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公害の経験を語る資料と、「わかってるつもりJのあやうさと

平野泉(立教大学共生社会研究センター アーキビスト)

千葉� 111量生公害訴お資料@セシ勾 一

「水俣病については学校で、習ってわ力、ってるつもりだったけれど、

じつは何もわかつてな力、ったことがわかったJ そう語ったのは、� 

2017年度秋学期、立教大学文学部教育学科の入門演習(1年次)で、

水俣病について調べた結果を発表したグループの一人でした。様々

な地域に暮らすたくさんの人を苦しめた「公害j。多くの被害者は、

病に苦しみながらも� I私と同じ苦しみを他の人には昧わわせたくな

しリという思いを語っています。公害の経験を伝え続けることを目

的とした資料館が各地につくられたのも、そうした思いに応えての

ことでした。そして、大阪・西淀川の大気汚染公害訴訟に関する資

料を所蔵する公益財団法人公害地域再生センター(愛称:あおぞら

財団)を中心に、そうした資料館をゆるやかにつなぐ 「公害資料館

ネットワークjが生まれました。ネットワークの主催で毎年開催さ

れる公害資料館連携フォーラムに参加すると、公害の経験について、

公害のない社会をつくる方法について真剣に考えているたくさんの

人々と出会うことができます。それは、公害について「わ力、ってる

つもり」でいることのあやうさについて、考えさせられる場でもあ

るのです。

センターにも、宇井純公害問題資料コレクシヨンをはじめ、様々

な公害に関連する資料があります。なかでも千葉川|鉄公害訴訟資料

は、弁護団事務局長だった高橋勲さんから受贈したもので、1975

年5月26日に提起された訴訟の全体像がわかる貴重な資料です。)11

崎製鉄千葉製鉄所の排煙が引き起こす大気汚染で健康を奪われた

人々が立ち上がる、その3年前には、すでに四日市公害訴訟で住民

側勝訴の判決が出ていました。その判決を報じる「四日市公害と戦

う市民兵の会J発行の 『公害卜マレ』第17号� (1972年8月)の表

紙には、「四日市公害訴訟判決報告 公害訴訟全面勝利Jと大きく書

かれた垂れ幕の前に立つ原告らの写翼とともに、[判決の朝jという

詩が掲載されています。判決には勝ったが、「今日も/;てンザイとあ

げた/その手の向うで/工場からは/モクモクと煙がでていたjという

一節が、その日の四日市の空がと、んなだった力、を伝えています。

その一節を、高知生コン事件の坂本九郎さん(浦戸湾を守る会)

が「ふるさとの叡J(r高知パルプ公害裁判内部資料(第9集)j、p.29)
という文章に引用しています。坂本さんは、パルフ。工場の排水によ

る水質汚染とたたかうなかで、山崎圭次さんと二人で、工場の排水管

に生コンクリ-卜を流し込み、排水を工場敷地内に逆流させました。

その行為が威力業務妨害罪に問われ、1976年に有罪が確定したあ

と、坂本さんは「ふるさとの歌jに感慨を記したのです。生コン事

件をきっかけとして人々はきれいな水を取り戻した。裁判では負け

たが、「実質的には住民側の勝利」だった 坂本さんはそう書いて

います。勝訴で被害者の苦しみが終わるわけもなく 、公害もまた終

わるとは限らないのですが、そのことは歴史教科書からは買えてき

ません。むしろ、公害は起きたけれども、運動や裁判があって企業

も対応して、もう終わったんだ-そんなふうに「わ力、ってるつもりj

になる方がかんたんなのです。

川崎製鉄千葉製鉄所6号高炉は、訴えにもかかわらず1977年6

月には稼働し始め、その直前には、高炉の原料となる焼結鉱を供

給するための焼結工場がフ ィリピン・ミンダナオ島で操業を開始

しています。工場の建設のため住み慣れた土地を追われた住民は

約2000名。そして工場の労働者も、ぜん息に苦しむことになりま� 

、反公j年1鉄の犯罪ーミンタナオ焼結工場操業� 11r)す(大川宝作

害輸出通報センタ-r月報公害を逃すな!j66号、1978年5月、� 

pp.34-37)。そうした企業の公害輸出に対し、アジアの人々 と連

帯して立ち上がる人々もまたネットワークを広げていきました。

そして、四日市の勝訴に励まされる形で千葉、西淀川、水島、川

崎で次々と提起された裁判は、1988年に干葉川鉄公害訴訟一審判

決で川崎製鉄の責任が認められ、1991年には大阪西淀川公害裁

判第一次訴訟判決で加害企業10社の連帯責任が認められるなど、

成果を上げていきます。そうしたたたかいのネットワークと、現

在の公害資料館ネットワークとのゆるやかな重なり合いが、この� 

rPRISMj第11号を可能としました。7月14日(土)には、千葉

川鉄公害訴訟弁護団事務局長の高橋勲さんをお招きし、公開講演会

ふるってご参加ください。)。ページ参照4も開催いたします(詳細は� 
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公害資料館と裁判資料

公害資料館があるという驚き

「公害資料館ネットワーク Jと聞いて、「公害資料館というもの

があるのですか ?Jと驚かれることが多いです。この驚きには

二種類の意昧が込められていると考えています。一つは、久し

ぶりに「公害Jという言葉を聞いたという驚き。もう一つは、

公害に関心がある人がそんなに多くいるのだろうか?という疑

問です。

「公害j じゃないと伝わらないこと 
1990年代に「公害Jという言葉が「環境」という言葉に置き

換わってしまってから、公害が人々の関心事の中心になること

は多くありません。公害は過去になり、解決したものとして扱

われることが多いからです。「今は環境の時代なのだから言い換

えたほうがいいのでは ?Jというアドバイスは耳にたこができ
るほどもらっています。おそらく、「公害」というと古くて、角

が立つと感じておられる方が多いのだと思います。

環境の文脈で公害が語られることはほとんどありません。公

害という言葉を出すことで、あからさまに嫌な顔をされること

も多いです。公害には加害者がいて、責任問題となるが、環境

は「みんなに責任があるjという文脈になるため、ウケがいい

と耳打ちされたこともあります。

現在に残された公害の課題について触れることもなく、公害

の経験の伝承についても検討されるわけでなく、環境問題の出

発に公害問題はあったと触れられるだけで終わっており、環境

という言葉では公害が力パーできていないと感じる日々です。 

.Hんなて川秀える@公害 1宙科官官乏伐 7オー弓 臼 (2017年 12円Ib日)

四大公害裁判と千葉川鉄公害訴訟

一般的な公害裁判のイメージは、 1960年代後半に行われた四

大公害裁判のみだと思います。しかし、公害裁判は四大公害裁

判後にも 2次3次と同じ場所で提訴し、他の地域でも提訴されま

した。裁判は国や企業といった I巨大なるものJにモノ申すこ

とになるため、裁判を提訴する心理的ハードルは高いのは当然

です。しかも、当時は国も企業も「市民の声を聞く」ことが制

度化されておらず、今以上に声を上げることが難しい時代でし

た。四大公害裁判の勝訴は、公害で苦しむ日本全国の人たちの

希望のともしびとなり、「私達の声も届くかもしれなしリと提訴
に踏み切るきっかけとなったので、す。

立教大学共生社会研究センターに所蔵されている「千葉川鉄

公害訴訟資料jは、四大公害裁判後に提訴された、大気汚染公

害裁判の先陣となった裁判です。千葉市沿岸の川崎製鉄(現: 
JFEスチール)の高炉建設と健康被害を巡って、提訴されました。

公害冬の時代に打ち勝った千葉川鉄公害訴訟

公害裁判は、とても長い時聞がかかります。四大公害裁判時

には世論も盛り上がり、公害のための政策が講じられますが、

オイルショック後の経済の冷え込みから、またしても経済優先

の政策となり、「公害冬の時代jが到来します。千葉川鉄公害訴

訟は、この流れを断ち切る重要な役目を果たしました。「公害冬

の時代Jに行われた政策の一つである公害患者の救済(公害健

林美帆(公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)付属

西淀川・公害と環境資料館研究員)

康被害補償法)の大気汚染地域指定の打ち切りについて、ノー

を突きつける判決を世の中に示しました。また、企業との和解

という部分でも、千葉に続く大阪-川崎-倉敷-尼崎-名古屋・

東京の裁判の先鞭をつけることになります。

公害裁判と公害資料館

公害資料館と公害裁判は深い関係があります。各地の公害裁

判の判決がだされ、和解に向かうのは 1990年代になってからで

す。裁判の和解として「公害の経験を伝える」ということが選

択されることが多くなります。熊本の国立水俣病総合研究セン

タ-水俣病情報センターや、新潟県立環境と人間のふれあい館

などの「資料館jになったものや、フィールドミユージアムと

して公害を伝える活動をするあがのがわ環境学舎や筆者が所属

するあおぞら財団、みずしま財団などが創られます。

近年では2012年に富山県立イタイイタイ病資料館、 2015年
に四日市公害と環境未来館がオーフンするなど、公害を伝える

施設が整備されたのは近年のことなのです。

公害を学ぶ、公害から学ぶ

公害の経験を残し、どのように活用するのか、議論が始まっ

たばかりです。 2013年から、公害を伝える団体が集まって「公

害資料館ネットワーク jを結成しました。あおぞら財団は事務

局を務め、各地で活動する公害資料館をつなぎ役として活動し

ています。立教大学共生社会研究センターも、立派な「公害資

料館jだと事務局では認識しており、このネットワークに加わっ

ていただいています。共生社会研究センターは、千葉川鉄公害

訴訟資料を始めとし、公害研究の第一人者である宇井純先生の

資料や伊方原発裁判の資料など、多数の公害に関わる資料を所

蔵しているからです。公害の経験を伝える中で、中心となって

くるのは資料の保存です。その資料の中心にあるのが、各地で

の公害裁判資料です。ところが、公害資料の保存と整理活用に

ついて、各公害資料館は手探リで作業を進めているのが現状で

す。このような課題を解決するために研究会やフォーラムを開

催して議論を積み重ねています。

千葉川鉄公害訴訟資料の公開

大気汚染公害の裁判の資料は独立行政法人環境再生保全機構

が「記録で見る大気汚染と裁判Jというウ工ブサイトを運営して、

公開しています。あおぞら財団が受託し作業を進めてきました。

これまで、西淀川-四日市・倉敷水島の資料を整理し、公開し

ています。現在、千葉と東京の公害裁判の資料を岩松真紀さん、

阿部晃平さんに整理していただいています。 2018年の6月には、
千葉川鉄公害訴訟の資料と東京大気汚染公害訴訟の写翼も公開

される予定です。ぜひ活用していただき、公害のことを少しで

も考えてもらえればと願っています。

記録で見る大気汚染と裁判 
http://nihon-taHくiosen.erca.go.jp/tailくi/

二んな菅 J叫があ qま可@あお弓 "ら財団害庫

http://nihon-taHく


公害裁判に関する資料整理にかカ、わって

私は非常勤講師として働く社会教育-環境教育の研究者です。

社会教育における健康に関する教育や学習を大学院時代を通し

ての研究テーマにしたことから、公害、公害から健康を守る住

民の運動にふれることになりました。現在は明治大学泉校舎で、

円景境問題と社会教育」という授業を担当しており、この「公害

裁判(東京大気汚染公害訴訟及び千葉川鉄公害訴訟)に関する

公開資料の収集整理等業務Jに関わらせていただいたことが授

業にも活きています。

東京大気汚染公害訴訟との出会いとその後 
2016年9月から 2017年 1月にかけて、東京大気汚染公害訴

訟の写真資料整理をしたのが、大気汚染公害資料整理にかかわっ

た最初です。月に 1~2回、「東京公害患者と家族の会」事務所

に行き、事務局長さんと話しながら電子化する写真を選び、必

要なキャプションをつけていくという作業でした。結果として

電子化の候補として 30件 (1996-2007年)を選びました。

アルバムに数年分、ネガフィルム 1本ごと、 1枚ずつバラバラ

に、とさまざまな形状で保存されている写真のなかから、どれ

がふさわしいかを聞き取りながら決めていきます。分からない

場合には、事務局長さんの昔の手帳を取り出し roo年00月 
00日00(があった)Jと書かれている内容と照らし合わせな

がら、選ぶこともありました。次にその選んだ写真に写っている

人や場所を特定し、メモしていきます。やってみるとこの作業は、

論文を執筆する際に過去の出来事を入念に聞き取ることとても

似ており、たくさん聞いた事柄から写蔓に必要なキャプシヨン

の情報だけを選んで残す(捨てる情報が多し¥)という作業に他

なりませんでした。また、昼休みや作業後に、和解後の今も続

けている活動についてもお話をうかがうときがあり、記録になっ

ていない現在進行形の事実を私が学ぶことにもなりました。

『みんなで、勝ち取った勝利和解 東京大気裁判たたかいの軌跡』

という記録DVDがあり、大学等の授業で使用しているケースが

あることも知り、私もお借りして資料として便わせていただき

ました。訴訟となった理由、瑞恵、の症状、裁判中の運動や思い、

等を DVDで見た後、和解条項や和解した以降も続く活動を学習

しました。「東京地域の道路交通環境改善に関する連絡会」を通

しての大気汚染改善のための働きかけなど、今の東京に住む人

の生活につながっていることまでを扱えたのは、この作業にか

かわったおかげと思います。特に最近目にすることの増えた「自

転車専用レーンjやコンビこなどにある「シェアサイクルJが、 
2017年5月に施行された「自転車活用推進法jによるところが

大きく、それに東京大気汚染公害訴訟の和解条項も関係するこ

とは、身近な例として最適でした。

千葉川鉄公害訴訟に関する資料整理にかかわって 
2017年4月からは、千葉川|鉄公害訴訟資料整理の最後の段階

千葉 111量生公害訴お 言正吉録

岩 松 真 紀 (閉治大学非常勤講師)
司』圃凪A司‘ー...J・2弘、~'iI'"

に参加しました。場所は資料のあるこの立教大学共生社会研究

センターです。私が担当したのは、たくさんある裁判資料のな

かの、証人尋問の際の証人調書と速記録の要約と整理で、専門

家や有識者といわれる科学者、医者、行政担当者等に対する証

人尋問が主でした。証人尋問 1回分の85フラットファイル 1冊を

読むにはかなり集中力が必要で、慣れるまではたいへん時聞が

かかりました。作業を続けていくうちに、証人の専門とする分

野は何力¥どちら側の証人か、尋問している弁護士は何を聞き

出そうとしているのか、残すポイン卜が見えてきます。特に専

門家といわれる方々のファイルを読んでいると、原告側・被告

側それぞれに、科学的に正しいのは自分たちである、と主張し

ており、どちらの科学が正しいと裁判官が判断するのかがポイ

ン卜となるのだと気がつきます。科学は誰のために何のために

あるのか、を、改めて考えさせられました。また、この訴訟の

際にも東京大気汚染訴訟で聞き取ったような住民の運動や学習

があったのだろうと思うと、そちらも気になっています。
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資料と研究と教育と

例えば、社会教育では「教育権思想の自覚jとして有名な、 
1970年代志布志湾の総合開発反対運動において九州、|自然を守

る会の出した志布志アピールがありますが、あとからこの分野

を学ぶようになった私には本としてまとめて書かれたものでこ

の話を知るのみでした。しかしこのセンターにある「宇井純公

害問題資料コレクシヨンJに「志布志湾公害を防ぐ会Iの発行

する『志布志湾』や「自主講座志布志グループJの『大隅半島』

があることを知り、研究の可能性が広がるような思いがしまし

た。運動や活動をしている当事者にとってその時に不要と判断

されるものでも、あとから研究したり学んだリする者にとって

は、貴重な資料となリ得、それを収集-整理するという仕事を

行なうことの重要性を改めて思います。

東京大気汚染公害訴訟は、今の大学生が生まれた頃の 1996年
からはじまり 2007年に和解しました。歴史で習うにはおそらく

新しすぎる事項ですが、自分たちが生まれてからのことで、特

に東京で、育った学生には(ぜん患だった当事者はもちろん)身

近に感じる事柄といえます。東京という地域にある大学に通い

ながらも、その地域で起こった公害のことを知らない、もっと

いえば、今も大気汚染の観測が続けられていて、データが環境

基準を超える時間・場所もあるということも知らないわけです

が、この資料整理で、わかったことをもとに授業を行うと、東京

を地域として見直し、過去に訴訟を行ない今も活動を続ける人

たちがいることに気がついてもらえます。学校で教えられる歴

史に登場しない市民運動や活動を知ることで、これからの社会

を作っていくのは自分たちである、という意識も育まれるよう

に感じています。東京大気汚染公害訴訟の資料に、直接学生た

ちがあたって学べるにはもう-仕事必要となりますが…。 
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池袋駅� 
(メトロポリタン口� )

一ー一一一一診� 

見=三乱一フ一フザメ高木恒一(立教大学社会学部教綬)副センター長

市橋秀夫(埼玉大学大学院人文社会科学研究科教綬)副センター長

町村敬志(一橋大学大学院社会学研究科教授)運蛍委員

石井正子(立教大学異文化コミュニケーション学部教授)運蛍委員

沼尻晃伸(立教大学文学部教授� )*春学期研究休暇中

リサーチ・アシスタント

山崎果歩(立教大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程2年� )

阿部晃平(立教大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程� 2年� )

今 井 麻 美 梨(立教大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程1年� )

李英 美(一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程� )

スタッフ 平野泉・荒井ひとみ� 

[ 編集後記� E 
センターでは、千葉川鉄公害訴訟のほかにも、伊方原発や伊

達火力などに関する訴訟の資料があります。いずれも提訴は� 

70年代。手書き文字の資料も多く 、目録作成には根気と慣れ

が必要です。ところが昨年お預かりした東京大気汚染公害訴訟

の資料には、これまでとは遣う特徴があることに岩松さんが気 PRIS臥� e印仰仰何γ5愉� ro伽� 白archhκ心� enM一→AN陥伽伽附w. e GωヤCα附� κ

1.
づきました。� 1996年提訴ということもあり、文書はワープロ� 

五ゐ伽フ� αO∞伊p的� tiv陀ε，Ci おocωiωet悦ti尼，es一� 陥ωO仏� 什1JrGO vil S， 陪肘刷j N ，June2018 
→� PCで作成されているので、

8501・Jopon 171，Tokyo，Toshimo-ku，Nishi-Ikebukuro -1343-
格段に読みやすくなりまし

Tel: +81-3-3985-4457 Fox:+81-3-3985-4458 
た。その一方で「これはコピー E-moil 1 pくyousei@rikkyo.oc.i 

センタ一利用案内

利用資格

とくにあリません。立教大学共生社会研究センタ一所蔵資料

の利用を希望される方は、どなたでもご利用いただけます。

開館時間

女ご利用には事前予約が必要です。

月~金曜日(祝日をのぞく)� 

10 : OO~12 : 00， 13:OO~16 : 00 

ただし、立教大学の一斉休業日のほか、資料整理などのため

臨時に閉館する場合もあります。その場合は、あらかじめ

センターホームページなどでお知らせいたします。

閲覧

初回に簡単な利用者登録をお願いいたします。

資料は原則として閉架式です。

資料の貧し出しは原則として行ないません。

閲覧制限等

資料は原則公開ですが、フライバシー侵害の有無や資料保存

の観点などから閲覧を制限する場合があります。詳しくは下記

までお問い合わせください。

[お問い合わせ・ご予約は】
一

立教大学共生社会研究センター

干171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1


電話:03-3985-4457 FAX: 03-3985-4458 


E-mail: kyousei@rikkyo.ac.jp 


【2018年度センター組織}

運営委員会小野沢あかね(立教大学文学部教授)センター長

| 【公開講演会のお知らせ

社会学部創立60周年記念/
共生社会研究センター共同開催

公開講演会

『青空のもとで生きる権利
一千葉川鉄公害訴訟一審判決から30年』

日時:2018年7月14日(土)14:OO~17: 00 (13: 30開場)

会場:立教大学池袋キャンパス� 14号館� D301教室
*申込不要、入場無料

あおぞら財団のご協力により、センタ一所蔵の千葉川鉄公害

訴訟資料の詳細目録が完成し、デジタル化も進んでいます。

川崎製鉄千葉製鉄所が排出する汚染物質による大気汚染と健

康被害との法的因果関係を認めた� 1988年の一審判決から30

年。センターは、創立60周年を迎える社会学部と共同で公開

講演会を開催いたします。同訴訟弁護団事務局長の高橋勲弁

護士に、被害者とともにたたかった裁判の経験をふりかえって

いただくほ力¥今号にご執筆いただいた林美帆さん、岩松真紀

さんにもご発言いただきます。ふるってご参加ください。

講師:高橋勲さん(弁護士、同訴訟弁護団事務局長)


林美帆さん(あおぞら財団)


岩松真紀さん(明治大学非常勤講師)


共催:公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)

公害資料館ネットワーク� 

[センターへのアクセス} 

JR私鉄地下鉄各線「池袋J駅・

地下鉄 I要町j駅から徒歩 10~ 15分

か?それともプリントアウト

か?J r全く同じに見えるこ

の3点は、ほんとうに同じも

のなのか??Jなど、新たな

悩みも増えたのです。(ひ)� 
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