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1 はじめに 本稿の課題と構成

1990年代以降、環境破壊によって疲弊した地域の再生が、今後確立されるべき環境政策の

新しい領域として注目されている。国内については、大気汚染公害地域を主な対象として研究

が積み重ねられてきた（永井ほか編著，2002；遠藤ほか編著，2008；除本・林編著，2013）。

しかし、戦後の公害の「原点」といわれる水俣病の被害地域については、この観点からの研究

蓄積が乏しい。本稿は、水俣市における「もやい直し」の経緯と現状を明らかにすることで、

その欠落を多少とも埋めようとするものである。

「もやい直し」という表現が初めて公式に用いられたのは、1994年5月1日の第3回水俣病

犠牲者慰霊式における吉井正澄市長（当時）の式辞においてであった。「もやい」という言葉

は、船と船をつなぐという意味（「舫う」）、あるいは人びとが寄り合って共同で事を行ったり、

お金を出し合うという意味（「催合う」）で、市民の間でも日常的に使用されているが、吉井は

この言葉に次のような象徴的な意味を込めた。すなわち、①水俣病事件を契機にバラバラになっ

た市民の心を一つにつなぎとめて、②市民が共同で助け合いながら地域社会を支え、みんなで

「まちづくり」を進めよう、というものである（山田，1999，32頁）。

ところでそもそも、公害被害地域の再生とは何を意味するか。一般に「地域」は、一定の範

域に「自然環境、経済、文化（社会・政治）」という複数の要素が一体のものとして存在する

ことで、人びとの生産・生活の場として機能する（中村，2004，60頁）。いわば諸要素の「束」

である。公害はこれらの地域の諸要素を破壊したのであり、公害被害地域の再生とは、さしあ

たり、破壊された各要素およびそれらの一体性を取り戻すことだと定義しうる。「もやい直し」
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は、これらの諸要素のうち社会関係の側面に着目して、公害被害地域の再生を展望していると

考えられる。

「もやい直し」を提起した吉井は、関連して「回れ右」の思想についても述べている（進藤，

2002，156 159頁）。これは、公害で疲弊した水俣市の逆境を積極的に捉えなおし、再起を

図るという意味合いである。いわば価値転換であろう。しかしこれまで、「もやい直し」と

「回れ右」の思想とがいかなる関係に立つかという点については、あまり論じられてきていな

い。

そこで本稿では、「もやい直し」という言葉を再定義し、その到達点や課題について検討し

たい。本稿の構成は次のとおりである。まず第2節で、水俣病を地域がもつ個性（他に代えが

たい「価値」）と捉え、それを地域づくりの核にすえるという、価値転換および価値共有のプ

ロセスとして「もやい直し」を捉えなおす。それを受け第3、4節では、「もやい直し」の背景

と経緯について述べる。第5節ではまとめの考察として、水俣市の再生に向けた課題について

論じることとしたい。

2「もやい直し」の再定義

2.1 水俣病と地域再生との関係

「もやい直し」とは何か。この言葉が生成してきた背景などについて詳細な考察を行った山

田忠昭は、「もやい直し」の意味を「一般に、水俣病被害者を巻き込んでの水俣再生をめざす

ための活動」「水俣市における市民参加の『まちづくり』の活動や現象を総称するもの」とし

つつも、「具体的にどのような行為を指すかは明確でない」「極めて境界の曖昧な概念」だと述

べている（山田，1999，32頁）。

1994年の水俣病犠牲者慰霊式でこの言葉を用いた吉井自身は、どう定義しているか。「水俣

市の再生振興を図るためには水俣病の発生によって、非難、中傷、反目などなど乱れに乱れて

しまった心の社会の絆を取り戻すことが何よりも急務であり、そのことを『内面社会の再構築』

という言葉で訴えていたが、『もやい直し』という言葉は、それを一言で表現できると考えた」

「公害によって市民の心が、あたかも舟のともづなが麻糸のように乱れて解きようもなくなっ

たように、離反し、反目し、混乱した状態になってしまった市民の心の有り様を一度元に戻し

て結び直そうという意味合いである」（吉井，1997，146147頁）。

吉井は「もやい直し」という言葉を、市職員の吉本哲郎から漁民の言葉として聞いたのだと

いう。その漁民とは、未認定患者運動の中心人物だった緒方正人である（吉本，1995，130

133頁；進藤，2002，142頁；吉井ほか，2007，6頁）。

人びとの間の亀裂が、水俣病事件をめぐって起きているのだから、「もやい直し」は水俣病

を避けて通ることはできない。しかし、市民の心の絆を結びなおす「もやい直し」において水

俣病がどう扱われるかは、必ずしも自明ではない。過去の問題として忘却する、あるいは正面
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から解決に取り組むなど、論理的に考えてもさまざまな可能性がありうる。

この点について、吉井自身はどう語っているのか。吉井は2007年に行われた座談会で、「も

やい直し」には2つの目的があり「内面社会の再構築」はその1つだとして、次のように述べ

る。「『もやい直し』が目的とするのは、そういう社会づくりの基盤、いわゆる精神的な基盤を

作るというのが一つと、水俣病患者を救済するという意味があります。当時は、患者の救済は

金銭的な救済だけが問題にされがちですが、そうではないということを主張しました」「賠償、

金銭的救済はチッソとか国がする責任がありますよね。ところが、精神的救済は、国もチッソ

もできないわけですから、これは隣近所、いわゆる地域社会がやらないといけない。ところが

水俣の場合、全く反対のことをやっていました。救済どころか、さんざん患者をいじめてしまっ

たんですね。それをしっかりとケアして、温かく励まし、慰め、そして協調し、助けの手を差

し伸べていける社会ができて、初めて患者を救済するのだということです」（吉井ほか，2007，

6頁）。

このように、吉井は被害者救済のために「もやい直し」が不可欠だと考えていた1）。「精神

的救済」を考えれば、当然のことである。しかし「水俣市の再生振興」というもう1つの目的

からみて、水俣病がどう位置づけられるのか、依然として明らかでない。

2.2 地域の「絶対的な個性」（かけがえのない価値）としての水俣病

さらに吉井の発言をみよう。「〔地域の〕個性とは、他をもって代えることのできないその地

域における価値です。ほかのことで代替できない価値です。そういう形から水俣の個性を考え

ると、そうたくさんはありません。／水俣にも温泉もあるし、海岸はきれいです。しかし、こ

れは水俣の絶対的な個性ではありません。温泉は他にもいっぱいありますし、水俣よりもきれ

いな海岸線もたくさんあります。絶対的なものではありません。そういう絶対的な個性が水俣

にあるのかというのをだいぶ議論して探してみると、たった一つ、水俣にしかない個性があり

ます。それが公害の原点と言われる水俣病ですね。これは世界にたった一つですから。これこ

そが水俣の個性だと思います。／ところが、この個性は今まで水俣市民を苦しめてきた、すご

く強烈なマイナスの個性だったんですね。これがまちづくりに役立つのかとだいぶ批判されま

した。しかし私は、逆だと思っているんですよ。水俣病というのは、さっきおっしゃったよう

に、マイナスのイメージで語られてきている。しかし、そのマイナスのイメージをプラスのイ

メージに変えることは市民ができることだと思いました。それで、その転換をする、いわゆる

価値転換が水俣づくりだと、こう位置づけたんですね」（吉井ほか，2007，10頁）。

つまり、水俣という地域がもつ個性、他に代えがたい「価値」として水俣病を考え、それを

地域づくりの核にすえるという考え方を、吉井は述べている。これは「価値転換」であり、そ

の主体は水俣市民でなければならない。
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2.3 価値転換と共有のプロセスとしての「もやい直し」

新潟水俣病があるように、水俣病事件がはらむ普遍的な問題提起は、必ずしも水俣の地との

関連性を有しない。この点で、水俣市出身の民俗学者、谷川健一が水俣学について述べている

ことは示唆的である。「水俣は地方のありふれた町ですから、そこで水俣を対象として、水俣

学という学問が成り立つかというとそれは無理なのです。学問と名のつくからには普遍性が要

求されます」「『水俣学』を可能にするのは、そこに『水俣病』があるからです。……かけがえ

のない生命の尊さを教えたという点で、思想や情念を普遍的次元まで高めたのです。水俣病の

なかった時代の水俣では、水俣学など成り立つはずもなかったのです」（谷川，2006，39 40

頁）。

水俣病事件は普遍的な価値を表現するからこそ、それを水俣という地域へと結びつける作業

が必要なのであり、その主体は誰よりまず、水俣に暮らす人びとでなくてはならないというこ

とになろう。谷川は、このことを「世界性」と「地方性」あるいは「普遍性」と「個別性」と

いう言葉で表現した（谷川，2006，2426頁，3943頁）。

しかし吉井自身が述べるように、水俣病は長い間、地域にとって「強烈なマイナスの個性」

だったために、これを逆転させるのは容易ではない。時間をかけた価値転換と共有のプロセス

が必要とされているのは、そのためである。本稿では、このプロセスを「もやい直し」と定義

する。すなわち、水俣市民が「水俣病」を地域のかけがえのない価値と積極的に捉えなおし、

その価値を地域づくりの軸として共有する過程を「もやい直し」と呼ぶことにする。

では、水俣病事件のもつ普遍的な価値とは何か。水俣病事件は多面的な価値を表現しており、

性急な断定は避けなくてはならないが、1つには、生命の尊厳や人権といった普遍的な価値を、

抽象的にではなく具体的な形態で 生命の破壊、あるいは人権の侵害という不幸な出来事

を通じて逆説的に 表現していることが挙げられる。しかし、水俣病事件のもつ普遍的な

価値は、このように客観的な記述によって表現しつくせるものではない。人びとの「語り」が、

聞き手の情動のレベルに働きかけ、それを通じて共有されていくものがある2）。「語り」と聞

き手の「共感」を通じて形成されていく普遍性を理解することは、水俣病事件の「価値」を捉

えるうえできわめて重要である3）。

この価値共有のプロセスは、地域づくりの主体の面にも変化をもたらす。水俣病事件は不幸

な出来事であるがゆえに、水俣市民を含む当事者にとっては、とくにその価値の共有が難しい

だろう。自身の不幸な体験と結びついているから、「忘れたい」という思いを抱く人も少なく

ないと思われる。そのため「もやい直し」は、主体の側の変化を必然的にともなう。これまで

地域とのつながりが薄かった患者支援団体のメンバーが「もやい直し」に参加する4）、あるい

は市民のなかでも若い世代が活躍の場を広げる5）、などの点が特徴的であろう。つまり、担い

手の構成の変化や世代交代をともないつつ、地域づくりの主体が形成されていったのである。

経営研究 第66巻 第3号34



3「もやい直し」の背景

3.1 チッソと地域社会

かつて舟場正富は、水俣病「公式発見」（1956年）当時のチッソ6）による「地域支配」の実

態を克明に描き出した。そこでは、就業構造・所得構造における独占的地位、土地や用排水な

どの占有・利用（地域資源の支配）、水俣市行財政への多大な影響力行使などが、各種の統計・

資料を用いて具体的に指摘されている（舟場，1977）。

しかし1960年代前半、チッソは子会社（チッソ石油化学）を設立し、生産の中心を水俣か

ら千葉県の五井に移していった。1968年には、水俣病の原因物質であるメチル水銀を生成す

る水俣工場の製造設備が閉鎖された。次節で述べるように、チッソは雇用吸収力や市財政への

貢献度を低下させながらも、地域資源への支配を続けた。

1967～68年、新潟水俣病、四日市公害、イタイイタイ病の訴訟が提起されるなかで、認定

患者・家族のうち29世帯、112人は、1969年、チッソを相手取って熊本地裁に損害賠償請求

訴訟を提起するに至った。1973年3月20日、原告勝訴の判決が出され、原告・被告とも控訴

せず、同年7月9日、原告らで構成する交渉団とチッソとの間に補償協定が締結された。

被害補償の仕組みができ、認定患者が増加して補償金支払額が大きくなっていったため、チッ

ソの資金繰りは急速に悪化した。そのため1978年には、国などが熊本県を通じてチッソに資

金を貸し付ける仕組みがつくられた（チッソ金融支援）。これによって、チッソは借金漬けの

企業になっていった。

1970年代当時の市民意識は、チッソの支配力の揺らぎを反映しつつも、依然として「企業

城下町」のままであった。宮本憲一は、1973年の判決直前にNHKが行った市民意識調査の

結果を要約している。「市民の生活はチッソと関連あるものが多いが、今後とも、チッソにだ

け依存しては、市の発展はないと考え、チッソ以外の公害のない工場を誘致したいと考えてい

る」「水俣病問題については、あれほど当時、新聞、テレビが報道したにもかかわらず、多く

の一般市民が無関心であるか、チッソの立場に同情し、あるいはチッソを支持する者もいる」

（宮本，1977，273頁）。

「もやい直し」を提唱した吉井は、次のように述べる。「生命や健康を侵害され、チッソに救

済と補償を求める被害者と、チッソが衰退したり倒産すれば生活をつぶされると心配する一般

市民という利害が相反する二つの市民たちが、この小さなまちに同居した」ために、「感情的

な対立を生み、内面的な社会〔人々の間の心のつながり〕が崩壊してしまった」。水俣病の問

題は「加害者対被害者の関係を飛び越えて被害者対地域全体、住民対住民の関係に置き換えら

れてしまい、住民同士が立場の違いによって反目させられることになる」（吉井，1997，148

頁，157頁）。

こうした対立状況のもとでは、地域再生の取り組みは困難である。宮本はすでに1977年刊
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行の編著のなかで次のように述べていた。「今後の水俣市の再建を考えるならば、水俣病問題

の解決を中心にすえねば、いかなる地域開発も構想できぬ。その意味では、市民が患者を差別

し、あるいは冷たく無関心になっていてはみずから水俣市を衰退させてしまうことを自覚しな

ければならない。……水俣市民はすべてチッソの被害者なのである」（宮本，1977，274頁）。

これは「もやい直し」の課題を先駆的に指摘したものといえよう。しかし、それが実際に動

き出すには10年以上の歳月を要した。

3.2 地域経済におけるチッソの地位低下

1990年代に「もやい直し」がはじまった背景として、次の3つが考えられる。

第1は、水俣市の産業構造の変化と、地域経済におけるチッソの地位低下である。水俣市の

就業者数の推移をみると、全体の減少傾向とともに、産業ごとの構成比では、第1次産業、第

2次産業の割合が低下している（図1）。

次に、雇用の面からチッソの「独占的地位」の低下をみる。水俣市製造業の従業者数に占め

る化学工業（チッソを含む）の比率をみると、1960年には73.7％であったが、その後、顕著

に低下してきたことがわかる（表1）。

企業の「地域支配」は、自治体の税収の多くが当該企業に依存しているという事情から説明

されることが多い。しかしこの点でも、舟場（1977）が指摘するように市税収入におけるチッ

ソの比率は1960年代に顕著に低下し（1960年48.7％、1970年19.3％）、1970年代以降も低下

を続けた（図2）。

こうした「地域支配」の動揺は、水俣地域にとって、チッソとの「不即不離の関係」（水俣市

史編さん委員会編，1991，210頁）を見直し、新たな地域発展のビジョンを模索しなければな

らないことを意味した。そうしなければ、チッソの斜陽化が地域の衰退に直結するからである7）。
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出所：国勢調査より作成。



3.3 水俣湾ヘドロ処理と埋立地造成

第2は、水銀を含む水俣湾のヘドロ処理とそれによる埋立地の造成である。これは1977～

1990年に実施された熊本県の公害防止事業であり、水銀値の高い湾奥部約58haを仕切って埋

立地とし、約151haに及ぶ区域の汚泥を浚渫し埋立地に投入して、水銀を封じ込めるという

ものであった（熊本県，1998，27頁）。

1980年代半ば、熊本県はヘドロ埋立地の活用策を検討しはじめた。これは1990年度からの

「環境創造みなまた推進事業」として具体化される。その一環として、1990年8月、埋立地で

「1万人コンサート」が催された。緒方正人はこのとき、熊本県知事と水俣市長にあてて埋立

地活用策を批判する「意志の書」を書き（妻・さわ子との連名）、コンサート当日、会場で抗
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表1 水俣市における製造業の従業者数

出所：工業統計調査より作成。

単位：人、％

図2 市税収に占めるチッソ納税額の割合

注：水俣市立水俣病資料館展示資料による。
出所：橋本編（2000）34頁、図3。



議のビラを撒いた（緒方・辻，1996，148155頁）。

これに対して、熊本県庁内の担当者たちは、緒方らの批判を受け止め、水俣病事件とどう向

き合うのかをめぐって、真剣な検討を行った。その結果、自分たちが水俣病事件について十分

な知識や経験をもちあわせていないことを自覚した。次節で述べるように、それが「もやい直

し」へとつながっていったのだという（山田，1999，36頁）。

3.4 水俣病「政治解決」

第3は、未認定患者の救済をめぐる「政治解決」に向けた動きである。1980年から熊本を

皮切りに、大阪、東京、京都、福岡の各地裁で国家賠償等請求訴訟が提起され、原告は2000人

を超えた。これらの訴訟は、未認定患者の救済を求めるとともに、国の加害責任を問うもので

あった。被害者の運動が長期化するなかで、1995年9月、当時の連立与党から解決案が提示

され、各被害者団体はこれを受け入れた（これを「政治解決」などと呼ぶ）。「政治解決」に向

けた動きは、1990年代前半に政治的イシューとして浮上してきた。

熊本県の公害防止事業、および埋立地活用策の検討と並行して、水俣青年会議所や水俣市も

地域づくりのビジョンや計画の検討を進めていた。しかしながら、熊本県の「環境創造みなま

た推進事業」においてもそうであったように、それらのビジョンや計画では、水俣病問題につ

いて位置づけがあいまいであるか、ほとんど抜け落ちていた（山田，1999，3435頁）。

この点について吉井正澄は、水俣再生をめざしていた市民の間にあえて水俣病問題を避けよ

うとする傾向があった、と指摘する。「市民のおおかたは、何とか早く水俣を安定させ、再生

したいと願い、動きだしていたのです。患者救済という難しい問題の解決を待っていては、水

俣は潰れてしまう。難しい水俣病問題の解決という障害を避けてバイパスを通ってでもと、市

民が思ったとしても、当時の情況を知れば、非難することはできません。しかし、私は、多く

の被害者が苦しみながら、行政に対抗しながら、執拗に救済を訴え続けているのを無視できる

のか。また、支援者も、有識者も、マスコミも、患者救済の行方に注目している中で、それら

を抜きにして新しい水俣づくりができるのか。との思いがありました。／根本にある水俣病患

者救済を解決し、その教訓に基づいた町づくりが本当の水俣再生と考えていました。水俣再生

の出発点が少々違っていた。少数派と言えばそうでしょう」（吉井・上甲，2004，40頁）。

吉井が「支援者も、有識者も、マスコミも、患者救済の行方に注目している中」と述べてい

るのは、政治決着の流れが全国的な注目を浴びたことを指していると考えてよい。そのもとで

吉井は、水俣の地域再生の中心に、水俣病問題の解決をすえようとしたのである。

4「もやい直し」の歴史と現在

4.1「1万人コンサート」（1990年）への批判と熊本県の姿勢転換

緒方正人・さわ子による「意志の書」（前節参照）は、1990年当時の熊本県の姿勢を批判し

経営研究 第66巻 第3号38



て、次のように述べた。「水俣湾埋立地の開発構想なるものを、心眼にて見れば犯罪現場隠し

の土木工事をなしたにすぎぬのに、環境復元などと大言を吐き、水俣病の克服と環境復元を記

念し、メモリアルタワーなるものを建設するという。愚かなる、未だ苦海の痛みを悟らぬたわ

ごとである。観光レクリエーション施設をつくり、イベント漬けにし、これを環境創造などと

いうのは鉄面皮もはなはだしい。要するに水俣病事件をいまわしい出来事として忘れてしまお

うとする魂胆であろう。その魂胆にむけての意識形成を目論むものである。そのためにこの犯

罪現場に百五十億円〔熊本県が1989年7月に発表した『水俣湾埋立地及び周辺地域開発整備

具体化構想』の総事業費〕という巨費を投じ、あわよくばここで一儲けしようとは、なんと小

汚い精神であろうか」（緒方・辻，1996，226頁）。

1980年代後半に策定された熊本県の埋立地活用策（上記『水俣湾埋立地及び周辺地域開発

整備具体化構想』など）をみれば、こうした批判を受けても仕方のない内容であった。山田忠

昭は次のように述べる。「その根底にあるのは地域振興という名目のレクレーション産業起こ

しである。そこには、埋立地の完成で環境が復元し、これで水俣病も解決へ向けて大きく動き

出す、これからは患者救済もさることながら地元地域経済の振興に邁進できる、といった期待

のみが現れていた。『水俣病問題の解決』や『患者の救済』などについては、言葉としては語

られているものの、それに向かって何をどうするかは何も示されていない。まして患者の『思

い』などどこを探してもみられない。『水俣病問題』が挨拶の枕詞的にしか触れられていない

で、いきなり世界に向けて環境創造をアピールするというのは、いかにもギャップの大きい話

であった」（山田，1999，36頁）。

これらの批判は次の2点に集約されるであろう。第1は、政策の理念についてであり、「環

境復元」といいながら、水俣病事件の位置づけがはっきりしない、あるいはむしろ忘れてしま

おうとしているのではないかという批判である。これは、吉井正澄が指摘した「難しい水俣病

問題の解決という障害を避けてバイパスを通ってでも」という当時の水俣市民の傾向（上述）

にも通じる。

第2は、政策手段についてであり、イベント開催や施設整備という安易な手法に頼っている

という点である。「意志の書」が批判した「1万人コンサート」は開催されたものの、昼間ま

での好天が急に崩れ、大雨となった。参加者は1万人にとどかず、集まった2000～3000人の

参加者も逃げるように帰っていったという。その直後、当時の県知事である細川護煕は、水俣

湾埋立地で歌舞音曲の類は行わないと宣言した（緒方・辻，1996，151頁）。吉井は、この�

末を「水俣の再出発は経済至上ではなく、まさに生命、自然への畏敬の思いから始まる、とい

うことを啓示するような大雨でした」と評している（進藤，2002，144頁）。

前節で述べたように、熊本県庁内の担当者たちは、緒方らの批判を真剣に受け止め、自らの

立脚点を再検討した。当時水俣市役所にいた吉本哲郎は、これによって熊本県は「大転換を遂

げ」たと述べている（水俣病センター相思社編，2004，194頁）。1991年から、熊本県と水俣
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市の担当者たちは、個人や団体との意見交換会を積み重ね、「患者団体や支援団体など、行政

関係者としてはこれまでタブーとされていたところにも入り込んで」いった（山田，1999，36

頁）。

4.2 水俣病の前面化と「もやい直し」の登場（1994年）

1993年からは、熊本県の予算と人員の削減もあり、「環境創造みなまた推進事業」は地元主

導の事業へと変化していく。そのもとで、水俣病患者団体や支援団体の関係者は、事業への関

与を強めていった。行政、市民、患者団体、支援団体の歩み寄りが進んだきっかけは、1993

年12月に発足した「水俣研究会」だという。これは、吉本哲郎らが中心となり「若手の市民

有志」に呼びかけてはじまった任意の研究会である。これには、当時相思社にいた吉永利夫も

参加している（山田，1999，3738頁）。

「水俣研究会」での議論が、1994年7月の「水俣病と水俣の明日を語り合う青年の夕べ」や

同年11月の「水俣の再生を考える市民の集い そろそろもやい直しば始めんば」へとつな

がっていった。そこでは患者や家族、支援者らが登壇して自らの体験を語り、意見を述べた。

これらの取り組みは、水俣病を公開の場で正面から扱うことで、従来の状況に一石を投じたの

である（山田，1999，39頁）。

1994年は、吉井正澄が水俣市長に就任した年である。同年5月1日の第3回水俣病犠牲者

慰霊式における市長式辞で、「もやい直し」という言葉が初めて公式に用いられた。前述のと

おり、水俣病患者（緒方正人）の言葉が、吉本哲郎を通じて式辞のなかに取り込まれたのであ

る。これは水俣市の政策課題として「水俣病」が大きく浮上したことを象徴するできごとであ

ろう。吉井はその年、市立水俣病資料館に、患者による「語り部」を発足させた。

4.3 産業廃棄物最終処分場反対運動（2003～2008年）

2002年2月、吉井正澄が2期を務めて退任し、自民党県議だった江口隆一が新市長に就任

した。その翌年（2003年）、水俣市の水道水源上流で、民間の産業廃棄物最終処分場が計画さ

れていることが明らかになった。2004年から、建設反対を訴える市民運動が起こり、2006年

の市長選挙では、産廃阻止を掲げた「非自民系」の宮本勝彬が当選した。現職の江口も出馬し

たが、処分場反対の姿勢を明確にしなかったことが響いたといわれる。

2006年6月、宮本市長を会長とする「産廃阻止！ 水俣市民会議」が設立され、50団体以

上が参加した。ここには、水俣市、水俣市議会、水俣市自治会長会、水俣市商工会議所などと

ともに、複数の患者団体、支援団体も名を連ねている。反対運動の結果、2008年に事業者が

計画の中止を決定した（産廃記録誌編集委員会編，2009）。広範な団体が参加した反対運動は、

その前段に「もやい直し」があったからこそ可能だったということができる8）。
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4.4「環境まちづくり研究会」報告書（2011年3月）と円卓会議

2009年7月、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」（以下、特

措法）が成立した。同法第36、37条は、政府などの関係者が、長期的な視野で被害地域の再

生等に向けて努力することを求めている。

その一環として、環境省は、水俣市の開催する「みなまた環境まちづくり研究会」に対し、

補助事業として支援を行った（環境省報道発表資料「水俣市『みなまた環境まちづくり研究会』

の開催について」2010年10月19日）。同研究会は、2011年3月に報告書を発表した（水俣市，

2011）。

報告書では、「エネルギー・産業」「教育・研究機関」「生活・観光」の3分野に分けて、現

状分析、課題の抽出、プロジェクト案、当面の取り組みがそれぞれ記されている。しかし、水

俣病に関する記述は主として「教育・研究機関」分野のなかにみられ、密接な関連を有すると

考えられる「観光」との関連性がはっきりしない。「生活・観光」分野でも「水俣病の経験と

教訓」は出発点に位置づけられているものの、それが「環境」「コミュニケーション」一般へ

と解消されてしまい、位置づけが不明瞭になっている（図3）。水俣病の位置づけの不明瞭さ

は、これら3分野を総合した「当面の取り組み」に関しても指摘しうる（図4）。

さらに「みなまた環境まちづくり研究会」は、水俣市が形式上の主催者ではあるが、事務局

をコンサルタント会社に委託し、構成員の大半を外部の専門委員が占め、環境省主導の研究会

だったとの批判がある。それにともなって、「もやい直し」の延長上に市民・事業者・行政の

協働の仕組みとして2008年に開始された「円卓会議」が、同様に自立性を失ったことも問題

視されている（藤本，2011）。

水俣市は2008年7月、国の「環境モデル都市」に選定された。円卓会議はそのアクション
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図3 生活・観光分野におけるまちづくりのストーリー

出所：水俣市（2011）106頁、図表745。



プランを市民協働で推進し、より具体的な取り組みや事業内容を検討・実施・検証していく場

として位置づけられた。しかし円卓会議は2011年9月に再編され、「みなまた環境まちづくり

研究会」のプロジェクトを選択・実行する場へと性格を変えた。「水俣市は、2008年から2011

年までの円卓会議で積み重ねてきた議論と行動を棚上げし、円卓会議が目指してきた『協働』

を手放して、用意されたカタログからの『選択』へと後退させる状況をつくりだしてしまった」

のである（藤本，2011，5頁）。

なおこの後、2014年2月の市長選挙で、宮本市政を継承するとした西田弘志が当選を果た

した。

5 まとめと考察

5.1 水俣市「環境まちづくり構想」について

吉井正澄が掲げた「もやい直し」は、地域がもつ個性（他に代えがたい「価値」）として水

俣病を捉えるという価値転換を意図し、その新たな価値観を地域づくりの軸として市民が共有

するプロセスを意味した。したがって、水俣市の地域発展ビジョンのなかに、「もやい直し」

の到達点がどう反映されているかが重要である。水俣市は1992年に「環境モデル都市づくり」

を宣言し、最近では「環境まちづくり構想」（水俣市，2011）を掲げている。

本稿では、「もやい直し」の1つの到達点として、「みなまた環境まちづくり研究会」報告書

と円卓会議の現状を挙げた。すでに検討したように、同報告書では水俣病の位置づけが不明瞭
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図4 求められる当面の取り組み（概要）

出所：水俣市（2011）122頁、図表83。



で、部分的なものにとどまっている。また円卓会議は、地元の主体性を後退させているように

みえる。

同報告書には、水俣市の地域経済の現状に関する詳細な分析が含まれており、それを踏まえ

たさまざまなプロジェクトには傾聴すべきものがある。しかし、水俣病が環境問題一般へ、

「もやい直し」がコミュニケーション一般へと解消されていけば、施策から地域の個性は失わ

れる。たとえば「低炭素」「自然エネルギー」というだけでは、全国あるいは地球規模の共通

課題になってしまう。

報告書において、地域経済と直結する「エネルギー・産業」分野の記述は、3つの分野のう

ち水俣病との関連がもっとも薄いように見受けられる。水俣病という地域の個性と、地域振興

策との関連性が明らかではない。

5.2 水俣市の再生をどう展望するか

5.2.1「もやい直し」の到達点と今後の課題

冒頭で述べたように、公害被害地域の再生とは、公害によって破壊された地域の諸要素、お

よびそれらの一体性を取り戻すことだと定義しうる。「もやい直し」は、このうち社会関係の

修復に焦点をあてているが、破壊された自然環境や、地域経済の再生などとも関連づけて考え

なくてはならない。

まず、社会関係の修復という側面からみた場合、「もやい直し」の到達点はどうか。これに

ついては、市民の間での価値転換と共有がどれほど進んできたかを検討する必要がある。筆者

はそのための十分な知見をもちあわせていないが、水俣病を地域づくりの軸にすえようとい

う吉井正澄らがめざした方向性は、必ずしも市民の共通認識になっていないように見受けられ

る9）。

水俣病のもつ普遍的な価値を市民が共有することは、水俣市という地域が、地域外の人びと

から「共感」を獲得する基盤となる。毎年多くの人が水俣市を訪れるのは、多くの場合、水俣

病について学ぶためであり、これは「ダークツーリズム」の一形態だといえる。人間にとって

つらい体験を観光の対象とするダークツーリズムにおいても、そこでの観光資源は、被害その

ものというよりは、被害からの回復過程であるといってよい（井出，2012，2829頁）。多く

の市民が水俣病について学び、あるいは自身の体験を捉えかえして、各々の水俣病からの「再

生の物語」を生み出していく必要がある10）。「再生の物語」は、地域固有性の高い観光資源で

ある。それに対する「共感」が広がることによって、地域の価値を取り戻していくことができ

る。「再生の物語」を生み出していくことは重要な知識創造活動であり、これを地域発展へと

つなげていくことが求められる11）。

「再生の物語」は人びとの「語り」を通じて共有されていく。これは地域の社会関係の修復

過程でもある。
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現在、「みなまた環境まちづくり研究会」報告書の「教育・研究機関」分野の提言から、「水

俣環境アカデミー機構」の構想が生まれている。これは、水俣市が整備・運営する産学官民連

携拠点「学びの館 水俣環境アカデミア（仮称）」を通じて、国内外の産学官民が有機的に連

携する“ネットワーク”である（熊本県立大学，n.d.）。こうした仕組みが、水俣病を地域発

展につなげる知識創造活動を促進しうるのか。今後の取り組みを注視したい。

5.2.2 水俣市の再生とチッソ

次に、自然環境の再生についてはどうか。この点では、水俣湾の環境調査や、水銀を封じ込

めた埋立地の長期的管理などが重要な課題となろう12）。これらは本来、水銀の排出者である

チッソ（および後述の分社化により設立された子会社JNC）が責任を負うべきである。

2009年7月、前述の特措法が成立した。これにより、救済の対象者が広がるとともに、チッ

ソの分社化が実施された。2011年1月、チッソの子会社としてJNCが設立され、3月末に同

社へチッソの事業が譲渡された。

分社化の目的は、チッソの収益事業を水俣病関連債務から切り離すことにある。チッソは分

社化後、水俣病関連債務を引き継ぐとともに、JNCの株式を保有し、その配当金や新たな公

的資金の借入によって、未認定患者への一時金支給と認定患者への継続的補償を行う。そして

将来的には、JNCの株式の売却益により、認定患者補償に十分な額の基金を積み立て、かつ

公的債務の返済を完了したのち、チッソは清算・消滅するとされている。一方、子会社のJNC

は、水俣病の加害責任と無関係になる。したがって、チッソ分社化は水俣病の「幕引き」をね

らったものだとの批判がある。

分社化による被害補償のスキームにはいくつかの問題点と課題がある。まず第1に、JNC

の株式売却で、本当に必要な資金が確保できるのか、不確実性がともなう。しかも国は、水俣

病の被害の全容を明らかにする調査を行っていないので、被害者の補償・救済に今後どれだけ

の原資が必要か、確定する前提条件が整っていない。国は被害の全貌を調査によって明らかに

し、未認定患者を広く救済すべきである。

第2に、現在のところ潜在している被害者が、将来的に救済を求めようとしても、そのとき

にはすでにチッソが消滅している恐れがある。被害の全容解明がなされないまま、加害企業の

分社化が進んでいくのは、被害者からみれば非常に不安であろう。

第3に、加害企業の責任は本来、破壊された環境やコミュニティなどの再生にまで及ぶ。特

措法第36条2項は、「政府及び関係者は、関係事業者が排出したメチル水銀による環境汚染を

将来にわたって防止するため、水質の汚濁の状況の監視の実施その他必要な措置を講ずるもの

とする」と定めている。この「関係者」には、チッソ・JNCが含まれる。水俣湾の環境調査

や埋立地の管理に長期的な視野で取り組むことは、特措法の定めるチッソ・JNCの責務だと

いってよい（除本，2010）。
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地域経済に関しては、チッソの引き起こした海洋汚染で破壊された漁業をはじめ、一次産業

の振興は重要な課題の１つである。またチッソ・JNCは、地域経済における地位を低下させ

つつも、依然としてその影響力が大きいため、地域振興における同社の役割をどう考えるかは、

本来避けて通れない。しかしながら、水俣市（2011）においても、チッソ・JNCの役割、位

置づけに関する言及がほとんどみられない。

チッソ・JNCの位置づけの不明瞭さと、水俣病の普遍的価値が市民の間で共有されていな

いという前項でみた問題点は、コインの裏と表のように、一体の関係をなしていると考えられ

る。市民の間にチッソへの遠慮や気兼ねがあり、それが水俣病について語ることを躊躇させる

という構図が、いまだに根強く残っているのではないか。この構図を変えていくのは容易でな

いだろうから、当面それを回避しようとする選択も理解できないわけではない。しかし、この

課題を回避し続けるだけでは「もやい直し」を前に進めるのは困難であろう。

謝辞 本稿の草稿に対して、佐無田光（金沢大学）、藤本延啓（熊本学園大学）、遠藤邦夫（水俣病センター

相思社）、吉永利夫（株式会社ミナコレ）の各氏から貴重なコメントをいただいた。記して感謝したい。

もちろん本稿に含まれる誤りは、すべて筆者の責に帰する。

注

1）吉井は同時に、賠償や救済策の実施主体であるチッソをつぶさぬよう、金融支援を求めることも市民

共通の課題だと考えていた（進藤，2002，8082頁）。

2）これはたとえば次のようなことだ。吉本哲郎は、水俣病患者の杉本栄子氏に、はじめて会ったときの

体験をこう述べている。「金刺潤平が俺を杉本栄子さんの所に連れて行って、きちんと会ったのは九一

年二月が最初です。自分〔栄子氏〕は薬草〔ヤクソウ〕の話だと思っていて、薬草の本を勉強してシャ

コを炊いておったら、役所〔ヤクショ〕のもんが来たって言われました。『帰らんな』と言われても帰

れずに黙っていたら、『しょうがない、上がれ』と言われました。ぐちゃぐちゃ言われて黙って聞いて

いましたけど、うちのお袋と似たような人がいるんだなと思いました（笑）。だけど、試されていると

いうのは分かりました。だからバカなふりして、黙って聞いていました。語られる内容が余りにもすご

すぎたから、バカにならざるを得ないなと思いました。だから、声が出なくなった」（水俣病センター

相思社編，2004，193頁）。

吉本は、杉本栄子氏の語りをじっくりと聞き、大いに共感する。吉本が「やっと会えましたね。これ

まで二〇年かかりました。長かったぁ」というと、栄子氏は「そっでよかったい。出会って、こるから

が、あたの役割やったったい」と応じたという（吉本，1995，7888頁）。

3）本段落の記述は、緒方正人・実川悠太・高峰武・遠藤邦夫・富樫貞夫による水俣病センター相思社30

周年記念座談会（水俣病センター相思社編，2004，15 151頁）、および平井（2012）を参考にした。相

思社は、水俣病患者・家族のよりどころとなることをめざして1974年に設立された。相思社には地域

外から若者が集まり、そのなかから水俣に定着する者もあらわれた。相思社が、地域外からの人材供給

の仕組みを部分的に担ったという見方が可能だろう。

4）たとえば相思社の遠藤邦夫は、次のよう述べている。「相手は、今まで敵と思っていた行政や、その

後押しをしたマチの人ですから」「僕らは僕らで、マチの奴らとか行政にはろくなモンじゃねえ、と思っ
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ていたんです。話してみると相手も自分と同じぐらいに考えていて、『何だ、ちゃんと水俣の人も考え

ているじゃないか』という当たり前のことに、会って話をしてみて気が付いた。……アホみたいな話で

すけれども、そういう簡単なことも九三年に初めてできたんです」（水俣病センター相思社編，2004，

203頁）。

5）吉本哲郎は「もやい直し」における若い世代の役割を重視している。それは、患者を攻撃したことの

ない「すねに傷をもたない」世代の台頭を意味する（吉本，1995，94頁，105頁）。

6）1950年代当時の社名は新日本窒素肥料株式会社で、1965年にチッソ株式会社と改称した。本稿では

チッソと呼ぶ。

7）1990年代以降、液晶事業が成長したことで、チッソの地域経済における地位は持ち直している。しか

し、「高シェアを誇る液晶生産も将来の世界市場の行方は見通せず……今後も水俣を潤し続ける保証は

ない」（『朝日新聞』2014年2月7日付朝刊）ともいわれる。

8）産廃処分場反対運動が行われている間に、「政治解決」に加わらなかった水俣病関西訴訟の最高裁判

決が出され、国と熊本県の加害責任が確定した（2004年）。それによって、「もやい直し」の背景の1つ

である「政治解決」の枠組みが揺らぎ、認定申請者が急増した結果、次項で述べる特別措置法につなが

るのだが、2004年の最高裁判決自体は、水俣における「もやい直し」に大きな影響を与えなかったよう

に見受けられる。

9）一例として、水俣にUターンした女性が次のように書いている。「帰郷して七年。水俣での年数を重

ねれば重ねるほど、『水俣病』は水俣外で語られることは多くても、まだまだ水俣内で語られることは

限られた人、限られた場所、ということを強く感じています。／公式確認から六〇年近く経っている今

日さえ、水俣の中にある水俣病はまだまだ根強く、水俣市民が全うから〔ママ〕向き合っているとは言

い難い場面に出くわすことも少なくありません。『水俣をよくしたい。でも、水俣病はもういいやろう』

という呑み会での席での同世代の言葉もずっと頭を離れません。／ただ、そんな自分自身も、ここ水俣

の中で水俣病にどれだけ向き合えているのだろうか。学習旅行や修学旅行で訪れる水俣外の人に『水俣』

を伝えれば伝えるほど、大切な何かを忘れているような、外面のいい自分に嫌気さえ感じ、自分の中に

ある、ある種の違和感は日に日に大きくなっていくのを感じていました」（相思社発行『ごんずい』第

135号、2014年11月25日、4頁）。

10）「再生の物語」という表現は、前掲注 3の座談会における富樫貞夫の発言による（水俣病センター相

思社編，2004，142頁）。富樫は、水俣病患者が悲惨な体験をくぐりぬけて元気に生きている姿をそのよ

うに表現したが、実川悠太は「再生の物語」を水俣市民の水俣病体験に拡張したと解釈できる。実川は、

市民の忘れてしまいたいような体験が人類史的・世界史的な水俣病事件の価値とむすびついており、市

民がそれを自覚することによって、自身の体験と向き合うことができ、そこから解放されるのではない

かと述べている（水俣病センター相思社編，2004，125126頁）。

11）この点は、フンク（2008）が「学ぶ観光」に共通する課題として指摘している。なお、水俣市の観光

入込数は近年減少傾向にあるが、2008年でも宿泊 8万 3457人、日帰り27万 5165人、合計 35万 8712

人にのぼり、市の人口約3万人の10倍以上である（水俣市，2011，4頁，86頁）。

12）たとえば最近でも、総水銀濃度が国の暫定規制値の2倍を超すカサゴが水俣湾周辺で確認されたこと

が、2015年6月に報じられた。
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An Essay on the Regeneration of Pollution Affected Areas
Reconsideration of “Moyainaoshi Movement” in Minamata

Masafumi Yokemoto

Summary

Since the 1990s, the restoration of the areas that suffered environmental destru-

ction has attracted attention as a new area of future environmental policy estab-

lishment. There have been various Japanese studies that have principally focused

on areas with air pollution. However, there are only a few studies focusing on

Minamata disease affected areas, also known as the “origin” of post war pollu-

tion. The present study aims to clarify the background and current situation of

the “Moyainaoshi movement”（searching for solutions through dialogue and

collaboration）in Minamata City and attempts to fill in the missing pieces.

First, this study captures the characteristics of Minamata disease affected areas

by identifying “values” that are difficult to replace. We redefine the “Moyainaoshi

movement” as the process of value transformation and value sharing. Subse-

quently, we describe the background and history of the “Moyainaoshi move-

ment” based on our findings. Finally, as a summary of the discussion, we attempt

to discuss the challenges of the restoration of Minamata City.
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