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はじめに

本誌 2020年 8月号特集「足尾銅山鉱毒事件を
捉えなおす」で赤上論文は，この問題が田中正造
の死去で終わっていない今日的課題である点の注
意を促している．同様のことは，私も古河鉱業株
式会社（現在の古河機械金属株式会社，以下，古
河鉱業と略す）が銅の採鉱も製錬も止めた時点で
感じていた．

1972年以来足尾を訪れ，卒業研究生に公害を
実践的に学ばせる動機付けを兼ねた実地訓練とし
ての底質（泥）分析を共にしてきた者 1,2）として，
この事件の現代に残された課題を考えてみたい．
足尾鉱毒との出会いは 1972年 4月 29日に遡る．

宇井純の「公害原論」を聴講した卒論研究生に誘
われて，足尾を訪ねたのが最初である．当時，足
尾ダムに立つと真下から川沿いに吹き上げる濃厚
な亜硫酸ガスに息苦しさを感じたものである．そ
の後，1973年 2月に足尾銅山の採鉱は中止され
たが，銅の精錬はカナダなどの輸入鉱石で続けら
れていた．

1　足尾鉱毒を研究するきっかけ

1974年以来，私の研究室では，卒論研究生と共
に入間川，荒川，利根川などの底質に含まれる重
金属（クロム Cr，銅 Cu，カドミウム Cd，鉛 Pb）
を分析し，これらの河川が重金属で如何に汚染し
ているかの実態を把握すると共に，発生源をつき
とめその対策を迫るという研究を行っていた 3-5）．

1979年 7月，利根川の調査をしていた時，支流
である渡良瀬川の三国橋下流 100 m右岸で採取し
た底質の銅が 280 ppm6），カドミウムが 2.3 ppmと

利根川本流の他の採取地点の分析値より高く出て
驚いた 5,7）．この事実は，採鉱を停止しても鉱毒が
流下し続けていることを物語っていた ．これがこ
の研究をするきっかけとなった．

2　足尾鉱毒に興味をもって

二度目に足尾を訪れたのは 1978年 9月 2日で
ある．林野庁は治山治水対策と称して毎年 1億
5000万円もかけて，禿山の緑化のために飛行機
から草の種をまいていたがほとんど活着していな
かった（2008年迄継続して中止）．急な山肌を掘り，
客土したところへの植樹のみが活着しているよう
に見受けられた．
当時，旧谷中村は首都圏の水瓶化のための建設
省の掘削排土工事が進められていた．この工事は，
飲み水に関する安全性の将来予測の検討結果を国
民に公表しないで行われており，今も変わらぬ亡
国の過程が形を変えてくり返されていた 7）．

1979年 8月，第 7回渡良瀬川鉱害シンポジウ
ムに参加した帰りに大田頭首工 8）で地元農民か
ら，「足尾方面で大雨が降った時は銅やカドミウ
ムを多量に含んだ泥水が流れてくるので，取水せ
ず，水門を開けて下流に流している」との重要な
話を聞いた．また，その時使用中の鉱毒溜や水口
から水尻へと稲の背丈の伸びる鉱毒田を見学した．

3　怒りは川を遡る

　「怒りは川を遡る」とは，新潟水俣病の被害者
たちが述べた言葉であるが，上流に行くと重金属
汚染の激しいところが現れてくる．特に，1980
年 8月 2日に採取した草木ダム上流 300 m右岸の
旧道水没地点のコンクリート上の湿った底質の分
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析結果は，銅 1260 ppm，カドミウム 8.44 ppm と
異常に高く，このダムが現在も大きな鉱毒溜の役
割を果たしていることを物語っていた 7）．
この事実は，この地点の採泥時の私の質問に対
する水資源開発公団の職員の回答「このダムは多
目的ダムであるが，足尾銅山の鉱毒を沈殿させる
目的を含めて建設したものではない」とは裏腹な
結果であった．
なお，1980年 8月 5日，旧道水没地点のコン

クリート上には川魚（オイカワ）が死んでおり，
生重あたり銅 89.6 ppm，カドミウム 2.30 ppm，鉛
19.8 ppm 含まれていて，このダムの上流への魚の
放流は，いくら恰好をつけたくても，魚の住みや
すい環境ができていないため成功していないよう
である．たとえ，こうした重金属汚染魚が釣れた
としても，多食すれば危険である 7）．

4　どの様にして足尾鉱毒研究を進めたか

底質の採取方法は，園芸用移植ゴテや柄杓を用
いて水底の底質の表面をなぜるようにして採取す
る．これをポリ瓶に入れ研究室に持ち帰り分析す
る．以下は 1972年以来足尾を訪れ，卒業研究生
と共に底質分析をした結果をまとめたもの 2,9,10）

の要点である．
底質採取地点を図 1に示す．1981年から 1987
年の期間は，底質分析を 4回行ったが，採取日
時を変えた同一地点における各種重金属分析結果
は一定の相関関係をもっていたので，その 4回分
の平均値を表 1に示す．但し，中才排水処理場排
水口⑧は，河川敷内にあったが，企業側に咎めら
れ 1985年 4月 28日以後，採取不能となったため，
代替地点として排水口下流 100 m（右岸）⑧ ’ か
らと参考地点として排水口上流 200 m（右岸）⑧ ”
から採取した．なお「欠」は試料採取できなかっ
たことを示す．そこで，表 1⑧の 1回分は，代替
の⑧ ’ を含めて平均値を求めた．2001年 5月に採
取した底質の分析値は表 2に示す．

5　分析結果に対する若干の考察

土壌中に含まれる重金属の自然値は，Cr 20 ppm，

Cu 20 ppm，Cd 0.5 ppm，Pb 10 ppmと言われてお
り 11），これを目安に表 1の分析結果をみれば，渡
良瀬川水系の重金属汚染の激しさが判る．
また，表 1から判るように，古河鉱業中才排水
口⑧の 4種の重金属の分析値がそれぞれ，本研究
で底質を採取した河川水の流量が大きくは変わら
ない渡良瀬川の⑥，⑤，③，①地点で減衰してい
ることは，これら下流地点の主要な汚染源が今な
お中才排水処理場の排水中の汚泥にあることを意
味している．
一方，Crと Cuは表 1で⑩が欠けていたので，

⑧で最高濃度を示したが，表 2では⑩が最高濃度
を示している．このことは汚染負荷を考える場合
には濃度ばかりでなく汚泥の流量も考慮しなけれ
ばならないことを示している．

2001年 5月の調査で中才処理場排水口の代替
地点⑧ ’ は，表 1⑧に比べて Cr濃度のわずかの
増加と他の 3種重金属濃度の激減が見られる．こ
れは 1989年 10月古河鉱業が精錬をやめ，同社下

図1　底質採取地点
国土地理院地勢図（うつのみや，1982年発行，にっこう，
1983年発行）に加筆修正．
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請けの足尾精錬株式会社が金属回収業を開始した
ことが反映した結果と考えられる．
表 2⑤の草木ダムに於いて鉛の分析値が他の地

点に比べて最大（100 ppm）を示したが，その原
因は不明である．

6　発生源対策の強化を

足尾では，主要な重金属汚染源としての古河
鉱業の，中才排水処理施設，各鉱滓などの堆積場，
同工場跡地に放置された汚染土，旧松木村に野晒
にされた鉱滓などの早急な汚染防止対策実施の必

要性が指摘される．もしこのままの発生源対策不
備の状態で，多額の費用をかけて下流の被汚染農
地の土壌復元事業を行っても，未だに垂れ流され
る足尾の鉱毒により，近い将来，再び汚染田にさ
れるに違いない．

7　まとめ

本研究を通じて，3でも触れたように，今日で
も常時，足尾の鉱毒が垂れ流され草木ダムに沈殿
し続け，大雨時でも下流地域の水田を汚染するが，
豪雨による源五郎沢堆積場決壊と同様な堆積場決
壊が起きれば，大規模な鉱毒汚染の危険が残って
いる．従って鉱毒問題は根絶していない．地球温暖
化による豪雨が始まっている今日，簀子橋堆積場
決壊による足尾町潰滅の危険の切迫を警告したい．
古河鉱業には，当然ながら足尾の禿げ山の自然
回復などが求められるが，1980年 6月，国が林
野庁長官通逹で国有林の鉱害補償の請求権を放棄
したので，法的義務はなくなった 12）．しかし，禿
げ山の自然回復の責任は消えない．上記の大雨や
豪雨時に於ける鉱毒流失防止対策や平常時の閉山
後の重金属汚染防止対策が求められる．
一方，政府には，富国強兵のための外貨獲得に

古河鉱業を利用した歴史から，足尾鉱業の山元対
策に協力する責任があり，また底質中の重金属含
有量の環境基準を作成して汚染源を規制する責任

表 1　渡良瀬川水系の泥の分析結果（4回分の平均値）　1981 ～ 1987 年の期間

表 2　渡良瀬川水系の底質分析結果
（2001 年 5月採取底質）

ppmは乾燥重量当りの濃度
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もあるが，怠慢と不十分さを残している．
以上，この事件の狭義の意味での残された課
題について見てきたが，広義の意味では，日本資
本主義の勃興期から継続している，例えば，国有
林の古河鉱業への補償請求権放棄のように，政治，
官僚，企業，（時には学者）の癒着から生じる加
害責任を不問にする資本主義社会の体質が残され
ている．
足尾の鉱毒と闘った田中正造は，人権，自由，
環境，平和，軍備全廃など，彼の言うところの「事
業」を通じて全世界の人々の命と暮らしが守られ
る社会を希求した．こうした社会体制変革の課題
も足尾鉱毒事件と関連して残されている．
下流の国民には，古河鉱業と政府への息長い監
視と自然回復の要求運動が求められる．その意味
で，「足尾に緑を！渡良瀬に清流を！」の環境学
習運動や渡良瀬川への継続的なサケ放流による河
川浄化の世論喚起の運動などは，未来を担う子ど
もたちを守る重要な実践になると考える．

8　残された課題

1） 足尾精錬株式会社が金属回収を開始した
1989年 10月以後でさえ，表 2⑧ ’ からわかるよ
うに，中才排水処理場排水口から可成り高濃度の
クロム，銅，カドミウムを含む汚泥が垂れ流され
下流が汚染し続けていた事実から，製錬停止後の
排水浄化対策を継続する課題が残る．

2） 過去に古河鉱業によって捨てられた廃石や
鉱滓等によって，今日でも足尾の三川合流ダムが
重金属で汚染している事実から，廃石や鉱滓等の
処理対策と三川合流ダムの鉱毒汚泥除去の課題が
残る．

3） 1985年 3月 28日に採水した本山鉱川中「か
くれ」排水口の採水中に銅が 0.58 ppm含まれて
いた事実から，足尾銅山の坑道等から出てくる排
水処理の課題が残る．

4） 足尾発電所については土砂格納場の管理，
導水路の汚染漏水点検などの課題が残る．

5） 1958年 5月 30日，源五郎沢堆積の堤防が決
壊し，下流の農地が重金属汚染した事実から，各

堆積場の堤防の護岸など堆積物流出防止対策強化
の課題が残る．

6） 松木村，久蔵村，仁田元村，高原木村など
を復活する課題が残る．

7） 表 1から分かるように草木ダムは大きな鉱
毒溜の役割を持たされている．ダム底に沈殿した
鉱毒汚泥の常時除去の課題が残る．

8） 総理府令の汚染地域指定条件が不備のため
不指定鉱毒田復元の課題が残る 13）．

9） 鉱毒田の復元事業が公害防除別土地改良
事業費で実施されたため，事業耐用期間（概ね
30年間）内に鉱毒害が現れなければ良いとされ
た．2001年でも重金属汚染が続いていたのだから，
将来の安全確保には山元の汚染源対策強化の課題
が残る．

10） 上記の耐用期間以内であっても，カドミウ
ムが 1 ppm未満，0.4 ppm以上の準汚染米が生産
される恐れがあるので，準鉱毒田の土壌復元の課
題が残る．

11） 洪水防止の為にも足尾の禿げ山に緑を戻す
課題が残る．

12） 古河鉱業が鉱毒田復元事業費 51%しか払わ
ないことや禿げ山の放置など，汚染者負担の原則
に反する．これを是正する課題が残る．

13） 国家によって強制破壊された谷中村を復活
する課題が残る．

14） 日本における公害の原点として未来に環境
回復と保全のための教訓を残すために，足尾鉱毒
事件の遺跡の保存と足尾鉱毒事件・田中正造記念
館を守る課題が残る．

15） 政治，官僚，企業，（時には学者）の癒着
から生じる加害責任を不問にする資本主義社会の
体質が残る．

16） 足尾の鉱毒と闘った田中正造の言うところ
の「事業」に関連して全世界の人々の命と暮らし
が守られる社会への体制変革の課題が残る．
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　被害女性の告発で日本に「慰安婦」問題が問わ
れるようになって 30年経つが，この年頭，画期
的な判決が出た．韓国のソウル地方裁判所が 1月
8日，「慰安婦」被害者 12人の裁判で，日本政府
に原告一人当たり 1億ウォン（約 950万円）の賠
償を命じる判決を下したのである．
日本政府は「国家の行為は外国の裁判所で裁か

れない」とする「主権免除」の立場から裁判には
出席せず，控訴もしなかったので，1月 23日に
判決は確定した．そしてこの判決には，「極めて
遺憾」「国際法違反」と猛反発し，韓国政府にも
強い抗議を表明，ICJ（国際司法裁判所）への提
訴も辞さないという．
　原告は「ナヌムの家」に暮らす女性たちで，
2013年に民事調停を申し立てたが日本政府が応
じなかったため，16年に提訴したものだった．
日本政府が主張する「主権免除」は 19世紀に国
際慣習法として確立されたが，人権概念の発展に
伴って例外の範囲が拡がってきた．ソウル地裁は，
「慰安婦」制度を「計画的かつ組織的に行われた
反人道的な犯罪行為」として「主権免除」の原則
は適用されないとした．

　しかし日本政府は国際的な潮流を無視し，「慰
安婦」問題は「1965年の日韓請求権協定で解決済
み」「2015年の日韓合意で解決済み」と繰り返し
てきた．日本のメディアの大半も「国際法違反」「日
韓関係悪化」を挙げて，日本政府に同調している．
　一方，韓国の文在寅大統領は 1月 18日の記者
会見で，今回の判決に「困惑している」と述べ，
これまでの主張を翻して，2015年の日韓合意を
「公式合意」と認める発言をしたことから，日韓
の市民から驚きと批判の声が広がっている．裁判
勝訴を知らされた原告の一人・李玉善さんは，未
だに真の解決に至らないことを嘆きつつ，「日本
は謝罪しなければならない．お金ではダメだ」と
語った．
　私たちは，日本政府に歴史の歪曲と隠蔽を止め，
加害事実を認めて被害者に向き合い，謝罪と賠償
を行うよう求め続けるしかない．それこそが「慰
安婦」問題の真の解決と，今後の世界の戦時性暴
力根絶につながる道だからである．

（いけだ・えりこ：アクティブ・ミュージアム
「女たちの戦争と平和資料館」（wam）名誉館長）

韓国の「慰安婦」被害者に
画期的な勝訴判決

池田恵理子
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