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水俣学へのいざない：	  
水俣病事件の歴史と現在	

熊本学園大学 
水俣学研究センター 

花田昌宣 

2015年度　水俣学講義　	

自己紹介	   	  	

•  熊本学園大学　水俣学研究センター長 
•  　　    　社会福祉学部福祉環境学科教授 
•  　　　　　　大学院社会福祉学研究科教授 

•  水俣病との出会いは1974年 
•  原田正純先生と「水俣学」を構想し、構築中。 

授業の流れ	

（1）日本の公害と水俣病とは何か 	   	   	  10分	

（2）水俣病の発生と被害の拡大　　　　 	  20分	

（3）被害民の闘いの足跡 	   	   	   	  　　　20分	

（4）責任を問うことと私達の課題	   	  　　 	  15分	

（5）過去の失敗を将来に活かすために：いのち
の尊厳 	  	  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15分	
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本日のゴール	  
人類の経験した公害，水俣病の負の遺産（失敗の

経験）に学び，将来に活かす 
 ▶︎　水俣病の60年の歴史を学び，今なお残され

ている課題を理解すること 
▶︎　水俣病という公害が，学校の中で習った過
去の問題ではなく，いまなお終わっていないこと 
▶︎　ひとりひとりの暮らしのあり方を考え直す
きっかけを得ること 

水俣学講義	
	

	  
なぜ、今、MINAMATA	  

	  
正式発見から60年を迎えようとしている 

2004年最高裁判決によって行政責任が認められ、 
2013年国の認定基準の過ちも認められ、 

行政の水俣病病像、認定制度や救済策が破綻した 
水俣病患者の苦悩と苦闘は続いている 

風化させないために、 
今、検証して未来へつなぐ、若者へのメッセージ 

水俣学講義	

•  四大公害事件といわれるもの 
– 水俣病 
– イタイイタイ病 
– 新潟水俣病 
– 四日市ぜんそく 

•  ほかには、土呂久砒素公害鉱毒事件、足尾鉱
毒事件……. 

日本の公害そして水俣病とは何か  

水俣学	
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［環境汚染による公害病］　 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 
[身体的被害]　 環境汚染が、重篤で大規模な人体
被害をもたらしたもの。中枢性の神経疾患が主要
症状である。 

水俣学	

[胎児性水俣病]　 胎盤を通して汚染、水俣病という
障害を持ってい生まれてくるもたらされるという未
曾有の経験もしました。 
[汚染の広がり]　 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る。 
［被害者数は？］　国の基準で認定された人、国の
基準を満たさないが健康被害を受け、医療給付を受
けている人、認められないまま亡くなった人、まだ
隠れている人……　　全体像は不明!!! 

水俣学講義	

9	  

Japan	  
足尾Ashio	  

東京Tokyo	  
大阪0saka	  

水俣Minamata	  

水俣とはどこにあるか：東京からはるかか遠く  

水俣Minamata	  

福島	  Fukushima	  

沖縄	 Okinawa	  



2015/09/23	

4	

水俣とはどこにあるか  

水俣	  Minamata	  

11	  

チッソ水俣工場	  Chisso	  Factory	  

△: 海面浮いた魚 
Ｘ : 狂い死にした猫 

●: 水俣病認定患者  
（人口　1960s） 

40 km	

チッソ水俣工場	

不知火海	

原田正純氏作成地図を改作＿宮北隆志	  
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▶︎　チッソ（株）による有機水銀を含む有
毒廃水の無処理放出 
▶︎　それによる海の汚染、 
▶︎　魚貝類の汚染と流通、摂食 
▶︎　健康被害と差別の目 

水俣病の発生と被害の拡大  
  

水俣学講義	

チッソの百間排水口の水銀ヘドロ（1970年代） 

ここから工場の廃
水が無処理で排出
され汚染が拡大し
た 
	

•  最初は動物が
発症 

•  もし、このと
き気がついて
いれば 

•  漁民に対する
差別心はな
かったか 
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漁民たちの生活の窮迫 

写真は原田正純先生	

食物連鎖と社会的食物連鎖 

•  なぜ食べたのか、どのようにして食べたのか 
•  どのように広がったのか 

チッソはなぜ廃水を無処理で流したか
（11993322年〜11996688年）  

• 毒物は薄めれば、無毒になる?? 
• 水銀が猛毒であることは知っていた. 
• 戦前から何度も漁業補償を行っていた. 
• ⇒　水俣病発生以降も流し続けた!!! 

水俣学	
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「原因究明」の虚構と被害の拡大 
▶︎　原因究明という名前の原因隠し 
   ☞原因が不明 
    ☞☞原因物質が不明 

☞☞☞原因の由来が不明 
☞☞☞☞原因物質と病気の因果関係が不明 

▶︎　歴史に否定されたいくつものこと 

水俣学講義	

被害民の暮らしと闘いの足跡  
•  貧困と見舞金契約 
•  水俣病訴訟 
•  認定を求める患者たち 

水俣学講義	

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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昭和35年 水俣チッソ工場  写真提供:小形(元ﾁｯｿ労働者) 

NNHHKKドキュメンタリー「日本の素顔」  
11995599年1111月放映  

NHKアーカイブスでみることができます。	

	  
	  
1959年12月 
患者家族の工場正門
前座り込み	  
	  

写真：熊本日日新聞	  
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11995500年代不知火海の漁業  

昭和30年頃の漁民の一統の記念写真 

写真提供：松崎忠男	

とれたイワシをゆでて天日で干す 
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水俣病訴訟へ（1969年提訴） 

 
•  水俣病患者原告がチッソを
相手に損害賠償請求訴訟 

 
•  1973年　患者の全面勝訴 
　　　→　補償協定書締結 
補償金、医療費、介護手当な
ど 

　　　　　↓↓↓ 
•  行政認定を受けた者に適用 
　　→　未認定問題の浮上 
	

水俣病認定を求める患者たち	

•  認定制度という仕組み	  
•  認定基準のおかしさ	  
•  なかなか認定されない	  

•  なぜ、「未認定」患者が増加するのか	  

•  　　　　↓↓↓	  
•  水俣病についての国の責任追及と

水俣病患者としての復権	

責任を問うことと私達の課題  
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真の文明とは 
真
の
文
明
は  

　

山
を
荒
さ
ず  

　

川
を
荒
さ
ず  

　

村
を
破
ら
ず  

　

人
を
殺
さ
ざ
る
べ
し。  

  	 
	 

田中正造1912(明
治45)年6月17日の
日記  

栃木県佐野市	  
郷土博物館蔵	

過去の失敗を将来に活かすために：
いのちの尊厳  

▶︎　いのちを大事にすること。いのちとは
人の人生そのもののこと。ともに分かち合
ういのち、ともに生きるいのち。いのちの
尊厳には上下はない。 
▶︎　しかし時代の波に巻き込まれて、いの
ちの価値を見失うときに、公害は起きるの
だろう。 
	

現代にいきる水俣学	

 
水俣病は終わっていない 

 

熊本地方裁判所前の患者集会	
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水俣学は新しい学問のモデル  

～～～既存の装置（枠組み）を超える 
 

開かれた学問～～～ 
 

権威主義、官僚主義、保守主義、不正義と 
 

対決する革新的・変革の学問を目指す. 
 

地域で、地域を学習して地域に返す. 
 

（原田正純：水俣学講義） 

水俣学講義	

水俣学の取り組み  
（1）水俣病は社会を映す鏡：水俣病とはどういう
病いか、歴史と現在に学ぶ. 
（2）現場を大切に：そして、自分たちの足下に水
俣を被害者を中心に考える：差別を考えたい. 
（3）専門の狭い枠に閉じこもらないで広く見よう. 
（4）国境の壁を越えよう：世界で公害が起きまた
水俣病もおきている. 
そして、水俣病事件がいまも問題になっているのは
なぜか　 →患者の訴えが続いていることに耳を傾け
たい 

水俣学講義	

本事業の到達目標って何だ 人類の負の遺産としての公害、
水俣病を将来に活かす 

第三班	
情報発信	

水俣学アーカイブス構築	
 

第一班	
水俣病被害の	
多様性研究 

熊本学園大学	
水俣学研究センター 

国内外の研究者・　
被害者・市民の参加 

第二班	
住民主体の	

地域社会の再構築	
	

 
資料収集 資料収集 
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水俣病患者の上村好男さんの言葉  

▶︎　過去に学ぶこと、そこにはその歴史を
生きてきた人たちがいる 
▶︎　今に学ぶこと 
▶︎　あやまちを認めること 

水俣学講義	
	  

まとめ	  
（１）本年度水俣学講義の計画 	   	  	

 水俣学アーカイブをみよう 
 

（３）水俣に学び、自分を振り返ろう。 

水俣学講義	

（２）水俣学のWEBサイトで	


