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１．水俣病の原因となった
メチル水銀
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水俣病の原因

アセチレン アセトアルデヒド

メチル水銀

化学反応

無機水銀がアセトアルデヒド生産の過程でメチル水銀化することを発見！
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無機水銀 酢酸

酢酸ビニル

プラスチック



水銀はどこにでも存在する

15/2/24 16時29分 6



水銀の種類・特性

蒸気を吸い込むと体内に吸収され、長期間続くと、
肺や脳などに影響がでることがあります。

口から入ると脳には影響はないが、食道や胃など
が傷つきます。水銀

金属水銀

無機水銀
化合物

有機水銀
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体内への取込量が多いと脳などに作用し、
様々な神経症状を起こします。

アリル水銀
化合物

赤チンキ

アルキル水銀
化合物

メチル水銀

有機水銀
化合物



メッセージ（教訓）

当時の常識では、

無機水銀がメチル化することは想定外

自然の中では、想定外のことが起こりうる！

15/2/24 16時29分 8



２．水俣湾の環境回復に向けた
取組み
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水俣湾の魚の水銀値
１９６０～６６年までは、水銀に汚染された魚が多数いた。
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（魚
の
数
）

発病の可能性のある摂取量相当値



水俣湾の魚の水銀濃度（経年変化）
１９７０年代に入ると、水俣湾の魚の水銀濃度が基準値に落ち着いてきた。
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国が決めた魚の基準値
（0.4ppm）



水俣湾の魚の水銀濃度（1973年）
１９７３年の調査では、ほとんどの魚が基準値以内となっている。
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（
魚
の
数
）

発症の可能性がある摂取相当量



仕切り網の設置
魚の水銀濃度は確実に下がってきたものの、社会の不安を取り除くため、
１９７４年（昭和４９年）１月に仕切網を設置
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水俣湾の海底汚染の状況（１）
水俣湾の奥部（チッソ水俣工場に近いところ）の水銀値が高い。
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↑調査は610地点で行ったが、上述はその抜粋



水俣湾の海底汚染の状況（２）
海底汚染の状況を調べるため、６１０点の調査を行った。
調査の結果、25ppmを超えた地点の海底のヘドロを取り除く
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水俣湾の環境復旧に向けた検討

無機
水銀

メチル
水銀

検討の中で分かった水銀の性質
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水銀

魚の体内でメチル水銀になることはない
空気に触れるとメチル水銀になりやすい
紫外線があたるとメチル水銀化が促進される
淡水より海水中の方がメチル水銀になりにくい
水俣湾のヘドロはメチル水銀を吸着する
濁った水の方が水銀濃度が高い

どんな条件が必要？



水俣湾の海底汚染対策（１）

検討を踏まえ、細心の注意を払い、当時の最新技術を使用

（例）
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掃除機のようなもので、海底にたまった汚泥を吸い取った。



水俣湾の海底汚染対策（２）
工事中にヘドロが出ていかないか
しっかりと監視

潮の流れが速いため、
工事期間中はせき止め
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エコパーク建設
• 事業期間 １４年間

• 総事業費 約485億円
をかけて、平成２年に完成
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水俣市立水俣病資料館提供



仕切網の撤去

エコパーク建設後も、仕切網は設
置されたままだったが…

１９９７年（平成９年）７月２９日
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１９９７年（平成９年）７月２９日

「水俣湾の安全宣言」

同年、仕切網の撤去が完了



メッセージ（教訓）

長い年月、たくさんのお金、多くの人の労力で、
水俣の環境を回復してきた。

一度破壊された環境の回復には大変な時間と
費用がかかる！
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３．水銀に関する水俣条約の意義
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世界の水銀汚染

• 小規模金採掘による
水銀中毒

• 石炭火力発電所などから
排出される水銀
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↑石炭に含まれる微量の水銀が燃やされる
ことで煙突から排出される

←金を含む砂利から金だけを取るため水銀を使う。
そこで作業する人が気化した水銀を吸ってしまう。



水俣と世界の水銀汚染の違い

• 「メチル水銀」の形で海に流れた。
• 「メチル水銀」で汚染された魚介
類を食べて、中毒になった。

【
水
俣
】

• 「金属水銀」の形で大気に出る。
• 「金属水銀」を吸って、中毒になっ
た。
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【
世
界
】



水銀に関する水俣条約の意義（１）

管理
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地球規模の水銀汚染防止を目指す！



水銀に関する水俣条約の意義（２）

水俣条約の“目的”に、

「水俣病のような被害を二度と発生させないこと」

と記載

15/2/24 16時29分 26

水俣の教訓と取組みを世界へ！

水俣での水銀被害と環境復旧の取組みの経験が、世界で学ばれる



メッセージ

水俣条約をきっかけに世界中で水銀汚染対策が
進められていく。

既に水銀汚染問題がある国や、
水銀汚染が今後起こる可能性がある国など、

世界中が水俣の取組みに注目！
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４．これからのみなさんに
期待すること
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これからのみなさんに期待すること
（１）

自然の中では、想定外のことが起こりうる！

一度破壊された環境の回復には大変な時
間と費用がかかる！
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環境を破壊しないことが大切

予防のための取組みを進めよう！



これからのみなさんに期待すること
（２）

既に、ごみの分別をはじめとした
先進的な取組みを行っている
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世界中の環境を守るため、
自分たちの取組みを世界に発信しよう！



御清聴ありがとうございました。
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