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は じ め に

　公益財団法人東海ジェンダー研究所は、ジェンダー平等の社会を
実現するための研究活動を奨励し、プロジェクト研究をはじめとす
る講演会やシンポジウムの開催など、さまざまな事業を行っており
ます。
　ジェンダー平等社会はどのようにしたら実現されるのだろうか。
それを実現するための基本軸はどこにあるのだろうか。この問題を
問うことは、人間が生きる「地球社会」そのもののあり方をはじめ
として、政治や経済を含めた現代社会の諸問題、そして労働や子育
てにかかわる日常生活の諸問題を問い直すことだと思われます。
　こうした問題意識を支えとして、当研究所が実施してきた講演会
やシンポジウムを記録して小冊子にまとめ、より多くの皆様に読ん
でいただくことを企画しました。
　ジェンダー平等社会実現の未来にむけて、熱い思いと議論が高ま
ることを期待します。

　　　公益財団法人東海ジェンダー研究所 代表理事

西山惠美
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2014年度 公益財団法人東海ジェンダー研究所主催講演会

日時：2014年10月19日［日］ 13時50分～16時30分

場所：名古屋都市センター 11階ホール

講師：宮本憲一（元滋賀大学学長）
司会：日置雅子（東海ジェンダー研究所理事）

宮本憲一    みやもと・けんいち

●略歴と専門

1953年　名古屋大学経済学部卒業
1960年　金沢大学法文学部助教授
1972年　大阪市立大学商学部教授
1991年　大阪市立大学商学部長
1993年　立命館大学産業社会学部教授
1997～98年　立命館大学大学院政策科学研究科長
2001～04年　滋賀大学学長
大阪市立大学名誉教授、滋賀大学名誉教授
第17期日本学術会議会員（1997年7月）
日本環境会議（JEC）名誉理事長・代表理事
専攻　財政学、環境経済学

●主な著書

『恐るべき公害』(共著、岩波新書、1964年 )

『社会資本論』（有斐閣、1967年）
『環境経済学』（岩波書店、1989年）
『日本社会の可能性』（岩波書店、2000年）
『維持可能な社会に向かって』（岩波書店、2006年）
『環境経済学新版』（岩波書店、2007年）
『戦後日本公害史論』（岩波書店、2014年）
ほか多数
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はじめに

　皆さん、こんにちは。宮本憲一です。
　日本が急激な高度経済成長の下で、世界でもまれに見る公害問題を出したの
でありますけれども、それから20年足らずの間にその時期に起こっていた主
要な公害問題を解決しました。もちろん、公害を引き起こしたような政治経済
システムというのは変わっていませんので、公害が終わったわけではなく、原
発の災害やアスベストの災害という、今非常に深刻な公害問題に直面している
わけであります。
　しかし、この高度成長期に生まれました公害問題を短期にどうして解決した
のかということは、これは非常に重要な問題であります。今の中国やアジアの
問題をみていますと、ここに私たちが考えなければならない、つまり最近は高
度成長をしたときのこの日本人の成果というものをたたえることは多くあるの
ですけれども、実はその背後にあった深刻な公害問題を解決した民衆の力とい
うものも、我々は改めて歴史の教訓として考えてみなければならないと思って
おりまして、今日はそちらを中心にお話しますが、おそらく、ご関心は最近の
問題にあるのではないかと思いますので、できるだけその最近の問題について
もお話をさせていただこうと思っております。

戦後日本の公害・環境問題と
女性の歴史的役割
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環境問題

　今、世界が共通して直面している問題、これが戦争・環境破壊・貧困問題
で、これは相互に関連をしているのであります。戦争は最大の環境破壊であり
ます。また、貧困と公害問題は被害者が重なり合います。
　この環境破壊問題についてお話をするわけでありますけれども、環境破壊と
いうのは18世紀の産業革命以来発生しているわけであります。特に1950年代
以降、重化学工業化と大都市化による近代化の過程の中で、大量生産・大量流
通・消費・廃棄、こういう経済構造が成立をしますと、初めてその深刻な公害
問題が、全世界に広がっていったというふうに考えてよいと思います。
　これは地域の汚染から地球規模の気候変動に至るまで、日常的に人々の健康
を破壊し、あるいは生活環境を汚染するということになっていまして、それだ
けではなくて、経済活動にも深刻な影響を持っているわけであります。
　ここで私が公害と言いますのは、経済活動から生まれる有害物質・有害行為
によって環境が汚染され、人の健康や生活侵害が起こる現象を指しています。
　私が『恐るべき公害』（1964年）という本を書いたときには、公害という言
葉はまだ国語の辞典にはありませんで、公害というのはどういうふうに定義す

Ill - health 

図1　環境問題の全体像
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るか、から始まったのですが、こういうふうに定義しておこうと思います。つ
まり、「公衆衛生上の害悪を総称するもの」であります。
　環境問題というのは被害のピラミッド（図１ 環境問題の全体像）と言われて
いるのですが、全体像として見ますと、まず地球環境の変化が起こっているわ
けでありますが、その上にその地域におけるアメニティーがなくなっていく、
環境の質が悪くなっていって、それがさらに究極の公害問題、死亡に至るまで
の公害問題になっていくわけでありますが。こういう経済発展過程で起こって
くる、地域の自然・生態系の破壊から、人間の生活環境の侵害に至るまで、こ
の全体像が環境問題でありますし、公害と環境の質の悪化・アメニティーの悪
化というのは、連続しているというふうに考えていただきたいと思います。
　それで、これは主要諸国がいつから対策を取るようになったかというのを表
１にしたのですが、これを見ると分かりますように、実は公害問題・環境問題
の対策というのは最近なのです。1960年代の終わりになって、初めて欧米先
進国も日本も環境関係の行政官庁をつくり、制度をつくり、法をつくったので
す。大学に環境関係の学部はありませんでした。

図1　環境問題の全体像

表1　主要国の国家環境法制定年（1966–1985年）
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公害研究のはじまり

　環境研究をする者というのは、まず非常に少なかったわけで、私どもが
1963年に都留重人さんを委員長にしまして、７人で公害研究委員会をつくっ
た、日本最初の公害研究のグループなのですが、当時興味を持っている経済学
者は３人しかいませんでした。今は、環境経済政策学会というのは、1400人
います。３人から1400人になったのですから、非常に短い期間に公害問題が
深刻になって、その研究が進んだといえるでしょう。
　日本人はこんな新しい問題が起こったときに、ヨーロッパやアメリカで何を
しているだろうかとまず調べます。アメリカやヨーロッパはどういう法律や制
度・行政官庁を持っているか、研究はどうかとこうなるのですが、当時欧米に
も参考になる例は少なかったのです。
　それで、どうしてもその現場に行って調査をし、それからそれまでの研究の
中から使えるものを使いながら、公害論とか環境論というのはつくられていっ
たというふうに言ってよいのではないかと思います。
　公害研究の始まりが1960年代の前半なのですけれども、このころは経済学
の中で言いますと、公害というのは社会的費用で、これは外部性の問題だとし
て、市場経済制度の中には入ってこないのですね。
　四日市公害の研究が私の始まりになるのです。私は1962年に初めて四日市
へ調査に行ったのですが、800人近い人が、四日市喘息で苦しんでいました。
子どもや老人が多いのですけれども、その人たちのそういう苦しみというの
は、全然経済的には評価されないのです。むしろ病気が増えると医療とか医薬
品の所得が上がるのです。だけど、その人たちの苦しみを解決するために、こ
ういう事業を差し止め、被害者を救済するための市場制度からのうごきも行政
の対策もないのです。
　四日市の第２コンビナートは、白砂青松のすてきな砂浜を埋め立ててできあ
がったのですけれども、昔の白砂青松の海岸の価値というのは、国富の上では
当時は０としか評価しない。そこを埋め立てて工場用地ができて、工場ができ
ますと、国富は数百億円増えるのです。公害や環境によって明らかに社会的に
マイナスが起こっていても、当時の経済学はそれを評価しないどころか、逆
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に破壊すればするほど、開発が進めば進むほど、プラスになる。国富が増え、
GNPが増えるという認識をしていたわけです。
　だから、公害は止まらないわけです。企業にとってみれば、公害が発生して
いても痛くも痒くもない。国にとってみれば、公害によって GNPが減るとい
うことではないという形で、この時期、開発は進んでいた。私はこの矛盾に気
がついて、公害や環境破壊を評価できなければ社会科学とは言えない、福祉を
進めるための経済学とは言えないのではないかと。どうやってそういう社会的
費用をコストとして評価するか。あるいは後から言いますが、コストとしても
評価できないほど大きな損害が生まれているのだから、それをどうやって防止
するかということを考えようとしたわけです。
　なかなか最初はうまくいかなかったのですけれども、ここに書きましたよう
に、私の「しのびよる公害」（『世界』1962年12月号）が出たのですが、これ
が日本で最初の、社会科学者が戦後の公害問題を分析したものだと言われてい
て、それがきっかけになって都留先生と一緒に公害研究委員会をつくることに
なったわけです。

１．「公害先進国」

（1）公害の状況

大都市の状況

　ここには、もう全く公害という言葉すら知らない方もいらっしゃるのではな
いかと思いますから、当時のことを少しお話させていただきますが、この当時
1954年から1974年にかけて、日本は GNP年率10％で経済成長をしていまし
た。当時は世界の奇跡と言われているぐらい、急進的な成長をしたわけであり
ますけれども、同時に深刻な環境汚染が発生していました（図2-1）。
　これはスモッグと言いまして、２キロ先が見えなくなる濃煙霧の状態を示し
たものでありまして、特に産業の集中していた大阪では1960年、ちょうど高
度成長の出発点といったらいい年に年165日もスモッグだったのです。今の中
国より酷い状態です。

図2-1大阪・東京の
濃煙霧日数累年変化
（1946-1964年）
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　その当時の大阪へ行きますと、昼の３時頃からもう真っ暗になりまして、真
昼ですよ。スポットライトを点けないと、自動車は進めないという状態であり
ました。そのままいけば、大阪の市民は全員病気になっていても不思議でない
ほど、汚していたわけです。東京もスモッグが年50日以上数える酷い状態だっ
たわけであります。
　それで、川はどうだったかと言いますと、これは大阪の一番中心部、ちょう
ど中之島公園の周辺の川の状況なのですが、BODが50ppm。これは生物酸素
要求量といって、川の汚れを調べるための一番基本的な指標なのです。これが
２ppmでないと用水として使えない、５ppmでないと生活環境としても使え
ないというのが、基準なのですね。ところが、２ppmどころではない、50ppm

なのです。この状態になりますと、臭くて、川というよりもどぶという状態で
ありました（図2-2）。
　名古屋の河川の状態も同じようだったのです。東京はもちろん同じで、隅田
川も全く魚も獲れない状態で、酷い悪臭でした。
　そして、当時工場は地下水や地下ガスを汲み上げていました。日本は他の国
と違って、臨海部に工場や発電所があります。そこで地下ガスや地下水を汲み
上げて利用しています。これには全然規制がかかっていませんでした。そうし

写真 四日市コンビナートを入れる

図2-2大阪市内主要河川 BOD経年変化を入れる
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図2-1　大阪・東京の濃煙霧日数累年変化（1946–1964年）
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ますとこの図2-3にあるように、地盤沈下が起きてしまった。これは大阪の西
部の臨海工業地帯なのですが、２ｍぐらい地盤が沈下しているのです。 図2-3大阪市内地盤沈下および地下水位の経年変化を入れる
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　その当時大阪に調査に行って驚いたのですが、海の向こうに煙突の先が見え
るのです。昔工場だったところが、海の底に沈んでしまったので、煙突だけが
残ってその海の中に見えるような状況ぐらい沈下したのです。東京も酷かった
し、名古屋も酷かったのです。とにかく大都市の臨海部は、地盤沈下で非常に
危険な状態になっていました。
　台風が来ると、深刻な災害になるわけです。つまり自然災害と地盤沈下の公
害とが、重なるわけです。そして臨海部に深刻な被害が発生する。これが伊勢
湾台風の経験です。伊勢湾台風の時に０ｍ地帯と言われていた地盤沈下した地
帯に、市営住宅があったり、いろいろな施設があって、そこが伊勢湾台風の最
大の被害を受けたわけであります。

四大公害と救済法

　この時期にはあらゆる公害が発生していたと言ってもいいと思うのです。残
念ながらこの時期には、先ほど言いましたように、まだ規制が全然かかってい
なかったわけでありまして、いわゆる四大公害というものが、この1950年代
から1970年代にかけて発生したわけであります。
　熊本と新潟、二つの水俣病。これは電気化学の工場の有機水銀が海や川に流
れ出しまして、それが魚に蓄積をして、その魚を食べた市民に、脳中枢神経の
障害が起こるという、非常に残酷な病気でありまして、被害者の規模がまだ分
からないのです。少なくとも今できている特別措置法で認定したものを入れて
も数万名の患者が出ている。まだどの程度被害があるかというのは、分かって
いません。
　なぜ分かっていないかというと、この被害地域の住民の全員健康調査を未だ
完全にしたことがないからなのです。疫学調査を完璧にやっておれば、見当が
つくのですけれども、これだけの被害が起こりながら、政府は未だに被害地域
における全員健康調査をやっていないわけです。しかし、半世紀以上経ったと
ころで、これから全員健康調査をやっても、そんなに簡単に分かるわけではな
いが、やるべきでしょう。そういう意味では、これは大変な政府の失敗なので
あります。この問題はまた時間があればお話しますが、未だに解決はしており
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ません。
　政府はこれが最後の政治的解決だと言って、水俣病被害者救済の特別措置法
をつくったのですけれども、この認定業務を去年（2013年）の夏・７月で打
ち切りました。しかし未認定患者がおり、また裁判が起こっていまして、まだ
まだ紛争が続くのであります。
　次にイタイイタイ病は三井金属鉱山の神岡の銅山と製錬所から排出されたカ
ドミウムが、腎臓中毒を起こして、さらにそれが骨軟化症を起こすという病気
でありました。これも後から少し説明いたします。
　それで、被害者は数百人、この間最終の紛争終結が行われました。このイタ
イイタイ病は、日本の公害の中では珍しい例でありますが、裁判が終わった
後、被害者とそれを支援する団体が、四十数年にわたって公害の発生源を調べ
て、そして、企業と交渉して、その公害発生源を改造させていって、ほぼ完璧
な形で公害を絶滅するという成果を成し遂げた。他のところはそんなことは
やっていないです。
　そういう意味では、四日市などは見習わなければいけないのですが、公害を
なくし、被害の補償を完全に行うという日本の公害史上、初めての例なので
す。この間、企業と住民の組織が、最終の解決の協定を結びましたが、そうい
う意味ではこの問題は、ほぼ終わったわけでありますけれども。しかし被害は
非常に大きくて、カドミウムによる汚染農地は7,575haありまして、これを浄
化したわけです。
　それから、次はこの地域にあります四日市喘息であります。この四日市喘息
は、皆さんご承知のように、四日市のコンビナートの汚染であります。こうい
う、企業が共同で汚染をして、しかも非常に大量の被害者が出て、それで、ど
う救済するかという問題は初めてのケースであります。、従来ならばある企業
が出した有害物質がＡという人にどのように到達して、そのＡという人の病気
の原因の何％までになったかを証明しないと、裁判では勝てなかったわけで
す。つまりそういう個別因果関係の証明と言ったらよいのか、あるいは病理学
的証明と言ったらよいのか、そういうことまでしないと、裁判では勝てなかっ
たのです。しかしそれは不可能なことです。そこで共同不法行為といって、そ
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の一つ一つの企業がどれだけの汚染物で、個々の被害者に影響を与えたかとい
うことを証明しなくても、その企業が共同で汚染物を出していて、それが被害
地域に届いて、それでそこの汚染物の量が増え、それに比例して罹患率が増え
てくるということを証明すれば、それで被害の責任はコンビナートにあると判
断してよいという判決が出た。この疫学という手法を使って、被害者はこの裁
判に勝ったのです。
　これはほかの国には例のないことでありまして、まさに日本の法学者や裁判
官が、非常に独創的に判断して決定した画期的な業績です。以後この疫学を
使って公害の救済をするということが、進むようになったわけです。
　この四日市の裁判の勝訴のために、とにかく亜硫酸ガスをある一定の量出し
ていて、それがある地域の大気汚染患者を出しておれば、公害だと認めること
が、この四日市裁判で決まったわけです。今まではそういうことはなかったわ
けです。何をもって公害かという決め手がなかったのですが、四日市公害裁判
のおかげで、疫学をもって公害と認定するということができるようになり、ど
うやったら被害者を救済できるかということになった。たくさんの裁判がこの
四日市に続けということで起こり始めたわけですが、企業は恐怖に包まれた。
それから政府も、このままではもう大変なことになるということで、遂に公害
健康被害補償法という、これは世界で初めてなのですが、労働災害と並んで公
害という産業災害を、行政でもって救済する制度を作った。救済のしかたは民
事賠償でするという、画期的な法律をつくったのです。
　これで最高時、全国で約10万人の人が救済をされました。そして、当然で
すがそういう救済が行われるようになりましたから、大気汚染の裁判は中断し
ました。当時、これは経団連としても希望していたのです。企業は、裁判のた
びに世論から吊し上げられて、企業は悪だというふうに言われるようになって
いたものですから、これはこのままでは大変だというので、こういう行政的な
救済法をつくるように希望したのです。これは非常に大胆な法律だったのです
が、企業にとっては財政負担が大きかったので、不況を機会にいろいろ問題が
出てまいりまして、1988年に、今度は逆に企業の圧力で、止めてしまうとい
うことになったのです。
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（2）公害の構造的原因

　それで、この時期はこういう四大公害裁判だけではなく、大都市圏が深刻な
公害問題になっておりました。当時欧米の研究者は、日本は近代化に伴うあら
ゆる公害を実験していると、日本は公害先進国だという、大変何か皮肉な命名
をしました。日本の公害は、水俣病のように企業の犯罪に近い行為によって生
まれたものもありますが、政治経済社会のシステムから生まれたものです。ま
ず第１に資本蓄積の際にコスト節約で安全の対策を取りませんでした。第２は
高度成長のために汚染源単位の高い重化学工業と石油と原子力依存のエネル
ギー構造を取りました。第３に鉄道から社会的費用の大きな自動車中心の交通
体系に替えました。第４は集積利益を上げるために大都市に経済を集中化した
結果、集積の不利益としての公害が多発する地域構造になりました。第５は伝
統的な節約を美徳とする生活様式から大量消費・廃棄の都市生活様式を普及し
ました。
　このように民間経済が資源浪費・公害多発型の経済を進め、深刻な人権侵害
としての公害が多発している時にそれを規制すべき公共部門は政官財（一部学
界）癒着の構造で、中央政府・地方団体は高度成長政策を進め、規制の法律を
持たず、公害を野放しにしていました。
　一つエピソードをお話しいたしますと、1963年に名古屋市は、大気汚染が
かなり深刻になっていました。1963年に、私は学生を連れて名古屋市の調査
をしていまして、名古屋市役所へ行きまして、どういう対策をとっているのだ
ろうかと調査に行ってみたのですが、公害課はないのです。
　それで、公害課はどこにあるのだといって捜していたら、防疫課というとこ
ろに公害係というのがあるのです。防疫課という、伝染病の対策をとるところ
に公害係というのができていたのです。その年にできたのです。
　それで公害係に行きましたら、公害係長というのが名古屋大学の文学部美学
の出身なのです。今ならよいのです。今なら美学の人がその環境の部長とか課
長になるなんて、大変素敵なことです。しかし公害紛争の真っ只中です。彼は
困っていまして、美学出身ですから、公衆衛生の専門家ではない。大気汚染対
策をどうしたらよいのでしょうか、と聞かれるのです。
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　係員は２人しかいなくて、名古屋市全域を対象としなければならない。絶望
的な状況でした。それが当時の日本の大都市の公害対策の実情だったわけです
から、どうやって防げたのかというのが不思議なぐらい、防ぎようがなかった
わけです。
　それが当時の状況で、しかも公害対策というのは、全体の都市政策と関連す
るのです。集団住宅・公園・上下水道などの生活環境の設備の整備も遅れてい
る。そういうことがあいまって、大都市の公害問題が、大変深刻だったわけで
す。一体そういう公害先進国と言われ、全く絶望的な状態をどうやって解決を
していったかと言いますと、私は二つ解決の道があったと思っております。

２．公害問題解決の２つの道

（1）市民運動と自治体の革新

公害反対運動

　一つは地方団体を変えたということです。それを推進する原動力は、住民運
動にあったわけでありまして、公害反対の世論と運動というのが1962～３年
ころから起こり始めるわけですが、この場合、戦前と比べて違いますのは、戦
前も足尾鉱毒事件というのがあり、他にも日立・四阪島等公害事件はあるので
すが、そのときの被害というのは主として、鉱工業の産業活動によって、農
業・林業と漁業に被害が出るのです。だから、農林業者と漁業者の財産上の被
害・経済上の被害で反対に立ち上がるのです。つまり農民運動・漁民運動の経
済的補償を求めるものとして公害反対運動が起こっていたのですが、戦後はそ
うではないのです。
　財産が侵されるとか、経済的な損害ではないのです。健康あるいは生活環
境、景観が侵されるという、そういう人権、このごろ人格権ということがあり
ますが、人間としての基本的な人権が侵される、あるいは人格権が侵される、
そういう問題なのです。そういう問題として、住民運動が起こったわけです。
　戦後の公害も農林・漁業の被害を伴いますが、生命・健康・生活環境という
独自の被害が焦点であり、財産が侵されることではないのです。したがって運
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動をやって勝っても、補償金がくるわけでもなければ、何か経済的プラスが起
こるわけではない、その地域が公害源から守られるということなのです。コ
ミュニティーを美しく保とうということから住民運動が起こったというのは、
これは戦後の非常に大きな特徴ではないかというふうに思うのです。
　特に有名なのが、三島・沼津・清水、２市１町の静岡県の住民運動でありま
した。これは１年近く続きました。私もちょうど『恐るべき公害』（1964年）
を出版した直後でしたので、それが住民のテキストになったりしたものですか
らこの運動に参加したのです。ついこの間も闘争勝利50年を祝賀する集会が
三島・沼津であって、いまだにその成果を讃える住民がたくさん集まったのに
は感激しました。この『四日市の二の舞をするな・No More Yokkaichi』の住民
運動が初めて政府の地域開発を差し止めたわけです。
　それまでは、どこの自治体も工場を誘致して、四日市みたいなコンビナート
を造って、地域開発をしたいという誘致運動をする自治体が多かったのです
が、ここは、四日市の公害が発生したのを見て、この美しい富士山麓の生活環
境のよい場所にコンビナートを誘致すると、公害が起こるのではないかという
ことを懸念して運動が始まりました。
　ここには国立遺伝研究所というのがあります。これは世界的な立派な研究所
だったのですが、文部省の管轄にあるので、だいぶ国から圧力がきたのですけ
れども、木原均所長は公害が発生すれば、遺伝研究所の存立も危うくするとし
て住民運動に協力的でした。それでここの松村清二さんという遺伝部長が中心
になりまして、地元に調査団をつくりました。
　幸いなことに、沼津工業高等学校に、非常に優れた専門家の高校の先生がそ
ろっていました。東京工業大学などを出た先生たちが、調査団の主要メンバー
になりまして、日本で初めて、環境の事前影響評価をやったわけです。
　国際的な評価で、ドイツの環境政治学者のヘルムート・ワイトナーさんは
「ドイツは上から環境政策ができたのだけれど、日本は下から環境政策ができ
あがった」と言っています。環境アセスメントという最も基本的な環境政策
を、最初に行ったのも住民なのです。
　この調査団は本当に独創的なことをやりました。お金はあまりないものです
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から、工業高等学校の生徒が、数十日にわたって鯉のぼりを揚げて、それで気
流の調査をするとか、あるいは、自動車に寒暖計を積んで、逆転層を調べると
かいう、これは科学史に残る業績なのですが、そういうことをやって、公害の
恐れがあるということを、中間報告として発表したのです。
　政府は慌てました。とにかくここは政府にとってみれば開発の重点地域だっ
たので、ここで挫折をすると大変だというので、政府も初めて環境調査を、黒
川調査団という、世界の権威を集めたと言われている環境調査団に委託して三
島・沼津に派遣いたしました。松村調査団のほうは２万円を市長から調査費と
してもらっただけなのですが、政府の黒川調査団は２千万円の予算で、自衛隊
機まで飛ばしまして、気流の調査をやったりしたのです。
　一番重要だったのは、風洞実験で微気象を調べる、今までやりたくてもやれ
なかったことを、お金をかけてやったのです。その結果として、公害の恐れは
ない、企業が自分たちの勧告を守れば、公害の恐れはない、という報告書を出
したのです。
　二つの報告書の結論は、対立したのです。ここから先がすごいのですが、松
村調査団の希望で両方の調査団が、対決したのです。通産省の会場で議論した
結果、政府調査団のほうが負けてしまったのです。政府調査団の報告書には、
たとえば水の問題など全然調べていないのに、公害の恐れがないと書いてある
のだけれど、実際は調べてみると、水の汚染の問題があった。富士山の貰い水
の柿田川のすばらしい水が汚れてしまうということを、証明するようなもの
だったのです。
　こういう科学論争の問題もあって、住民は最後に大集会をやりまして、結局
賛成の沼津市長や市議会が住民に同意して反対し、ついに静岡県も反対を表明
せざるを得なかった。自治体をねじ伏せてしまったのです。戦後の憲法では地
方自治が保障されているものですから、開発をする場合に県や市町村が反対し
たら、開発ができないのです。
　今の沖縄でもそうです。仲井真前知事が埋め立てに賛成してしまったから進
んでいるのです。今の日本の分権化の中で言えば、自治体がその住民のほうへ
ついたら、開発はできないのです。それを最初に証明したのです。つまり、市
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町村長、それから市議会を、住民の側につけてしまったのです。これが最初の
市民運動の勝利です。
　今まで市民運動によって、政府や企業の政策が挫折するということは、あり
得なかったのです。特に高度成長の波の中では、企業と政府は政官財複合体と
言われていたのですが、その力が強くて、市民参加どころか、政策批判を言え
るようになっていなかったのが、ここで最初に市民運動が、資本の論理や政府
の権力に勝った、ということになったのです。
　これが転機になって、三島沼津型市民運動が全国に広がります。しかも、都
市化の中で福祉が遅れていることは、明らかになってきました。保育所がな
い、学校が不足する。そういう大都市化の中での都市問題が噴出して、それが
公害問題と密着して、都市行政の改革運動になり、革新自治体というのが、誕
生することになりました。
　これも話していると長くなりますから、この辺でやめますが、名古屋市にも
本山市政という革新市政が誕生したわけですが、これは日本の歴史の中では珍
しいことなのです。「自民党の独裁」政権があったところで、自治体が、それ
も大都市圏の自治体が、ほとんど全て、知事も市長も革新系になったのです。
　革新と言っても、憲法を暮らしの中に生かそうというのですから、革命的な
ものではありませんけれども、そういう自治体が全国で３分の１、人口では２
分の１を占めたのです。

公害対策をめぐる動き

　この圧力で、政府が公害対策をとらざるを得なくなったわけです。政府は三
島・沼津での敗北以後、これは大変なことになったと。何か法律をつくらなけ
れば、開発は進められないというので、公害対策基本法を、1967年につくり
ます。これは環境法としては世界最初です。ですから欠陥も多かったのです
が、その時期における国民の世論の圧力に従わざるを得ないというところに来
たのだと思うのです。
　しかしこれは、財界がようやく納得したような法律だったものですから、法
の目的に生活環境保全は経済の発展と調和しなければならない、と書いてあっ
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たように、きわめてルーズでした。これを調和論というのですが、実際には経
済優先になるのです。
　そこで東京の美濃部都政が、この調和論を捨て生活環境優先の目的で企業に
は厳しい公害防止条例を制定して、それで政府に挑戦します。これを政府は法
律違反だと言って、東京都に対して地方債を認めないなどの嫌がらせをしま
す。しかし公害はますます深刻になっていきます。それ以後続けてアメリカで
も、国家環境政策法が制定され、世界中で環境政策についての動きが出てきま
す。東京都の厳しい条例を、政府がいかに法律違反だと言っても、世論は経済
成長よりも公害防止をすべきだと東京都のほうを支持します。研究者特に行政
法学者も、東京都の条例は法律違反ではないと、発言をします。結局、政府は
調和論を捨てざるを得なくなり、1970年末に公害国会を開きます。こんな名
前の付いた国会は、ありません。政府自身も、もう二度と公害国会などという
名前をつける国会をやるようでは、自民党もおしまいだ、と言っていたのです
が、公害国会というのを開いて、環境14法をつくりました。これは、世界で
も最高水準にある環境法体系というのを、この時期につくったわけでありま
す。そして翌年、環境庁ができあがりました。
　初期は環境庁はよかったのです。初期の３人ぐらいの環境庁長官は、熱心で
した。私もその頃の長官とはテレビで対談したりしていますが、三木さんにし
ても大石さんにしても、「環境庁は弱いから、住民運動の力がなければ、環境
政策は前進しません」とはっきり言っていたくらい、初期はよかったのです。

（2）公害裁判による被害者救済

　ところで、今述べてきたのは大都市圏なのです。大都市や都市型のところで
は、地方自治というものを利用して、自分たちの要求を通すことができるので
すが、企業が強いところはそうはいかない。行政が全く企業と一緒になってい
て、住民のほうを向かないところでは、公害が発生していても、被害者は孤立
している。それで水俣や四日市のような「企業城下町」では他の地域の援助を
得て、四大公害裁判というのが起こったわけです。
　四大公害裁判は、勝てるとはなかなか最初思いませんでした。企業の力が強
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く被害者が差別されているようなところですから、原告のなり手がなかなか出
てこない。当時の住民は裁判というとテレビの大岡裁判のお白洲に出るような
気分なのです。原告になるというのは、非常な決意がいるのです。ですからイ
タイイタイ病の患者の原告団長小松義久さんは、裁判するときには「私は戸籍
をかけます」と言ったのです。つまり、自分が日本国民として否定されるよう
なことがあってもやらざるを得ないのだと、私は戸籍をかけてやります。それ
から熊本の水俣病の原告団長渡辺栄蔵も「これから私たちは、国家権力と戦い
ます」と言うのです。非常な決意でなければ、実は裁判を起こせなかったので
す。
　先ほど言いましたように、疫学が採用されたというのは、決定的なことであ
りました。それから共同不法行為が認められた。しかも、立地の過失という、
過失論ではこれは私の意見が通ったのですが、立地の過失が認められた。それ
で企業が公害関係法を守っていても、被害が発生している場合には、企業の責
任は認めなければならないという人権を守る判決が続き、この四大公害裁判は
すべて原告の完全勝訴に終わった。
　その後は、大阪空港、阪神高速道路、そして名古屋新幹線という公共事業公
害裁判が始まったわけです。これは国のやることだから公共性があるので、住
民は我慢しなければならない、住民が受けている被害は受忍限度内だ、という
のが国の乱暴な論理です。この間から新幹線の偉業をたたえる新聞が出ている
のですが、一言も公害について書いていません。市民の生活の視点を忘れ、新
聞もひどい水準になったものだ、と思うのです。
　公共事業の公害裁判が、四大公害裁判の後に起こるわけです。これなど、今
からだとおそらく皆さん信じられないと思いますが、裁判が起こるまで、空
港、道路、新幹線の騒音の規制基準はなかったのです。事業をするにあたって
の騒音や振動の基準をつくっていないのです。一般的な都市の基準はありま
す。しかしこの裁判が起こっている肝心の事業についての基準は、何もないの
です。
　裁判になったものだから、慌てて環境庁はつくるのです。だから裁判がな
かったら、結局規制基準というのは、つくらないまま押し通したに違いないの
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です。公共性のある事業の公害は我慢しろというのです。
　しかし、新幹線の近くにおられた方はお分かりだと思いますけれども、ひど
い騒音と振動だったのです。新幹線の線路のすぐ下に住宅があるような、そう
いうつくり方をしたのですから。なるほど列車の安全は考えたけれども、住民
の安全は考えないで突っ走ったのが、この高度成長時代の公共事業なのです。
住民は夜も眠られない、そういう状況におかれるようなことを、是認するとい
うことだったわけです。
　こういう状態の中で、先ほど言ったような公害健康被害補償法というのがで
きました。これは世界で初めて、民事裁判でなければ賠償が決まらないもの
を、そういうものに準じて行政的に救済するという制度ができて、それで日本
の公害問題というのは、解決へ向かって歩き始めたわけです。

３．公害の社会的特徴

生物的・社会的弱者の被害

　公害問題は、私は三つの社会的特徴があると思っております。第一は、被害
が生物的な弱者から始まる、ということであります。これは植物でもそうで
す。昔は城下町には樅の木が必ずあって、美しい樅の木が城下町の象徴だった
のですが。樅の木というのは大気汚染に弱いものですから、ほとんど都市では
なくなってしまいました。そういうことで、生物的にも環境汚染に弱いものか
ら死滅していくのです。
　人間の場合には15歳以下の年少者、60歳以上の高齢者、それから病弱者、
環境汚染になりますと、これらに被害が集中していきます。先ほど言いまし
た、10万人を救済した公害健康被害補償法で見ますと、15歳以下の年少者と
60歳以上の高齢者を合わせて、62.4％を占めます。ですから、年少者と高齢者
が集中して、この大気汚染の被害に遭っているということが分かります。
　この人たちは経済活動に従事しないので、どうしても被害は無視されがちに
なっていたわけです。ですから、年少者・高齢者がいかに苦しんでいても、な
かなか対策は起こらなかったのです。
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　第二は、社会的な弱者に集中します。被害者の居住地を調べますと、大体住
工混同地域、あるいは高速道路や新幹線の周辺という、そういう環境の悪いと
ころに住んでいます。しかしまわりは下町で、コミュニティーがあって生活の
しやすい、そういうところに住む低所得者、低級の中産階級の住民が被害者で
す。
　これは日本だけではなくて、アメリカやイギリスの環境の調査でも、そうい
うことは言えます。アメリカの場合には、いわゆる少数民族に大気汚染患者が
多い。それから低学歴の人たちに多いという、そういう結果が出ています。
　結局、低所得者、低級の中産階級というのは、良好な環境を選択する自由が
少ないわけでありますし、また栄養の悪いものを食べていますし、病気になっ
ても医療を受ける経済的な余裕がないということで、それでどうしても社会的
弱者に被害が集中します。そういう意味では、経済学の上で言いますと、これ
は分配の問題が関係するのです。
　こういう二つの理由から、個人的に問題を解決しろというとこれは無理なわ
けで、従って社会的な救済が必要だということが言えます。

絶対的不可逆的な被害

　大変重要なのは第三の特徴なのですが、公害の被害の中には、絶対的不可逆
的な被害が入っている、ということです。つまり、健康上の被害、さらに死亡
というものは、これは補償金をもらっても治らないわけです。だから事後的に
経済的な補償をしてもだめなわけです。
　経済学には、こういう問題に関する補償の原理というのがありまして、補償
の原理を使えばいいではないかというのが、今までの市場経済学の論理だった
のですが、補償の原理が適合しないのは、この公害問題の特徴なのです。
　人間の健康だけではなく、再生不能な自然破壊があります。埋め立ててしま
いますと、元の海岸へ戻せないことはないけれども、まず不可能でしょう。あ
るいは原生林を破壊してしまいますと、これは元に戻すということはできな
い。あるいは歴史的な景観や文化財の破壊という問題も、これも元へ戻せない。
　こういう意味では、公害の問題の対策で最も重要な対策は、事前評価なので
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す、予防対策なのです。予防こそ最も重要な原理なのですけれども、今までの
政策科学では難しいのです。今までは、政策というのは、政策を発動する場合
には費用便益分析をやるのです。こういう政策を行う場合に、どのぐらいお金
がかかるか、しかし、それによってどのぐらいの効果があるか、費用よりも効
果が多い場合に、公共政策というのは行いなさい。というのが従来のやり方で
す。日本は、これもやっていなかったので、いろいろ問題が出てきたのです
が、最近は裁判所でも、判定をする場合に比較衡量を行っています。しかし費
用便益分析をやってはいけない場合があるのです。それは、絶対的不可逆的
な、つまり元に戻らない損失がある場合には、費用便益分析はやってはいけな
いのです。
　このことは、1992年のリオ会議（国連環境開発会議）で初めて決まったの
です。それまでは、どうしても費用便益分析というのが一般的な原理として言
われていたのですが、リオ会議で、予防の原則で、不可逆的な被害が予測され
る場合には、仮に100％科学的な証明がなくても、その行為を停止あるいはや
り方を変えなければならない、そういう原則が出てきたわけです。
　ですから、今公害論や環境論の中の一番重要な原理は、予防の原則なので
す。ただし、予防の原則をどういうふうに具体化するかという点では、いろい
ろな問題があるのです。国際的な条約、あるいは日本の法律などでも、結局具
体的になってくると、なかなかまとまらない。予防の原則が貫徹しているわけ
ではないのですが、これが今最大の問題だと思います。

４．公害対策の成果

企業の公害防止投資

　なぜこういう公害対策が前進したかということです。これは説明すると長く
なりますが、簡単に大事なことだけ申しておきますと、公害対策の成果として
言えることを、少し示します（図3）。
　右の図（二酸化硫黄）は、亜硫酸ガスの変化です。ほぼ1976年で、亜硫酸
ガスは環境基準を達成しました。これ以降、まだ亜硫酸ガスは出てはいますけ

図3　大気汚染の推移
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れども、健康に直接害があるというものではありません。
　それに対して、二酸化窒素のほうは、自動車が増えていくものですから、大
体横ばいでなかなか減りません。これは未だに、全国的に見ると環境基準を達
成できず、大都市では依然として、二酸化窒素はその環境基準を上回っていま
す。またここには示されていませんが浮遊煤塵 SPM（特にがんの原因となる
PM2.5）は大都市の沿道では要注意です。このため依然として、自動車沿線で
はぜんそく患者が出ており、東京では自治体で救済制度が施行されています。
　それから、問題になったカドミウムあるいは水銀というのは、表２のように
ほぼ解決をいたしました。こういうふうになった原因は、当然だと思われたか
も知れませんが、1970年代にはいって大企業は公害防止投資をしたからです。
　それまでは、企業は公害防止投資をしていませんでした。あるいはしても、
効果の薄いものでありまして、それが1970年代から、公害国会以後急激に投
資をするようになりました。それで1975年には、世界最大の、それから比率
の上でも世界最高の公害防止投資をしまして、この時点で、大気汚染を中心と
する過去の産業公害については、解決の道を歩んでいます。

表2　有害物質による汚染状況（1970-83年）

	  

	  

SO2

	  

NO2

図3　大気汚染の推移
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　ところでこの公害防止の投資の図（図4）を見たら分かりますように、1977

年以降激減していくわけです。これはなぜかというと、不況が始まったからで
す。不況と同時に、産業構造を変えていくわけです。石油ショック以後、石油

表2　有害物質による汚染状況（1970–83年）	  
	 1970 	 1974 	 1983 	 

	 2.80	 0.37	 0.10	 

	 1.50	 0.06	 0.03	 

	 0.20	 0.00	 0.00	 

	 2.70	 0.37	 0.03	 

6 	 0.80	 0.03	 0.01	 

	 1.00	 0.27	 0.05	 

	 1.00	 0.01b	 0.00	 

	 0.00	 0.00	 0.00	 

PCB	 	  	 0.38c	 0.00	 

	 1.40	 0.20	 0.04	 

	  
民間産業公害防止投資の推移（1970-2006年度）
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をたくさん使うような産業を、続けるわけにいかなくなってきたわけです。そ
こでぐっと減っていくわけです。
　ですから、大企業の公害防止投資だけで問題が片付いたわけではないので、
その原因を図５にしてみますと、こういう形になります。つまり、一番下の排
煙脱硫による削減分とか、燃料転換による削減分というのは、企業の直接の公
害対策によるものなのです。あとは、これは産業構造の転換です。
　高度成長時代は、石油が１バレル２ドルだったのです。湯水のごとく使うと
言われました。石油が工業用水より安い時期があったのです。だからでたらめ
に使って、しかもそれは質の悪い中近東の石油だったものですから、亜硫酸ガ
スが出たのです。
　それが一挙に不況になりまして、値段が上がりまして、40ドルまでいった
のです。今100ドルとか80ドルでしょう？　ですから、いかにかつて石油エネ
ルギーの値段が安かったか、それが高度成長の原因の一つだったことが解ると
思います。この時期に一挙に20倍とか30倍となったものですから、そこで技
術の開発、あるいは産業構造の転換を起こさざるを得ない、ということになっ
たわけです。

図4民間大企業公害防止投資の推移を入れる

図5二酸化硫黄排出量削減の要因を入れる
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自治体の改革

　それから環境政策として効果があったのが、自治体の改革であります。これ
は予算の上でもはっきり現れていまして、先ほど名古屋の例を挙げましたけれ
ども、1961年度の環境部門の職員が、全国でわずかに300人しかいなかったわ
けです。予算も140億円（下水道予算を除くと2億円）です。
　ところが1974年度になりますと、総ての都道府県と346の市町村に、公害防
止条例が制定されまして、公害担当組織や研究所がつくられて、担当職員が実
に12,317人、41倍になっているわけです。予算も68倍、これは日本の地方財
政史の上で、かつてない出来事でありまして、つまりいかに当時、公害反対・
環境保全の世論が強くて、自治体の行政を変えざるを得なかったかということ
が、ここに象徴されているように思います（表３）。
　残念なことに、このあとその公害対策が、後退をしていくのですが、それは
不況と新自由主義の政策のためでありまして、これは時間があったら、また後
で質問のときにお答えすることにして、次へいきたいと思います。

５．公害問題と女性

　実は先ほど代表理事より、女性問題について、女性の役割と展望について述
べてほしい、という話がありましたので、これは前から考えていたのですけれ
ども、ちょっと整理をしてみまして、ここに少しお話ししてみたいのです。

表3地方団体の公害・環境担当の組織・予算の推移を入れる

表3　地方団体の公害・環境担当の組織・予算の推移

1961	 1974	 1986	 1995	 
	 	 	 	 	 	 	 	 

	 14	 16	 47	 765	 47	 562	 47	 845	 

	 300	 5,852	 6,465	 5,865	 4,816	 6,384	 4,534	 
	  ( )	  	 140	 3,501	 6,036	 8,910	 20,800	 14,458	 46,738	 

	  
	 2	 3,838	 8,785	 17,319	 

	 6	 1	 47	 346	 47	 496	 47	 608	 

1961 1974
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被害は女性に重い

　先ほど、被害が生物的弱者に多いと言ったのですが、被害は女性に重いので
す。イタイイタイ病の患者というのは、ほとんど中年の経産婦です。死者の中
に１人か２人男性もいますけれども、まず全員が中年の経産婦、つまりお産を
たくさんされた女性であると言っていいと思います。
　理由は完全にまだ解決されていないのです。私はいろいろ自分では分かって
いたつもりだったのですが、最近文献を見直してみるとなぜ女性に多いかとい
うのが本当のところまだ分からないところがあるのです。腎障害があって骨軟
化症にいくのですけれども、なぜ女性に多いのかということについて、完全に
分かっているわけではないのですが、食物・水を通じてカドミウムが体内に
入ってきて、これが障害を起こすわけです。腎障害を起こすわけです。妊娠し
ている時と授乳の時にカルシウムが子供に取られる、それから女性の場合には
年をとってきて、内分泌の変調が起こります。それから老化、こういう場合に
カルシウムと鉄分が不足する。特に女性の場合、鉄分の不足が男性よりも多
い。そういうようなこともあって、ある時期に大変多量のカルシウムが、その
胎児に取られるわけです。それからその授乳で取られてしまう。そういう時期
にカドミウムの中毒が起こるというのが、大体今のところ漠然とした定説だと
言っていいと思うのです。
　ただ、これだというふうに断定しているわけではないのです。間違いなく中
年の経産婦の女性が、カドミウムの中毒の犠牲者です。
　特に日本の場合は米を食べますので、カドミウムが摂取された。欧米ではこ
ういうカドミウムによる環境災害がないのです。労働災害はあるのです。けれ
ども、ほかの国にあるカドミウムの労働災害というのは、みんな空気汚染なの
です。経口汚染、つまり口から入るというのは、日本の労働災害の、あるいは
この公害の特徴なのです。そういう意味では、米を食べるアジアにカドミウム
中毒が多く発生するのではないかというふうに言われているのです。これは本
当にひどい病気なのです。
　私も患者を見て、本当に衝撃を受けました。くしゃみをしたら、あごの骨が
折れたり、あるいは肋骨にひびが入るほど、骨が弱くなってしまうのです。そ

自治体の改革

　それから環境政策として効果があったのが、自治体の改革であります。これ
は予算の上でもはっきり現れていまして、先ほど名古屋の例を挙げましたけれ
ども、1961年度の環境部門の職員が、全国でわずかに300人しかいなかったわ
けです。予算も140億円（下水道予算を除くと2億円）です。
　ところが1974年度になりますと、総ての都道府県と346の市町村に、公害防
止条例が制定されまして、公害担当組織や研究所がつくられて、担当職員が実
に12,317人、41倍になっているわけです。予算も68倍、これは日本の地方財
政史の上で、かつてない出来事でありまして、つまりいかに当時、公害反対・
環境保全の世論が強くて、自治体の行政を変えざるを得なかったかということ
が、ここに象徴されているように思います（表３）。
　残念なことに、このあとその公害対策が、後退をしていくのですが、それは
不況と新自由主義の政策のためでありまして、これは時間があったら、また後
で質問のときにお答えすることにして、次へいきたいと思います。

５．公害問題と女性

　実は先ほど代表理事より、女性問題について、女性の役割と展望について述
べてほしい、という話がありましたので、これは前から考えていたのですけれ
ども、ちょっと整理をしてみまして、ここに少しお話ししてみたいのです。

表3地方団体の公害・環境担当の組織・予算の推移を入れる
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れで、背が縮んでいくのです。年をとったら我々も縮んでいくのですけれど
も、もっとひどいのです。本当に縮んでしまうのです。それで、ちょうどアヒ
ルが歩くみたいに、歩行にも障害が出てくる。しかも家庭を握っている農村の
主婦ですから、労働も酷いし家事労働も酷いわけです。養育する子どもも多
い。
　この人たちが受けた被害というのは、ちょっと言葉で言い表せない、あるい
はお金ではかれないような深刻なものです。本当に家庭の悲劇になっているの
です。筆舌に尽くせぬ被害が起こっているというふうに、現場に行って状況を
見ると思います。つまり、中年の経産婦が被害者になるということは、それで
そこの家庭、コミュニティーが全く破滅的な状況になる。ということを意味し
ていると思うのです。
　それから水俣病の場合、これは水銀の脳神経障害なのですけれども、これも
本当に初めて分かったケースなのです、胎児性水俣病という患者が出ているの
です。これまでは子どもが胎内に宿った場合に、お母さんの胎盤というのは、
毒物を除去してくれると考えられていたのです。ところが水俣病の場合には、
有機水銀が胎盤で濃縮されてしまうのです。
　ですから、お母さんが測ってみると有機水銀の中毒があまりないのに、子ど
もは深刻な脳神経障害になって現れてくるのです。ですから、よく胎児性水俣
病のお母さんが言うのですけれども「この子どもに私は救われた」と言うので
す。
　それで、原田正純さんという私の友人が、胎児性水俣病というのを徹底追求
したのですが、それまでの常識を破ったのです。つまり胎盤が逆にその毒を濃
縮するという、それがこの胎児性水俣病の問題で、これは母親にとってみれば
大変な苦痛でありまして、結局水俣病患者の家庭の崩壊というのは、本当にそ
ういう意味ではイタイイタイ病の場合と同じような問題があるわけです。
　次に大気汚染の場合です。これは私の仮説で、まだ証明ができていないので
すけれども、大気汚染患者10万人の性別・年齢別で分析をしてみますと、生
産年齢人口、つまり16歳から59歳の生産年齢人口のところは、女性の比率が
うんと高くなるのです。おかしいなと思ったのですが、考えてみるとこういう
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仮説なのです。ここの年齢階層には主婦が多い。男性の場合には通勤するわけ
です。だからある特定の地域が汚染され、あるいはそこの水資源が汚れるとい
う地域的な現象が起こってくると、そこに24時間生活する人が一番犠牲にな
るわけです。
　だから女性に多いというのは、その生産年齢人口のところの女性の稼働率と
いうか、あるいは職業に就いている人の数が、男性より少ないということが、
原因ではないかと思います。
　1988年時点で分析した結果は、そこのところは女性が多い。だけれども、
これも考えてみると、悲劇的なのです。家庭の中のその年齢の主婦が、一番他
の男性よりも大気汚染患者の比率が高くなる。喘息もこれ酷いですから、もう
夜は寝られなくなる。
　それで今も、大気汚染の患者を調べますと、やはり女性が圧倒的に多いので
す。そういう意味では大気汚染の場合も、同じようなことが女性に集中すると
いうことが言えるのではないか。
　それから、道路・空港・新幹線の周辺住民の騒音・振動による生活妨害・健
康障害、これも結局、24時間そこに住んでいる人に、一番被害があるわけで、
その地域から出ていく、通勤したり通学したりする場合には、その被害という
のは夜だけとか、限定されてくるわけです。そういう意味では、今まで公共事
業の被害は、女性に多かったというふうに言えると、私は思っています。

運動の主力は女性

　ところで、公害反対運動の主力、これは女性です。ずっと新聞報道を見てい
まして、間違いなく言えることなのですが、別に統計をとったわけではありま
せんけれども、市民運動の中心は女性ですし、数も圧倒的に女性のほうが多い
と思います。
　これはなぜかと言うと、やはり男性のサラリーマンと労働者の多くが企業主
義でして、公害問題では企業と同じ立場に立つからなのです。
　それから長時間労働のためです。一度彼らの世論調査をやったことがあっ
て、それは私は『経済大国』（小学館『昭和の歴史』第10巻）（1983年）とい
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う本に書いたことがあるのですが、あなたのコミュニティーはどこですかとい
うふうに聞くと、大企業の労働者は「会社」と書くのです。驚きまして、大企
業のサラリーマンのコミュニティーは、会社なのです。
　コミュニティーで公害問題が起こっても、コミュニティーのことが分からな
いわけです。だから、完全にそのコミュニティーあるいは地域から疎外されて
いる。市民運動なんていうのは、回避してしまうわけです。だから圧倒的に、
市民運動は女性が多くなると思うのです。女性の中には、別に主婦だけではあ
りません。女性のほうが、コミュニティーを会社と思っていない人が、多いの
だろうと思いますが。
　それで、私が本当に尊敬していて、一緒にいろいろ勉強させてもらった人た
ちを、少し紹介いたします。水俣病は企業城下町でありましたから、反対する
市民運動が起こったのは驚くべきことなのですが、事件発生以後12年たって、
政府が公害と認めた1968年にようやく結成されるのが、水俣病対策市民会議
です。この年に私も現地に呼ばれて相談にのったのですが、完全に患者が差別
されていました。公式発見から16年、政府が公害と認めたらやっと動き始め
るわけです。
　このとき、その企業城下町の殻を破ったのが、あの日吉フミコさんという、
学校の先生をされていまして、少し市会議員もされた、まあ本当の熱血漢で、
日吉フミコさんの、伝記ではありませんが、あの日吉フミコさんがどんなこと
をしたかという奮闘記みたいなものを、まとめられたものがあります。私も、
最も仲のいいと言ったら語弊がありますが、だいぶお年寄りなのですが、尊敬
する指導者なのです。この人は、渋っている人たちを激励して裁判に持ち込ん
で、それで裁判闘争をずっと支援した、功労者だと思います。こういう人がい
なければ、裁判はできなかったのではないかと思うのですが。
　それから、一緒に当時ごく少数の市民会議の会員として活躍されたのが、有
名な石牟礼道子さんです。この会議は本当に、女性の人たちの手で動いていっ
たというふうに思っています。
　それからあの尼崎の公害裁判、これは公害の原点と言ってもいいような地域
なのですけれども、そういうところでは、公害反対運動というのは起こりにく
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かったのですが、尼崎の公害裁判の原告団の団長が、松光子さんというので
す。この人は粘り強くて、裁判は、勝訴和解と言っているのですが、和解で一
応賠償は確保したのですが、問題は自動車公害対策にありまして、どうやって
自動車を抑制するかということで、運輸省・公団との間で交渉を続けなければ
ならなかったのです。それをずっと47回も交渉したり、あるいは裁判ではだ
めだった場合に、審議会に持ち込んだり。そうして25年間本当に死力を尽く
した人だと思うのです。松さんのような人がいなければ、おそらくこの自動車
公害問題について、そういう運動が続かなかったのではないかというふうに思
うのです。
　それから、アスベストの公害のクボタ・ショックというのがアスベストを顕
在化させたのです。これを告発したのは古川和子さんという人でありまして、
この古川さんの夫は、電力会社の下請けの労働者だったのですが、アスベスト
で59歳で亡くなってしまったのです。同じような被害者がいるけれども、み
んな潜在化して運動が起こらないということで、彼女が「中皮腫アスベスト疾
患患者の家族の会」というのをつくりまして、それで孤立していた被害者の家
族を集めて運動を始めて、その成果が2005年６月、尼崎のクボタの周辺で住
民に被害があるという、いわゆるクボタ・ショックを告発する主力になったわ
けです。未だにこの人は、アスベストの患者が潜在化していくのを掘り起こし
ています。驚くべきことで、たとえば、作家の藤本義一さんです、アスベスト
で死んだのです。井上ひさしと最も仲が良くて衝撃だったと思うのですが、そ
ういうのも結局なぜそうなったかということで、この古川さんなどが非常に活
躍していて、今娘さんと一緒にその原因を明らかにしようとされているのです
けれども、こういうのはとても他の人ではできない仕事をやられているという
ふうに思います。
　環境保全になってくると、これはほとんどの運動の主力は、女性です。ここ
には、有名な「小樽運河を守る会」の会長だった峯山富美さんだけを挙げまし
たけれども、環境について言えば、ほとんど主力になっているのが、今は女性
だというふうに思います。峯山さんがやった仕事は素晴らしいことだったと思
います。市が非常に頑迷だったものですから、全部残せなくて、小樽運河を半
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分だけ残すという、ケチなことになったのですが、それでも歴史的景観保全と
いうものが、その町を再生するのにいかに重要かということを、示した例だと
思います。この人も、元教師でクリスチャンだったのですが、この間亡くなら
れました。
　最後に紹介したいのは、あの滋賀県の石鹸運動です。これは、合成洗剤に
よって琵琶湖が汚れまして、1977年に琵琶湖に赤潮が出たのですが、それか
ら、その合成洗剤をやめて、石鹸を、天ぷら油の余った廃油を石鹸にするとい
うことから始まりました。今それがいわゆる「菜の花エコ運動」と言われてい
るものに発展しています。菜の花を休耕田に植えてそれを食用油にして、そし
てその廃油を、もう一度ディーゼルエンジン油にするという運動をやっていま
す。
これは、サトウキビやトウモロコシによるバイオエナジーと異なって、完全循
環方式なので、全国的に広がり始めていますけれども、私はよい運動ではない
かと思います。この指導者は藤井絢子さんという滋賀県生活環境組合の理事長
です。

公害対策の女性差別

　ところが、これだけ頑張っている女性に対して、公害対策は差別しているわ
けです。被害というのは同じなのです。そして先ほど言ったように、どちらか
と言うと女性の方に被害は重いわけです。けれども、救済になってくると差別
されているわけです（表４）。
　これは先ほど言った世界で最初につくった公害健康被害補償法が示している
基準なのですが、大気汚染患者の障害補償費です。これを年齢別男女別にピッ
クアップしまして見ますと、このように54歳のところでは、男性の半分近い
のです。おかしいでしょう。同じ大気汚染で苦しんでいて、どちらかと言うと
大気汚染で被害が重くなっているのは、女性のほうだと思うのですけれども、
逆にこう差別されているのです。
　これはなぜかというと、ここに書きましたように、逸失利益というのを入れ
てしまうと、こうなるのです。私どもは、この法律ができたときに、法律その

③公害対策の女性差別の図表を入れる
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ものは非常に新しい、よい面もあるのだけれども、この差別はおかしいのでは
ないかと言ってきたのですけれども、ついに最後まで、この法律は、1988年
になくなったのですが、最後まで直さなかったです。
　実に不当なもので、案外これは知られていなくて、あまり騒ぎがなかったの
はどういうことだろうと思うのです。公害論をやっている女性の研究者も多
かったのですけれども、あまり批判しなかった。けれども、本当に全く不合理
な、理屈に合わない差別なのです。これは、歴史の汚点として残しておかなけ
ればいけないと思います。こういう被害者の救済について性的差別をすること
をやってはいけないのです。
　ということで、私は公害問題については、女性の被害が深刻で、それに対し
て公害反対や救済運動について女性の役割が非常に大きかったにも関わらず、
日本の政府・自治体は、残念ながらそれにふさわしい対応をしていない、それ
どころか差別をしたというのが、この歴史の中で言えることだというふうに思
います。

表4　公害対策の女性差別

• 

,

2006 	  

A) B) B/A(%)	  

20~24 184.7 160.8	   87

30~34 263.6 202.3 77

40~44 335.4 213.6 64

50~54 353.1 204.2 58

60~64 252.3 172.0 68	  

・公害の健康被害は男女同じであり、家庭破壊・離婚・等の精神的苦痛を含む被害の総体は女
性の方がおおきい。しかし現行の賠償・保障・見舞金などは、慰謝料だけではなく、逸失利
益を入れているので反対に女性は差別されている。公健法の大気汚染患者の障害補償費最高
額（2006年度、単位月千円）を例に示す。
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６．公害問題の国際化

多国籍企業と公害輸出

　さて次に環境問題が国際化していますので、国内の問題だけではない公害輸
出の問題があります。これについてもたくさんの事例がありますが、私はイン
ドのユニオン・カーバイドによるボパールの公害事件が、最も公害輸出の中で
は大きかった被害ではなかったかと思います。
　これも女性の被害が多くて、被害に遭っても補償などの救済が非常に少ない
ので、女性がボパールからニューデリーまで徒歩で陳情に行くという、大運動
をやったのです。まさに決死的な救済運動というのがあったのですが、それで
も現状を見ますとまだ完全な救済は行われていません。
　それから韓国の温山病、これも深刻な病気でした。これは明らかに日本の韓
国賠償援助によって起こった被害でありまして、これもまだ完全に解明されて
いません。
　それからマレーシアで ARE（三菱化成の子会社）が放射能公害（その後こ
の会社は閉鎖）を起こしていますが、これも日本の公害輸出だと言っていいと
思います。経団連は、このために地球環境憲章というのを出していますけれど
も、私の調べた限り、この地球環境憲章をちゃんと守っている企業というの
は、そうたくさんないと思います。またアメリカの公害輸出が沖縄の米軍基地
の公害問題です。米軍基地の騒音で10市町村約55万人の住民に被害が出てい
ます。裁判も行われ、日本政府が補償金を払っていますが、被害は一向に良く
ならず、沖縄国際大学へのヘリ墜落事件のような事故も後を絶ちません。日本
政府が、沖縄県民の安全を守れない基地を完全な治外法権にしている、国際的
にも最悪の日米地位協定によるものです。

リオ会議と持続可能な発展

それで、今私たちは NGOの間で、このアジアとの間の関係を深めたいと思っ
て活動していますが時間の関係で省略します。一つだけ紹介しておきたいの
は、このリオ会議のリオ宣言というのがありまして、これが今のところ地球環
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境問題の対策の基本的な考え方になっているのですが、その第20原則が女性
原則で、「女性は環境管理と開発において重要な役割を有する、そのため彼女
らの十分な参加は、持続可能な開発のために必須である」と。だから、ナイロ
ビ宣言などを踏まえて、できあがったものだと言っていいと思いますが、しか
し日本ではあまり守られていないのです。
　それから細かいことが、アジェンダ21、これはリオ宣言を具体化するため
の非常に重要なものでありまして、今アジェンダ21を読まなくなっています
が、やはり、これは原則みたいなものですから、読み返してほしいなと思って
おります。その24章が女性のための地球規模の行動について書いてあるとこ
ろであります。
　今のところ日本は、残念ながら自分のところで決めた京都議定書も、離脱を
するという状態でありまして、原発の災害後エネルギー計画が立てられないの
で、国際的な活動では、最も遅れている国になってしまったというふうに思い
ます。

７．公害は終わらない

福島第一原子力発電所事故

　最後にちょっと急いでお話しをするので、後で質問していただければと思い
ますが、今、二つの非常に大きな公害に直面しています。私は、福島第一原子
力発電所の事故は、最悪最大の公害であったと思います。最悪というのはどう
いう意味かと言いますと、日本の公害史上最悪と言われているのは、足尾鉱毒
事件なのです。なぜあれを最悪だと言うかというと、谷中村という一つの自治
体、あの頃は自治体と言いませんが、コミュニティーを潰してしまったので
す。住民が鉱毒事件で離散したわけです。その地域におれなくなって、あるい
は強制的にその村を潰すということのために、足尾の被害者は、北海道や那須
の地域に離散したのです。これが最悪と言われている意味なのです。
　つまり、住民が公害によって、その故郷を離れなければならない、離散しな
ければならない。家族もコミュニティーも崩壊したということのために、足尾
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鉱毒事件は最悪の公害と言われているわけです。単なる農業の被害がひどかっ
たということではないのです。
　その意味では、この福島の場合には足尾鉱毒事件と並ぶ、あるいはそれ以上
にひどい、15万人の人間が公害のために離散しているわけです。帰れるとい
う保証はまだないわけです。そういう意味では、私はこれは最悪の、足尾鉱毒
事件を上回る最悪の公害だというふうに思います。
　そしてこのコミュニティーを喪失したということを、どうやって補償するか
という問題で、裁判で争われていますけれども、おそらくそういうことは不可
能、お金でもっても不可能であって、一体どういうふうにこれから被害者が元
の生活に戻れるか、生活が再建できるのかということは、これは誰もまだ展望
がついていないものだというふうに思うのです。
　それで、おそらく東電は、この被害について第一の責任があります。被害額
は大島堅一によれば、11兆円と言っているのですが、とうてい払えないでしょ
う。それどころか、汚染水の対策だとか廃炉をどうするかということを考えて
いくと、もっと国が前に出ないと、この問題は永久に片付かない問題として、
残っていくのではないかというふうに考えています。
　今の内閣は大変無責任で、この問題を解決する目途が立たないうちに、再稼
動に踏み切る、あるいは輸出までするというのですから、そういうことを発想
するというこの内閣の姿勢というのは、私は全く分からない、本当に人道に反
する内閣だと思いますけれども。
　ドイツが福島の事故を見て原発廃止を決めたのは、将来世代に対する倫理的
責任があるということでした。つまり放射能廃棄物は、処理不能なのです。こ
れは、私は断定してもいいのではないかと思います。いろいろ科学技術が発達
すれば、なんとかなるのではないかというふうに言う人もいますけれども、私
は当面どころか、目途が立たないのではないかというふうに思います。
　そういう意味では、ドイツのように将来世代に後始末を残す倫理的責任を考
えれば、今原発はやめるべきだというふうに思いますし、今チャンスなので
す。原発が動いていないのに、経済が動いているのですから、この時期にこ
そ、その新しいエネルギー計画を立てるべきだというふうに思います。
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　それで、ぜひ読んでいただきたいのが、この福井地裁の『歴史的判決』（2014

年5月21日）でありまして、この判決はもう名文であります。だいたい裁判所
の判決というのは、実に文章がまずいのです、読みにくくて分りにくい。とこ
ろがこれは名文で、人格権というのを法の最高の価値といたしまして、確たる
根拠のない脆弱な安全性に支えられている原発の再開というのは、やめるべき
だという、非常に明快な判決を下しました。
　原発の運動では、私は公害の教訓を生かすべきだと思っています。一つは、
自治体が原発に反対してくれるということが、重要なのです。かつてと同じよ
うに、別に革新までいかなくてもいいから、とにかく原発は危険だからやめた
い、と言ってくれればいいのです。現に新潟の知事が、なかなか「うん」と言
わなければ、動かないのです。つまり、これはもう非常に大きな教訓なので
す、日本の地方自治というのを生かさなければいけないわけです。
　それから函館の市長が、差し止めの裁判を起こしたのです。つまり、自治体
の長が、住民の意見を聞いて原発についてはっきりした意見を持ってくれる
と、止まってしまうのです。あるいは止める可能性というのが、出てくるので
す。だから私は、公害の教訓を生かすべきで、まず自治体を本当にその住民の
福祉のために、健康と福祉のために政策判断してもらうと。
　それからもう一つ、福井判決のように、裁判です。たぶんこの地裁の判決と
いうのは、非常に重みを持ってこれからほかの裁判に続いてくると思います。
今20ぐらいの差し止め裁判が起こっています。私も二つの裁判の原告になっ
ています。そういう意味では、是非皆さんにも参加してもらいたい。

石綿（アスベスト）労災・公害問題

　時間が来ましたので、アスベストについてはお話を詳しくはやめたいと思い
ますが、実はこれは、私は責任を感じています。1977年にニューヨークの財
政調査に行っていたときに、アスベストの被害についてニューヨークで聞いた
のです。けれどもそのときは、ニューヨーク市財政問題の調査の方が重要だっ
たので、調査をしなかったのです。1982年にまた行きましたら、そのときが
ニューヨークでは大混乱で、つまりアスベストを使っていたマンビルという会
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社がアスベストの裁判のために破産する。そういう非常に大きな出来事があっ
て、経済的にこのアスベストの災害がいかに重大かということが分かったので
す。
　そこでアスベストの研究で最も有名なセリコフさんという研究者、ニュー
ヨーク市立大学の環境研究所の所長に会いまして、講義を受けたのです。その
ときにセリコフ教授が「あなた、日本は今世界で最大のアスベストを使ってい
るのだけど、全然日本の被害の報告がない、おかしい」と。「自分はアメリカ
での経験から言えば、日本は毎年2000人から3000人ぐらい、アスベストで死
んでいる」と。「帰ったら調べてくれよ」と言われたので、帰りましてすぐに、
阪大の衛生学の教授に会って、アスベストの被害を知っているかと言ったら、
知っていると言うのです。彼は知っているのだけれども、「なかなかあれは難
しくて、調べているが社会問題になっていない」と言うのです。
　それで私は、『公害研究』に論文（1985年夏号「アスベスト災害は償いうる
か」）を書いて、このままではおそらく日本で「アスベスト災害は償いえない
のでないか」と書いたのですが、行政当局も誰も何も言ってこなかったので
す。
　そのうちに2005年６月、尼崎のクボタで周辺住民の公害が暴露された（p.31

参照）。一挙に、これは世界中にショックを与えたのです。労働災害だけでは
なくて、公害で何百人も死ぬなんていうのは、これはもうイタリアのエタニッ
ト事件に次ぐ世界的大事件なのです。
　そういうことで私はこの問題の追及をしていなかったことで、しまったと思
いまして、実は、労働災害が中心なものだから、逃げていたところもあるので
す。1989年に出した『環境経済学』（岩波書店）などでアメリカの事例を紹介
し警告するなど、論文は書いているのですが、日本ではまだ公害は発生してい
ないと思っていた。ところが、重大な公害が発生していたのです。そういう意
味では、この問題を20年間知りながら明らかにできなかったのはかなり責任
を感じています。
　最近、大阪の泉南地区アスベスト災害について最高裁がやっと国の責任を認
めました。まあこれは非常に画期的なことでありまして、これからようやくア
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スベストの対策が軌道に乗るのではないかというふうに思っています。
　表５にありますように、今中国は全然規制をしていませんので、世界最大の
使用をしています。日本が一番使っていたときの２倍の消費をしていますか
ら、大変なことになるのではないかというふうに思います。いろんな意味で、
日本の経験というものをこれからいかにして世界に伝えるか、あるいはアジア
に伝えて早くアジアの公害問題をなくすかということが、私たちの使命である
のと同時に、今述べましたような新しい公害問題が起こってきますので、それ
をいかに予防する、救済をするかということを、まだまだ皆さん方とともに続
けなければならないのではないかな、と思っています。
　そのためには、この安倍政権が憲法体制を変えてしまうと、さっきから言っ
ている地方自治やあるいは司法の独立のためにある裁判の有効性というのがな
くなってしまいますので、この戦後憲法体制をどう維持するかということが、
実は公害論にとっても結論ではないかと思います。
　どうもご清聴ありがとうございました。

表4各国のアスベスト消費量を入れる

表5　各国のアスベスト消費量
1930 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2007

315 81,288 172,737 150,000 185,748 382,315 515,000 626,000

1,847 23,652 49,792 96,892 118,964 145,030 255,000 302,000

11,193 92,483 319,473 398,877 292,701 85,440 -‐31 58

631 36,664 46,641 76,083 30,124 6,480 1,100

6,433 21,272 58,756 116,652 109,600 176,000 86,500

192,454 643,462 668,129 358,708 32,456 1,134 576 916

23,217 163,019 149,895 93,526 15,731 268 -‐1 187

83,385 152,357 125,549 63,571 -‐374 169

6,942 73,322 132,358 180,529 62,407 40 -‐20 -‐29

38,332 453,384 680,589 1,470,000 2,151,800 449,239 315,000 280,000

136 26,906 37,710 195,202 163,238 172,560 139,000 93,800

388,541 2,178,681 3,543,889 4,728,619 3,963,873 2,035,150 2,260,000 2,080,000

	  
U.S.,	  Geological	  Survey,	  Worldwide	  Asbestos	  Supply	  and	  ConsumpXon	  Trends	  from	  1900	  to	  2003.
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