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工場排水の規制

メチル水銀を含んだチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造工程からの排水は、昭和７年
（1932）から水俣湾（一時水俣川河口）へ排出されました。

●環 境 汚 染 対 策

チッソ水俣工場においては、昭和35年（1960）８
月頃から不完全ながら一応の水銀除去効果があっ
たと考えられている精ドレン循環方式等が採用さ
れ、また、昭和41年（1966）６月には完全循環方式
の完成によりメチル水銀を含む排水は原則として
排出されなくなり、昭和43年（1968）５月にアセト
アルデヒド生産が停止されたことにより発生源は
なくなりました。
経済企画庁は昭和44年（1969）２月、水俣海域を
（旧）水質保全法の指定水域に指定し、水質基準

現在の百間排水口（平成11年）
。ここから

を定め、
（旧）工場排水規制法によるメチル水銀

水俣湾へ工場排水が排出されました。

の規制が開始されました。
昭和45年（1970）12月には新たに水質汚濁防止法
が制定され、水銀等の有害物質について全国一律

表１

水質汚濁防止法に基づく
水銀の排水基準

の排水規制が行なわれるようになりました。

２

魚介類対策

総水銀

0.005 mg/l

アルキル
水銀

検出されないこと
（定量限界0.0005 mg/l）

■漁獲・食用自粛指導と漁獲自主規制
水俣病の原因が追求されているなかで、水俣病の発生が水俣湾産の魚介類を多量に摂取する
ことによって起こることが昭和31年（1956）末頃から分かり始めました。
このため熊本県は、魚介類の食用自粛指導や漁獲自粛指導等を行なう方針で臨むとともに、
その後食品衛生法の適用の検討を始め、昭和32年（1957）７月24日、水俣奇病対策連絡会（会長
＝副知事、衛生、民生、土木、経済の各部、次長及び関係課長で構成）において、食品衛生法
第４条で水俣湾産魚介類の販売目的の採捕禁止を告示する方針を決定し、８月16日厚生省に、
水俣湾産の魚介類に対する食品衛生法適用の可否について照会しました。
９月11日、厚生省から「水俣湾内特定地域の魚介類すべてが有毒化しているという明らかな
根拠が認められないので、水俣湾内特定地域で捕獲された魚介類すべてに対し、食品衛生法を
適用することはできないものと考える」旨回答がありました。
このため熊本県は、食品衛生法を適用することができず、引き続き水俣湾産魚介類の食用自
粛指導を行なうとともに、水俣市漁業協同組合（以下「水俣市漁協」という。
）に対し、湾内
の漁獲自粛を求める行政指導を実施するにとどまりました。
熊本県と水俣市はその後も「危険水域指定、漁獲禁止特別立法」などを、関係省庁に要望や
陳情を繰り返し行いましたが立法化されませんでした。
＜注釈＞
昭和30年代（1955〜1964）の水俣湾や水俣湾周辺では、総水銀が24ppm のクロダイや58ppm の
カマスなどが確認されています。

一方、水俣市漁協は昭和32年（1957）８月から水俣湾内での漁獲を自主規制していましたが、
昭和35年
（1960）７月から地先1,000メートル以内に規制区域を拡大し、市とともに監視船でパ
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トロールするなどして操業をしないよう指導を行いました。
水俣市漁協の漁獲自主規制や、チッソ水俣工場の沈殿池や廃水浄化装置が昭和35年（1960）以
降整備されたことにより、患者の発生は同年を最後として終息したものと考えられていまし
た。
このような状況のなかで水俣市漁協は昭和37年（1962）４月、水俣湾内を除き漁獲自主規制を
解除し、さらに昭和39年（1964）５月には、水俣湾内の漁獲自主規制を全面解除しました。
昭和48年（1973）５月22日、熊大第２次水俣病研究班が「水俣湾とその周辺の魚介類はまだ危
険、多量に摂取すると発病のおそれがある」と発表すると、水俣市漁協は、熊本県の指導で改
めて漁獲自主規制区域を設定し、監視船を出すなどして自主規制を実施しました。

■国による「魚介類の水銀の暫定的規制値」の制定
国は昭和48年（1973）７月23日、社会状況を踏まえ一般消費者の水銀汚染の不安を解消するた
め、総水銀0.4ppm 以下、メチル水銀0.3ppm 以下とする「魚介類の水銀の暫定的規制値」を制
定しました。

■熊本県による仕切網の設置
熊本県は昭和49年（1974）１月、社会不安と魚価
暴落を鎮静化するため、水俣湾内に汚染魚を封じ
込める仕切網を水俣湾口に設置しました。この仕
切網は、平成９年
（1997）10月14日に全面撤去され
るまで23年間設置されました。
恋路島から続く仕切網

■公害防止事業実施期間中の操業の禁止
水俣市漁協は昭和50年（1975）４月１日から平成２年（1990）３月31日までの公害防止事業の実
施期間中、熊本県との漁業補償協定により水俣湾内での操業を禁止しました。

■一般遊魚者への魚釣り自粛呼び掛け
熊本県、水俣市及び水俣市漁協は昭和50
年（1975）９月、水俣湾の仕切網の中には、
国が定めた魚介類の水銀の暫定的規制値を
越えるものも生息していましたので、水俣
湾内での魚釣りなどについて、告知板を立
てて自粛協力の呼び掛けを始めました。
また水俣市は、住民の健康を守る立場か
ら、昭和53年（1978）６月以来、陸上では磯
釣りや貝取りなどをする人達に対し専任指
魚釣り自粛を呼び掛ける告知板

導員による巡回、また昭和56年（1981）10月
からは、湾内の釣り人に対し、漁船による
海上パトロールを実施するなど、魚釣り自
粛の呼び掛け指導を行いました。
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■仕切網設置期間中の魚介類の買上げ
水俣湾内に生息する魚介類について、総合的に検討し、効果的な対策を協議するため、平
成元年
（1989）
１月25日、学識経験者、関係行政機関の職員、県議会の議員、関係住民代表等
23名からなる「熊本県水俣湾魚介類対策委員会」の第１回会議が開催されました。
同委員会では、水俣湾内の魚介類の水銀濃度の調査・分析・分析結果の評価とこれに基づ
く処置や湾内の魚介類対策および仕切網の取り扱いについて協議しました。平成元年度に水
俣湾に生息する全魚介類を調査した結果、湾内に水銀の暫定的規制値を越える16種の魚介類
が確認されたため、仕切網は当分の間残し、水俣湾内の魚介類が市場に流通しないよう防止
を図ることになりました。
平成２年
（1990）
４月１日から平成４年
（1992）
７月５日までの間は、仕切網残置等に伴う水
俣市漁協とチッソとの漁業補償交渉が難航したため、水俣市漁協による湾内での操業は行わ
れませんでした。
平成４年
（1992）
７月６日から平成９年
（1997）
10月15日（仕切網が撤去された翌日）までの
間は、水銀の暫定的規制値を超える魚種の市場への流通を防止するため、平成４年４月15日
に締結された漁業補償協定に基づき、チッソが水俣市漁協組合員により採捕された魚介類を
買い上げる措置が取られました。

■七ツ瀬海域の仕切網の撤去
湾内の魚介類の水銀値は一貫して低下する傾向を見せていたため、熊本県水俣湾魚介類対
策委員会は平成５年
（1993）
３月、水俣市漁協の要望を受けて、仕切網の段階的縮小・撤去を
提言しました。10月、水俣湾と七ツ瀬の両海域を区分する内仕切網を設置しました。平成６
年度に行なわれた熊本県の魚介類調査で、両海域内に生息する魚介類は全て水銀の暫定的規
制値を下回ったことがはじめて確認されました。平成７年
（1995）
２月、同委員会は仕切網の
全面撤去は時期尚早と判断し、一部の仕切網（七ツ瀬海域の外側）撤去を提言しました。４
月、熊本県は七ツ瀬海域の外側の仕切網撤去工事に着手、６月に同仕切網の撤去を終了し、
七ツ瀬海域が開放されました。

■「水俣湾の安全宣言」と水俣湾海域の仕切網の撤去
熊本県は平成９年
（1997）
２月、最後まで残った水俣湾
海域の仕切網の取扱いについて、同海域の魚介類の水銀
値が３年間暫定的規制値を下回っていることが確認でき
れば、平成９年度に仕切網を撤去すること等を盛り込ん
だ「水俣湾の魚介類対策に係る基本方針」を魚介類対策
委員会に報告しました。同委員会はこの基本方針を全会
一致で承認し、解散しました。

仕切網の撤去工事

熊本県は、平成９年度の追跡調査の結果、すべての魚種で水銀値が３年連続して暫定的規
制値を下回ったことを確認し、旧魚介類対策委員会に調査結果の確認を依頼する一方で、沿
岸全漁協や地元関係者等に対する説明会を開催、魚介類の安全性について県民の理解と協力
を得ることに努めました。漁業関係者、地元住民、県民等からは心配や反対する意見は寄せ
られませんでした。
この結果を踏まえて福島熊本県知事は７月29日、水俣湾の魚介類の安全性が将来にわたっ
て確認でき、大方の県民の理解も得られたとして、
「水俣湾の安全宣言」を行ない、23年間
設置してきた仕切網を全面撤去すると発表しました。撤去工事は８月21日から開始され、同
月23日には網部分の撤去、10月14日にはアンカー、音響装置等仕切網に関連する付帯施設を
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含め全ての撤去工事が終了しました。翌15日午後には水俣湾が一般海域として漁場開放され、
水俣市漁協は24年ぶりに市場出荷のための操業を再開しました。

■チッソによる漁業補償
水俣病の原因究明が進み、水俣病が水俣湾内の汚染された魚を食べることによって発病す
ることが分かると、水俣近海で捕れる魚はすっかり売れなくなり、また、市内の鮮魚店でも、
魚の売れ行きが悪くなっていました。
魚の売れ行き不振により経営が悪化した水俣市鮮魚小売商組合（80人余）は昭和34年
（1959）
７月31日、総会を開き「水俣近海で捕れたもの及び市内漁民が捕った魚貝類は一切買
わない」旨決議して水俣市漁協に申し入れ、市などを交えて協議しましたが決着せず、翌８
月１日臨時総会で再度不買決議をした上、３日から実施しました。
一方、この不買決議によって深刻な打撃を受けた水俣市漁協は８月６日、４日開催の臨時
総会、漁民大会の決議に基づき、市鮮魚小売商組合とともに、チッソに対し、①漁業補償、
②ドベ（ヘドロ）の完全除去、③浄化装置の設置などを要求しました。
チッソは「水俣病の原因は未だ未確定である」として、緊急見舞金の支払いを回答しまし
たが、水俣市漁協らの要求と隔たりがあり、交渉は進展しませんでした。８月17日に交渉は
繰り返し行なわれましたが、チッソが示した補償額が低すぎると漁民側が反発、交渉は難航
し、怒った漁民が交渉会場に乱入する騒ぎとなり、翌18日県警機動隊が実力行使し、漁民、
工場側、警官に負傷者が出ました。
（第１次漁民紛争）
。
その後、問題解決のために、水俣市長を委員長とする、あっせん委員会が設置され、同委
員会のあっせんにより、両者は８月29日、漁業補償2,000万円、漁業振興資金1,500万円、年金
200万円、汚悪水浄化装置の設置（昭和35年
（1960）
３月末までに建設完成する。
）などを内容
とする漁業補償契約に調印しました。
10月17日、今度は不知火海沿岸漁民による総決起大会（熊本県漁業協同組合連合会主催）
が開かれ、水俣市漁協などの要求項目のほか患者への見舞金支払いなどを決議し、チッソに
交渉を申し入れましたが、拒否されたため、怒った漁民1,500人が工場に押しかけ、投石する
騒ぎとなり、警官隊が出動しました。
11月２日、不知火海沿岸漁民総決起大会が再び開かれ、市内をデモ行進したあと、チッソ
に操業停止の団体交渉を申し入れましたが、拒否された
ため、怒った漁民が工場内に乱入し、出動した警官隊と
衝突、100人余の負傷者と35人の検挙者が出る大騒動と
なりました（第２次漁民紛争）
。
11月24日、県魚連、チッソ双方の依頼により、不知火
海漁業紛争調停委員会（知事、県議会議長、水俣市長、
町村会長、熊本日日新聞社長）が設置され調停が始まり
ました。
12月17日、両者は、①浄化装置の設置、②損失補償

昭和48年７月水俣市漁協がチッソ
へ漁業補償を要求したが、交渉が決
裂、チッソ工場を陸と海から同時に
封鎖した。

（3,500万円）
、③立上がり資金（6,500万円）などの調停
案を受諾し調印しました。
昭和48年
（1973）
には、いわゆる「第三水俣病騒動」に
よる漁業補償として、チッソから水俣市漁協に４億円、
また不知火海沿岸30漁協に22億8,000万円、その他出水市、
東町、長島町の３漁協に７億2,960万円の補償金が支払わ
れました。

捕獲した魚介類の買い上げ
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その後、公害防止事業が終了した平成元年度
（1989）
以降においても、水俣湾には国の定めた
水銀の暫定的規制値を超える魚介類の生息が確認されたため、仕切網が残されたままとなりま
した。
これを受けて、チッソと水俣市漁協間で協定が結ばれ、①仕切網残置に伴う漁獲量減少等
に対しチッソが漁協へ補償する（平成２年４月から平成９年12月）
、②湾内で捕獲した魚介
類についてはチッソが買い上げる（平成４年７月から平成９年10月）という措置がとられ、
総額約９億円の漁業補償が行われました。

■行政による漁業補助等
熊本県では、漁民救済のため、漁獲不振により収入が減少した世帯には、世帯更生資金貸
付制度による融資や、転職を希望する人たちに対しては、就職のあっせんなどの相談に応じま
した。
昭和33年
（1958）
３月には、国、熊本県は汚染の影響が考えられない海域で、浅海増殖事業
（コンクリートブロック魚礁の設置、わかめ増殖のための投石事業）を実施しました。昭和
33年度
（1958）
には、漁場転換を図るため、茂道沖等に魚礁及び築磯施設を設置しました。昭
和34年度
（1959）
には、熊本県は漁業転換策として近海漁業及び真珠母貝の養殖等を指導奨励
し、補助を行ないました。昭和35年度
（1960）
には、国、熊本県は、水俣市漁協に対して漁業
転換用の漁船購入費の補助を行ないました。昭和48年
（1973）
６月から熊本県は、水俣市漁協
組合員に対する生活資金の融資を行ないました。また水俣市はこれら融資金の利子補給等を
行ないました。
その後、昭和50年
（1975）４月から公害防止事業が終了する平成２年
（1990）３月までの間、
水俣市漁協は危険防止のため操業を禁止し、熊本県は漁協に対し、漁業補償（総額33億1,500
万円）を行いました。

３

環境復元事業

■水俣湾公害防止事業
チッソ水俣工場は、昭和７年
（1932）から約40年にわたって、アセトアルデヒドや塩化ビ
ニールの製造工程で、触媒として水銀を使用してきました。この間、工場排水に混じって水
俣湾に流れ込み堆積した水銀の量は約70 〜 150トンともそれ以上ともいわれ、海底に堆積し
た25ppm 以上の総水銀を含む汚泥は、総量約151万㎡、面積約209万㎡に及び、湾の奥部では
厚さが４ｍに達するところもありました。
また、湾内には、チッソ水俣工場がアセトアルデヒド製造を中止した昭和43年
（1968）
以降
も、国が定める魚介類の水銀の暫定的規制値を超える魚介類が生息していました。
このような状況が続けば、住民に不安を残すのみならず、漁業生産を著しく阻害し、さら
に港湾の維持管理にも支障をきたすことから、早急かつ安全に湾内の汚泥を処理し、環境復
元を図る必要があったため、熊本県は昭和52年
（1977）
10月１日、総水銀25ppm（環境庁が定
めた底質の暫定除去基準により算定された基準）以上の堆積汚泥を処理する、水俣湾公害防
止事業を開始しました。
この事業は、水銀値の高い湾奥部約58万㎡を鋼矢板で仕切り、ここに比較的水銀値の低い
区域約151万㎡に堆積している約78万㎥の汚泥をカッターレスポンプ船で浚渫して埋め立て、
その上をシートとシラスで表面処理した後、山土で覆土し、水銀に汚染された汚泥を封じ込
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めるもので、運輸省第４港湾建設局が高度な技術を要する海上工事を実施し、熊本県が陸上
工事や監視業務を担当しました。
事業を開始して間もない同年12月26日、２次汚染を恐れる一部住民から熊本地方裁判所に
水俣湾等へドロ浚渫工事差止仮処分申請が提出されたため、熊本県は万全を期すため工事を
一時中断しました。昭和55年
（1980）
４月16日、裁判所が安全性が証明されたとして原告の申
請を却下したので、熊本県は６月６日から工事を再開しました。
なお、工事期間中は、２次公害を防止するために厳重な監視計画をたて、水質や魚介類等
の調査を綿密に行なうと共に、学識経験者や地元代表などで構成された熊本県水俣湾等公害
防止事業監視委員会を公開で行い、さらに工事の内容や監視結果については水俣市内３ヶ所
に毎日掲示するなどして市民や県民の理解を得ながら工事を進めました。
浚渫が完了した直後の昭和62年
（1987）
に湾内84地点で実施した確認調査で、浚渫前の昭和
60年
（1985）
に実施した湾内610地点の調査で0.04ppm 〜 553ppm あった底質中の総水銀が、最
高12ppm、最低0.06ppm、平均4.65ppm まで低下したことが確認されました。
約13年の期間と約485億円（原因者チッソ負担305億円余（注）残りを国と熊本県が折
半。
）の費用をかけて行なった水俣湾公害防止事業は、平成２年
（1990）３月に無事完了し、
環境の復元がなりました。
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鋼矢板セル打設による護岸の築造

カッターレスポンプ船による浚渫
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■丸島漁港公害防止事業
丸島漁港にはチッソ水俣工場及び（資）水俣化学工業所の排水に含まれる水銀が流入し、
高濃度の水銀を含む汚泥が堆積していました。
＜注釈＞
（資）水俣化学工業所は、昭和28年（1953）から昭和49年
（1974）
までの21年間、主として全国の
塩化ビニル製造工場から発生した水銀廃触媒（活性炭）を購入し、金属水銀を回収していました。

丸島漁港公害防止事業は、これらの汚泥を除去し環境を復元する目的で、熊本県が事業主
体となって、昭和62年
（1987）
７月に開始、水俣湾の工事と平行して実施されました。
底質の除去基準は、水俣湾と同様25ppm 以上と設定され、湾内の36,550㎡に堆積する11，
880㎥の汚泥が浚渫されました。
汚泥の除去工事は、周辺海域へ汚濁が広がらないように湾口には汚濁防止膜を張り、また、
汚泥の浚渫には汚泥の拡散防止のため水俣湾の工事と同じようにカッターレスポンプ船を使
用して行われました。
除去した汚泥は、密閉式の運搬船で水俣湾埋立地へ運び、埋め立て処理されました。
工事期間中は、監視計画に基づき水質調査が実施され、その結果については熊本県水俣湾
等公害防止事業監視委員会で審議されるなどしましたが、水銀による水質汚染などはみられ
ませんでした。
工事の結果、工事前の昭和60年度
（1985）
に0.04 〜 99.9ppm、平均13.12ppm あった総水銀が、
工事終了後の昭和63年度
（1988）には0.34 〜 13.8ppm、平均6.65ppm となり、除去基準値であ
る総水銀25ppm を下回ったことが確認されました。
総事業費約１億7,100万円余のうち、１億3,900万円余は原因企業のチッソと（資）水俣化学
工業所が負担することになり、残りを国、熊本県が折半しました。
本事業は、２次汚染もなく順調に進み、昭和63年
（1988）
３月に無事完了し、環境の復元が
なりました。

■丸島・百間水路公害防止事業
丸島・百間両水路は、それぞれ水俣湾及び丸島漁港に
流入しており、チッソ水俣工場と（資）水俣化学工業所
（丸島水路へのみ排出）から排水と共に水銀が排出され、
高濃度の水銀を含んだ汚泥が堆積していました。
丸島・百間水路公害防止事業は、この汚泥を処理し環
境復元を図る目的で、水俣市が事業主体となって、昭和
61年
（1986）
10月開始、水俣湾の工事と平行して実施され
ました。

工事が完了した百間水路遊水池
（平成11年時）

底質の除去基準は、水俣湾と同様25ppm 以上と設定され、丸島・枝線水路総延長約1,148
ｍ及び丸島遊水池約15,000㎡に堆積する12,124㎥の汚泥と、百聞水路総延長1,129ｍ及び百聞
遊水池約9,630㎡に堆積する21,645㎥の汚泥合計33,769㎥が除去されました。
汚泥の除去工事は、水路を部分的に締切り、内側の水位を外側の水位よりも低く保ち外部
水域への影響が出ないよう注意して実施されました。
機械などにより掘削された汚泥は、飛散や流出防止のため密閉式ダンプトラックにより水
俣湾埋立地へ運ばれ、処理されました。
工事による環境汚染を防止するため、監視計画をたて、両水路の流末で水質の監視が実施
されました。また、監視結果については、学識経験者などで構成された水俣市丸島・百間水
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路公害防止事業監視委員会に報告、審議されると共に、市民の理解を得るため市役所前や工
事現場に掲示板を設置し公表されました。
この工事の結果、工事前の昭和48年
（1973）
12月〜昭和53年
（1978）２月の調査結果で最低
0.396ppm（乾重量当り）
、最高7,700ppm あった総水銀が、工事終了後に実施した調査で最低
0.10ppm、最高14.7ppm に下がったことが確認されました。
総事業費15億5,400万円余のうち、６億600万円余を原因企業のチッソと償）水俣化学工業
所が負担することになり、残りを国と水俣市が負担しました。
本事業は、昭和63年
（1988）
３月に無事完了し、環境復元がなりました。
現在では、環境と健康をテーマにした公園・緑地として整備された「エコパーク水俣」と
なっています。

４

汚染状況の推移

水俣湾周辺地域では、水質、底質、魚介類、毛髪等の環境汚染調査が実施されました。そ
の結果、水俣市住民の毛髪水銀濃度が昭和44年
（1969）
以降は他の地域と同程度になっている
ことや、出生児の臍帯中水銀濃度は、昭和43年
（1968）以降は非汚染地区の濃度と同程度で
あることなどから、水俣湾周辺地域では、水俣病が発生する可能性のあるレベルのメチル
水銀の曝露が持続して存在していた時期は、昭和43年
（1968）
以前であり、遅くとも昭和44年
（1969）
以降は、存在する状況ではなくなったと考えられています。

図５
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「水俣湾 環境復元事業の概要」熊本県より、一部改変）
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