
私が見たイタイイタイ病 
 

 2007 年 10 月 4 日、いまは富山市になっている旧富山県婦負(ねい)郡婦中町萩島(はぎの
しま)にある清流会館を訪れた。訪問まえにはイタイイタイ病の資料館であると考えていた
のだが、イタイイタイ病対策協議会の本拠であるらしく、見学している私をみつけた髙木

会長さんから親切にご説明いただくことができた。 
 今回片道 12時間もかけてここを視察した目的は、学校教育や報道で学んだ断片を越えて
被害の事実を知り、加害者がどう責任をとり、行政や世間がどう動いたのかを知りたかっ

たからである。水俣病で被害者が置かれた立場、その時行政や市民はなにをしていたのか

等被害発覚からの対応の流れは、最近の大きな事件としては 2005年に日本中が騒いだアス
ベストでも変わっていなかったし、将来ナノ物質や合成化学物質による同じ過ちが繰りか

えされると考えたからである。 
 
まず、一部分ではあるが、清流会館の展示の模様をそのままご紹介したい。 
Ⅰ 清流会館展示 

◆ロビー展示 

◇ 三井金属神岡鉱業所 

富山市から国道41号を南に60km行ったあたり、神通川流域の高原川に切り立った山肌が

樹木のない荒れた地形に急変します。ここが神岡鉱山です。 

三井が明治 7 年に操業を開始以来、その操業の歴史は同時に鉱害の歴史でもありました。

利潤とは結び付かない公害防止施設に投資することを拒み、特に昭和 3 年に浮選法が採用

されると廃滓が大量に生じ、処理施設が生産に間に合わないため、その多くが神通川に捨て

られ、川は常に白濁して流れるようになりました。また、太平洋戦争や朝鮮戦争の頃に特需に

よる生産量の著しい増大があり、それにともなって川に捨てられる鉱滓の量も増していきまし

た。その結果神通川の魚類の死滅による漁業被害をはじめとして右岸や下流の広大な農村

に甚大な農業被害をもたらし、イタイイタイ病患者が多発しました。 



 

 



 

 



 

 
 
◇ 患者の苦しみ 

   農家へとついだ嫁が、イタイイタイ病で苦しむ姑の看病にあけくれ、子を産み育て、さあこれ

からという頃、身体の各所に疼痛を感じ始める。この症状が十数年続いて、突然歩行不能と



なって床につく。患者は病床でのわずかな体動でも激痛におそわれ、日夜睡眠を妨害され、

息を吸ったり、笑ったりするだけで痛みを感じ、片ときも苦痛から開放されることがありません。

また、カドミウムで骨がもろくなり身長が 30cm も短縮し、全身で 72 ヶ所も骨折した患者もいま

す。 

   身をもだえて苦しむという言葉がありますが、身をもだえることもできず、ただ痛みに耐えなけ

ればならない患者の苦しみは言語に絶します。苦しみは患者だけにとどまらず家族全体のう

えに重くのしかかり家庭生活が破壊されます。 

 

◇ 詩「イタイイタイ病」 岩倉政治 

 

おれの大好きな おばばが死んだ 

まつりになると おれの手に 

飴玉をいっぱいにぎらせた おばば 

一表の米を かるくかついで 男に負けなんだ 

力もちの おばばが 死んだ 

 

やさしかった 母親が死んだ 

おっぱい臭いふところに もぐると 

何が起ろうと 安心だった 

はだかのおれを 素肌の背中におぶって 

暗くなるまで 田んぼをした 

働きものの 母親も死んだ 

 

おばばも 母親も おなじことをいうて 死んだ 

イタイ イタイ イタイ 

暗いなんどの ねどこは 

すっぱい堆肥の においがした 

ふとんの外へ 火ばしみたいな 足が一本 

折れて はみ出て 

ぼろきれの上に のせてあった 

それを見るのが こわかった 

 

 --おとと かんにんしてや 

  おら かかさまのつとめも 

  ろくに せなんだちゃ 

そのとき おれには 



なんのことか わからない 

母親も おやじも 泣いていた 

死にたい 死なしてくれと おがみながら 

泣いて もがいて 死んだ 

 

神様が通る 神通の川 

とりわけうまい 水と魚たち 

神の水で育つ 米と野菜 

うまいうまいと 押しいただいて 

食べて 村じゅうの 罪のない 

おばばと おかからが 死んだ 

カドミウムの毒とは知らず 

「業病」の責め苦の日々を 

ひとりで耐えて 死んだ 

 

三井が 神通へ毒を流した 

三井が 神の川を 悪魔に変えた 

三井が おばばを 母親を殺した 

今度は おまえの 母親と兄弟をねらっている 

三井が 緑の村に 地獄をつくった 

 

山をこがし 孔を掘り 

ハッパを ぶっかけ 

カドミウムの青い沼で 谷々をみたし 

戦争のたびに おやたちを殺しながら 

ふくれあがった 三井 

その三井の とまらぬ笑いが 

イタイイタイの 叫びとなり 

売れない 婦中米の嘆きとなった 

 

むすこよ おぼえておけ 

ふるさとの この悲しみと怒り 

神通から 神を追い出した 

三井を 胸にきざめ 

緑の田に 毒をもった 

下手人を ゆるすな 



たたかいは よしながくても 

おやたちの 恨みのながきを おもえ 

いのち守り 田を守ると 

こぞり立つ ひとびとの ちから 

真実の つよさと勝利の 

たしかさを 信ぜよ 

 

さあ 

おまえと おまえが迎える妻のため 

おまえらの 子どものために 

おやじの おれにつづけ 

おれを 乗り越えろ 

たたかいに組んだ 手をほどくな 

怒りを もやせ 

三井が ひたいを地につけるまで 

神通の水 とりかえすまで 

 

◆展示室展示 

◇ イタイイタイ病のはじまり 

・神通川と人々の生活 

   神通川は昔から「神の通る川」としてあがめられ、人々の生活には欠くことのできないもので

した。神通川の運んでくる土砂でできた大地は豊かな農作物を育て、サケやアユなど沢山の

魚が獲れました。流域の多くの家庭では水道が普及するまで、豊富できれいな川水を生活用

水として利用していました。これは大きな河川の流域ではどこにでも見られたる生活風景でし

た。-以下略- 

・農業被害の発生 

   清く澄んでいた神通川は、明治の終わり頃から米のとぎ汁のように白く濁ったり、魚が死んで

浮かんだりするようになりました。 

   用水から水方に入り込む水口一帯はどろどろした廃滓がたまり、田の中にも入り込んで稲も

枯れました。 

・病気の発生 

   おそくとも大正の中頃には、神通川の水を耕作や生活用水として使う人の間で原因不明の

不思議な病気が現れはじめました。患者は身体の各部分が激しく痛み、骨がもろくなり簡単

に骨折してしまうのです。あまりの痛さに耐えられず「イタイイタイ」と泣き叫ぶことから、イタイ

イタイ病といわれるようになりました。 

   それは神通川の水を取り入れている大沢野用水、大久保用水、牛ヶ首用水等が灌漑する神



通川下流の地域にだけみられました。 

・病気の特徴 

   痛みは悪化しながら何年も続き、特別の外的要因もなしに突然歩きにくくなります。その歩き

方は独特で、足の痛みをかばいながらゆっくり歩くので、アヒルの歩き方にそっくりです。数年

十数年後には歩くこともできず。寝たきりになります。 

  
 
・ 患者・家族の苦しみ 
 

 

骨折のため、人の足とは思えないほどに変形した患者の足 



 

 



 

 

 



 

 
 
◆ ビデオ 

展示室では、57 分にまとめられたビデオの視聴をさせていただいた。当時の人々の声と映像

はけっして無理難題を吹っかけてはいない。冷静に慎重に被害に立ち向かう事実が映し出さ

れる。会長さんのお話では修学旅行の生徒たちも訪れるそうだが、日本中の中高生にぜひ視

聴してもらいたい映像である。 

・ 遺骨はボール紙を燃やしたみたい。僅かな灰しか残らない。 

・ 小松会長は県や町が対応しないため新潟水俣病から学んで裁判を起こした 

・ 公害先進県 富山湾/水銀・マンガン・カドミウム・フッ素・ヘドロほか   漁民も立ち上がって 

・ 安中/亜鉛/煙/カドミウム  生野(兵庫)/カドミウム  黒部/カドミウム 
 

 

 

 

 



わずか 3時間では展示のすべてを見ることはできなかった。そのため、日本弁護士連合

会の中下弁護士に頂いた表記著書の中から、清流会館の展示で閲覧できなかった部分を抜

粋して、ここにとどめておきたい。 

 
Ⅱ イタイイタイ病の概要 
◆ 日本弁護士連合会著「化学汚染と次世代へのリスク」(2004 年 9 月発刊)から 

(1) イタイイタイ病とカドミウム汚染 

① イタイイタイ病とは 

―略― 

カドミウムは白銀色をしたやわらかい重金属で、ごく微量であれば人間にとって必要不可欠なも

のであるが、摂取しすぎると有害となる。腎臓の尿細管がカドミウムによって障害を受け(再吸収

障害・カドミウム腎症)、リンやカルシウムなど血液中にあって人の健康のためには必要な成分が

尿中に出てしまう。これらの成分は、人間の骨を構成する物質であり、それが排出されてしまうこ

とによって骨軟化症に罹患するのである。 

―略― 

② カドミウム汚染とイタイイタイ病 

神通川は、飛騨山地を源流部として北流し、岐阜県・富山県を通って富山湾に注ぐ流路延長

120km・流域面積 2720ha の一級河川である。その神通川上流部の岐阜県神岡町付近の「飛騨変

成岩」の中には、日本最大級の方鉛鉱・閃亜鉛鉱の鉱脈がある。方鉛鉱の中には銀が含まれて

いて、古くは 16 世紀末から銀採取が目的で採鉱が行われていた。1886 年に三井金属鉱山が全

山を買収統合した後、1905 年からは亜鉛採取を目的とした閃亜鉛鉱採鉱が始まる。 

ところで、この閃亜鉛鉱の中には、通常、カドミウムが 0.5～1.0%程度含まれている。かくして神

岡鉱業所における閃亜鉛鉱の採鉱・選鉱・精製等の作業の過程で発生した廃石・廃滓・排水・排

煙に含まれていたカドミウムが、河川・地下水・大気・土壌等の環境を汚染し、農作物(米・大豆

等)・魚類・飲料水等を汚染したのである。 

イタイイタイ病の患者は、1910 年代から報告されており、不治なるがゆえに「業病」と呼ばれて

恐れられ、原因も治療法もわからないまま、患者・家族の人たちは塗炭の苦しみを続けてきた。第

二次大戦後になって、ようやく調査・研究が始まり、栄養障害説・ビタミン D 欠乏説・過重労働説等

が唱えられた後、1961 年になって萩野昇医師等によってカドミウム鉱毒説が発表され、ついに

1968 年５月、カドミウム慢性中毒説を採用した厚生省見解が発表されたのである。 

③ イタイイタイ病訴訟 

厚生省見解が発表される直前の1968年3月に、イタイイタイ病の患者・遺族は三井金属鉱業を

相手に損害賠償請求訴訟を提起(1 次～7 次提訴・患者数合計 181 名)。1971 年 6 月 30 日、富山

地裁は被害住民全面勝訴の判決を下し、また 1972 年 8 月 9 日には、名古屋高裁金沢支部が慰

謝料の増額を認めた判決を下し、この訴訟は決着をみた。このイタイイタイ病訴訟は、無過失責

任を規定した鉱業法第 109 条に基づく訴訟であったことから、被告の過失は要件とならず、主とし



て因果関係の存否が問題となった。そして判決では「疫学を活用していわゆる疫学的因果関係が

証明された場合には、原因物質が証明されたものとして、法的因果関係も存在するものと解する

のが相当である」とされ(前記名古屋高裁金沢支部判決)、いわゆる4大公害訴訟の最初の判決に

おいて、疫学的因果関係の考え方を取り入れたのである。 

イタイイタイ病は日本の公害病認定第 1 号であり、2003 年 1 月現在で認定患者数 186 名(うち

生存者 4 名)、要観察者 336 名(うち生存者 4 名)であるが、認定以前に死亡した患者を含めると、

患者数は 1000 名以上になるのではないかと推定されている。 

④ 新たなカドミウム汚染の広がり 

ア 米などの農産物の汚染 

カドミウムによる環境汚染・健康被害は神通川流域だけのものではない。1977 年の厚生省の

調査によれば、食品・飲料水を通してカドミウムを 1 日 0.3μg 以上摂取する可能性があるか、また

は玄米中のカドミウム汚染濃度が平均で 0.4ppm を超える場合であって「環境調査の必要あり」と

されたのは、神通川流域以外にも 7 ヶ所あり、いずれも亜鉛鉱山・精錬所付近であった。神通川と

同じように亜鉛鉱山での採鉱・選鉱・精錬の過程で副産物として生成したカドミウムによる土壌・農

産物の汚染である。 

さらに近年、農作物とりわけ米のカドミウム汚染が問題となっている。現在、国はカドミウム汚染

が 1ppm 以上になると「汚染米」として扱い、食品衛生法により食品として用いることを禁止し、

0.4ppm 以上になると「準汚染米」として、工業用ののりなどに用いる措置をとっている。1997 年、

98 年に、食糧庁が全国の鉱山や精錬所などの大きな汚染源のない農地 3 万 7250 地点の検査を

したところ、汚染米 1 地点・準汚染米 95 地点検出という結果がでている。このような最近のカドミ

ウム汚染の広がりは、従来の亜鉛鉱山・精錬所からの汚染だけでは説明がつかない。 

イ 新たな汚染源 

そもそもカドミウムは劇物に指定されている一方、顔料・メッキ・合金・電池など幅広く利用され

てきている。世界保健機構(WHO)は、カドミウム発生源について「都市ごみは廃棄物に関連した

(カドミウムの)発生源であり、カドミウムは廃棄されたニッカド電池およびカドミウム顔料や安定剤

を含むプラスチックに由来する」としている(環境保健クライテリア 134「CADOMIUMU」1992 年) 

 これらの発生源のうち、日本においてはニッカド電池(正極にニッケル・負極にカドミウムを使う)

に含まれるカドミウムの消費量が急増している。そもそも日本は、世界最大のカドミウム消費国で

ある(世界の消費量の 37%、1999 年)。そして、そのうち電池へのカドミウムの消費は、1970 年に国

内のカドミウム消費量の 11.8%(176t)であったものが、1997 年には 84.6%(2102t)へと急増している

のである。それは、近年、携帯電話・パソコン等の普及によってニッカド電池の需要が急増してい

るためである。そのニッカド電池国内リサイクル率は、現在でも約 20%前後と見られており、残りの

電池がごみ焼却場や廃棄物埋立地などに大量廃棄され、カドミウム汚染源になっていると指摘さ

れているのである。 

(2)イタイイタイ病の対策 

①被害住民の闘いの結果勝ち取られた対策 



すでに述べたように、イタイイタイ病訴訟においては、1972 年8 月9 日、名古屋高裁金沢支部に

おいて被害住民全面勝訴の判決が出された。その翌日の 8 月 10 日、被害住民と三井金属鉱業

本社との間において、3 つの誓約書・協定書が交わされた。「イタイイタイ病の賠償に関する誓約

書」「土壌汚染問題に関する誓約書」「鉱害防止協定」がそれである。これらの大要は以下のとお

りである。 

 第一に健康被害救済の点では、三井金属鉱業がイタイイタイ病の原因が同社の排出にかかる

カドミウムであることを認めたうえで、請求額どおりの賠償金を支払うとともに、原告以外の患者・

要観察者に対しても誠意をもって賠償し、また今後の治療費などの療養関係費の全額を請求に

応じて支払うことを誓約する。 

 第二に、カドミウム汚染地域における過去及び将来の農業被害・土壌汚染の責任を負担するこ

とを前提に、汚染米の賠償や農用地復元対策事業における事業費費用総額の負担などを約束し

ている。 

 第三に、発生源対策として、被害住民ならびに専門家による立入調査を認め、資料提供を約束

するとともに、公害防止に関する調査費用の負担も約束している。 

 ―略― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あとがき 
 清流会館の展示を読みながら身震いするほどの怒りがこみ上げてきた。1910年代から患
者があったということは、すでに 100 年前からである。100 年経ったいまでも患者は居る
のである。裁判を起こした時点でもすでに 60年ほど経過している。川の水が白濁したこと
を考えれば、早期から原因は判っていたと推察できる。その長い期間を耐えてこられた地

域の方々、逆に排出者は知らぬ顔を決め込んでいたのだろう。ビデオでは元従業員が、大

雨のよる会社から召集されて堆積場の残渣を川に流したと証言していた。傷害罪に匹敵す

るのではないか。企業の犯罪だろう。誓約書に基づいて負担している療養費も、会長の話

しでは会社は 39.3%の負担割合で、あとの 60.7%は税金だそうだ。汚染者負担の原則はど
うなのだろうか。 



 農用地復元でも疑問を抱いた。わたしも水田 1ha を所有しているから、表土 30cm の入
替えと聞いていて不安に思っていた。そこで「土の入替え深さはどれくらいか」と会長に

お尋ねしたら、4～5m との返事だった。安心して、それ以上聞かなかったのだが、帰宅し

てから資料に眼を通していたら、写真の図がでてきた。毒は、その場所に置いたままなの

である。おそらく農家の方々はすんなり飲めなかったはずだが、ほかに処理方法がないと

か、この深さなら稲が吸収する量は自然界値と同程度だとか、国や県の農業専門家やさま

ざまな人々のかかわりの中で折り合いをつけたものだと推察される。でも稲の根は 2mも地
中に伸びると子どもの頃おそわった。そして地震時のクイックサンド現象による浮き上が

りも心配される。 

 
 提訴するまえにビデオに写ったご婦人は「役場に行って実情を訴えても、取り合っても

らえない」と言っていた。実際はそうではないのだろうが、住民に密着しているはずの地

域の行政が放置していたようにさえ思えてくる。まわりの関わり方も非常に大切なことだ

と教えられた。 
 神通川流域で起こったことが、いま国民総がかりで繰り返されている。ニッカド電池の

不適正処理である。日弁連の著書にあるように年間 1600t ものカドミウムが環境中に紛れ
込んでいる事実を世間はどう思うのだろう。いや、無関心な世間だから、これほど大量の

毒がうやむやにされるのだろう。汚染米の利用に関しては国が決定したことだろうが、工

業用の糊として使えば結局環境を汚染するだろう。このありのことに関しては、このあと

水俣を勉強した後「提案」として別途アップロードしたいと考えている。 


