よりだと批判さ
れた 

 医師が患者の立場に立つのは当たり前 
法律の専門家 

 弱い人の権利を守るのが当たり前 
技術者 

 誰のための技術だろうか 

水俣学とあなたがた 
!  自分たちの足下のみなまたを考えよう 
!  水俣病を通して見えることから 

# 環境を大事にする 
# 暮らしのあり方を考える 

!  いのちのあり方を考える　いのちと社会 
!  何のために学ぶか、を考えよう 
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【水俣病の「教訓」と未来への展望】�
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Thank you very much! 

ขอบคุณ�
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Merci beaucoup!�
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