公害を乗り越えた歴史を‘よっかいち’から届けます
The history of Yokkaichi which overcame serious environmental pollution.
太平洋戦争で負けた日本が、ゆたか
になるには近代的な工場や発電所が
必要でした。
四日市は日本をリードしてゆたかに
なりました。しかしそれと引き換え
に、ひどく大気や海水などが汚れ、
多くの病人が出ました。
こうした公害を引き起こさないよう
にしようという市民たちの意思が県
や市を動かし、工場や発電所はそれ
に従い最新の科学技術を使った環境
装置を取り入れました。

After the defeat in the Pacific War,
Japan showed amazing industrial
and economic development
especially in Yokkaichi with a
petrochemical complex.
Behind the development, we had
to overcome heavy environmental
pollution.
Democracy and technological
innovation helped the overcoming
from the difficulties.

四日市大学エネルギー環境教育研究会

編著

江戸時代の四日市
Yokkaichi in Edo era, the Tokugawa period.
四日市は江戸幕府の直轄地である‘天領’であり、この地域の
行政・商業の中心地でした。
Yokkaichi was a region under the Edo Shogunate`s direct control, being one of the
post-towns on the road from Kyoto to Edo(Tokyo). The Port of Yokkaichi was seriously
damaged by earthquake in the late of Tokugawa period.

港があり、東海道五十三次の
宿場（四日市宿）として栄えま
したが、江戸末期に安政の大
地震によって港が壊滅し、船
による交易が衰退しました。
四日市は尾張の宮宿（熱
田）と渡し船で繋がり、東海道
や伊勢参りの旅人に多く利用
されました。

100年前の四日市
Yokkaichi in a century ago.
稲葉三右衛門は、江戸時代に伊勢で船を使った問屋（船問屋）をして
いました。自分のお金を使って、四日市港を１０年かけて大きな港へと
修復して、１８８０年に完成し、四日市の繁栄の基礎を作りました。
それ以来、四日市は国内ばかりか国際貿易港として栄えました。
A famous shipping agent Mr. Inaba Sannemon expended his private fund and the
port was renewed in 1889 after ten years of reconstruction. The port of Yokkaichi
became prosperous as not only domestic but also international port.
昭和七年羊毛第一船入港（四日市港管理組合ＨＰ）より
The cargo boat transported wool from abroad in 1931

太平洋戦争前後の四日市
Yokkaichi during the Pacific War
海軍は1939年頃から、戦争に備えて原油の製油所と、ロケット
燃料貯蔵場、宿舎を完成させました。
Japanese navy constructed fuel storage and barracks since 1939 for the war.
In June July and August, Yokkaichi was attacked by American bomber planes B29 and
the stockyard together with the city area was utterly destroyed.

１９４５年６月１８日から８月８
日まで合計９回、アメリカ軍Ｂ
２９戦略爆撃機が四日市を
爆撃し、市街地と、海軍燃料
廠をはじめとする工場群は
壊滅的被害を受けました。
戦後間もない頃の海軍燃料廠跡
四日市商工会議所発行「目で見る四日市の１００年」より

Naval fuel stock yard

経済成長を支えた四日市
Petrochemical Complex of Yokkaichi led economic
and industrial development of Japan.
コンビナートの姿：海軍燃料廠跡に工場ができるというので、市民は期
待した（平野孝「菜の花の海辺から」下巻ｐ．２４４）。
People of Yokkaichi expected economic and industrial development through
construction of Petrochemical Complex in the previous naval fuel stock yard.

海軍燃料廠跡に建設されたコンビナート
四日市商工会議所発行 「目で見る四日市の１００年」p.10より作成

Bird view of the Petrochemical
Complex along the sea

歳出規模の推移（１９５８＝１００）

The number of asthmatic began to increase
Yokkaichi pollution-related disease authorization started
Environmental Pollution Prevention Act started
a first grade elementary student died of asthma
Regulations for preventing pollution revised in Mie Prefecture
(Regulation of sulfur oxide emission)

指数 index
（１９５８＝１００）
6000

三重県公害防止条例改正（硫黄酸化物の総量規制）

5000

4000

3000

2000

Annual expenditure index of the city of Yokkaichi(1958=100)

四
日
市
市
公
害
病
認
定
制
度
発
足

ぜ
ん
そ
く
患
者
が
拡
大

公
害
対
策
基
本
法
成
立

小
学
一
年
生
男
児
が
ぜ
ん
そ
く
で
死
亡

四日市
Yokkaichi

全国都市平均
Average of Japan

四日市
全国都市平均

Regulations for preventing pollution revised in Mie Prefecture
(Regulation of nitric oxides and COD emission)

三重県公害防止条例改正
（窒素酸化物およびＣＯＤの総量規制）

1000

Yokkaichi asthmatics won the suit

「四日市公害病」患者側が裁判で勝訴
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公害の時期と経済的恩恵が全国平均を上回る時期が一致
Coincidence of time of the pollution and time of the benefit of the economy
単位 万円

ratio of Yokkaichi vs. average of cities in Japan
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四日市公害と経済
Pollution of Yokkaichi and its economic development
四日市にできた石油コンビナートは日本経済の発展のシンボルとなりました。そし
て四日市の経済をうるおしました。しかし、工場の煙突から硫黄酸化物が大気に大
量に放出され、多くの人たちが咳をしたりぜんそくになりました。公害の発生です。ま
た工場からの排水も伊勢湾を汚しました。
ぜんそく患者が拡大し、裁判になりました。また、三重県は四日市公害病認定制度
を発足させました。四日市公害などがきっかけとなり、国は公害対策基本法を制定し
ました。そして環境庁が設置されました。
四日市を始め日本にいくつものコンビナートが作られたので経済が発展しました。
四日市でも市民一人当たりの予算額が全国平均を上待った時期と、コンビナートの
公害がひどかった時期とが一致しています。つまり、コンビナートによって生活が豊
かになった反面、公害という不都合が起きたのです。

国民が選挙で選ぶ国会議員、四日市市民を始め三重県民が選ぶ県会議員や県知
事は世論を受けて国の法律や県の条例などを制定しました。そのことが公害企業に
環境装置の設置を促しました。また、研究機関や企業が環境装置の開発を行い環境
装置の技術が大幅に進歩しました。こうして、公害は技術開発つまり科学技術の発
展・実用そして民主主義によって克服されたのです。但し、公害病患者の方々が健
康を取り戻せたわけではありません。公害は一度引き起こしてしまうと、その被害を
受けた人たちを後々まで苦しませてしまうのです。

四日市公害と経済
Pollution of Yokkaichi and its economic development
Petrochemical complex was a symbol of economic development in Japan, resulting in much
satisfaction of economy in Yokkaichi. However, pollutants such as sulfur oxides were emitted
from chimneys of the factories, which caused bronchitis and asthma among many people,
the Yokkaichi disease. Waste water polluted Ise Bay, too.
The number of asthmatics increased and they brought the pollution into court and won. Mie
prefecture set regulations for preventing pollutions besides government and the diet of Japan
set Environmental Pollution Prevention Act, when the Environmental protection agency
started.
Several petrochemical complexes were constructed in Japan and economic development
was realized simultaneously. In Yokkaichi, for example, per capita expenditure in the city
budget surpassed that of average of all the cities of Japan. Coincidence of time of the
pollution and time of the benefit of the economy was found. It means wealth brought
pollution.
As most members of the diet and prefectural assembly as well as prefectural governor are
elected in Japan, they were very in favor of the pollution preventing act or regulations,
otherwise they were hard to be elected. Research and Development institutions were eager
to develop pollution preventing technologies, which were introduced in the petrochemical
complex factories.
It is important, should be kept in mind, that patients through asthma or other pollution
diseases are still staying in beds. One any industrial pollutions attack people, the damage
would not recover completely, forever.

公害の発生
Pollution covered Yokkaichi district
Pollution was not in air but also water, land and gave other bad effect to person.
Water pollution(fish in Ise Bay with bad smell)
 水質汚濁（伊勢湾の異臭魚）
Air pollution(asthmatics)
 大気汚染（ぜんそく患者）
 悪臭（玉ねぎの腐ったような悪臭） Bad smell as that from rotten onions
noise pollution
 騒音
 地盤沈下 subsidence
vibration pollution
 振動
 土壌汚染 soil pollution
石油化学コンビナート
を立地するのに、旧海
軍燃料廠跡地を利用す
ることで、住居地等へ
の環境影響を考慮しな
いまま、大規模な工業
化を推進したために公
害は発生した。

Petroleum Complex was designed
and constructed into the previous
naval fuel storage area, without
any assessment of environmental
impact. This is one of a major
causes of the Yokkaichi Pollution.

公害からの脱却
Pollution Conquest
 燃料転換：含有硫黄分の少ない燃料を使用。
Fuel switch: from sulfur rich fuel to sulfur free fuel
 環境設備導入：脱硫装置、脱硝装置、電気集塵機。
Installation of pollution control facilities: desulfurization and
denitrification facilities and electric static precipitator.
 患者たちの神様：吉田先生
Professor K. Yoshida, a great leader acted from both sides,
patients in the court and local government.
 公害訴訟
Pollution damage suit
 民主主義という政治の仕組みの効用
Political scheme based on Democracy

Clean gas(to Stack)

石灰石を粉状にして、水との混合
液をつくり、排ガスに霧のように吹
きつけると、排ガス中のSOｘと石灰
が反応して亜硫酸カルシュウムに
なります。これを酸素と反応させ
て、石膏として取り出します。

Pump

Flue Gas
Lime and Water
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To Gypsum
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Facility

Calcium Sulfite

Pump

排煙脱硫装置のしくみ
Configuration of Desulfurization Facility

The limestone is powdered
and mixed with water.
When this is blown as a
mist into the flue gas, the
Sulphur oxides within the
exhaust gas react with the
lime to form calcium
sulfite. This is combined
with oxygen, reacting to
form gypsum.

燃焼改善によるNOx低減対策
二段燃焼法、排ガス混合法
NOxは、燃焼温度1000℃以下ではわずか
しか生成されず、1300℃以上では急激に増
加するという性質があります。燃焼改善とし
ては、温度の急激な上昇を抑制する方法に
よって発生を低減させます。その一つとし
て、二段燃焼法がありますが、これは、燃焼
に必要な空気を少なめに供給し、更に火炎
の上段に空気を送り込んで完全燃焼を図る
ものです。これに対し、排ガス混合法は、燃
焼排ガスを燃焼用空気に混合し燃焼速度を
遅くする方法です。

In this method the air volume required for
complete combustion of fuel is supplied in
two stages:at the burner inlet and at the
burner top(top air port)
This method improves the way in which
fuel is atomized and air is supplied

NOx Emission Control Measures Based on
Improvements in Combustion Efficiency
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排煙脱硝装置のしくみ

Configuration of Flue Gas Denitrification Facility

Flue Gas

Catalytic Layer
Clean Gas

When ammonia is added to the flue gas, which includes NOx, and passed through the catalytic
layer, the catalyst causes the NOx to separate into nitrogen and water

電気集じん装置のしくみ Configuration of Electrostatic Precipitaor
電気集じん装置
高圧の直流電圧を荷電
した電極間にばいじんを通
すことにより、ばいじんは
マイナスの電気を帯び、プ
ラス側の電極に吸着しま
す。吸着されたばいじん
を、周期的な槌打によって
下部ホッパーに収集する
ことにより、排ガス中のば
いじんを取り除く方法で
す。

Clean Gas

Collected
Particulates

The electrostatic percipitator
uses a voltage differential
between two electrodes to
extract and collect particulates.

Collecting
Electrode
Flue Gas
Discharge Electrode

Thermal power plants in Japan emit much less pollutants (sulfur oxides and nitric
oxides) than those in other developed countries.
SOx排出単位
SOx emission(gram/kWh)

Canada

France

Germany

Italy

United Kingdom

NOx排出単位
NOx emission(gram/kWh)

Japan
U.S.A
Average of these six countries

患者たちの神様
Great leader, Professor K. Yoshida
•

三重大学医学部吉田克己教授：一人二役
・四日市公害裁判の患者側証人
・三重県庁が行った公害規制行政のトップ
⇒三重県の医療費補助の発案
⇒四日市市の医療費補助
⇒公害健康被害補償法（日本の法律）
（ １９６８年～８８年施行）
• Prof. Yoshida behaved as a witness in the pollution court for the plaintiff
side, the pollution disease patients, and was a top leader in the Mie
prefectural government to control industries. His tough efforts avoided
bad battle among plaintiff, pollutors(companies) and the local
government.
• Based on Prof. Yoshida’s advice, Mie prefecture suggested medical
subsidy and the City of Yokkaichi made a subsidy system to the patients.
This system led to the pollution-related health damage compensation
law.
（平野孝「菜の花の海辺から」下巻（法律文化社１９９７年刊）第１章より）

公害訴訟
Pollution Suit
• 1967年9月、ぜんそく患者9人が、コンビナート6社を提訴した。津地方裁
判所は1972年7月24日、6社に8821万円の支払いを命じた。
• 企業側は控訴せず、２年後に公害健康被害補償法が施行された。
• 日本の公害行政や日本各地の公害訴訟に大きな影響を及ぼした。
⇔市民の声が裁判を通じて政治を動かす
民主主義。
⇔公害を克服する知事や市長を選挙で選ぶ
民主主義。
In 1967, nine asthmatics filed a suit for pollution damage against six companies of
the Petrochemical complex and the court ordered to the six companies to pay about
ninety million yen. Two years later, the companies decided not to appeal to higher
court.
This pollution suit much influenced any environmental administration and other
pollution suit in Japan.
Citizen voices influence government through pollution suit, while they take votes on
who is in favor of the pollution prevention. These are mechanisms of democracy.

汚染対策をしても、被害者の健康は戻らない。
⇒大気がきれいになっても補償は
しばらく増え続ける（日本全国のデータ）。
Once pollution damages human health, it would not recover again. This graph shows
that the compensation for the pollution asthmatics increased after decreasing the sulfur
oxides emission.
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公害健康被害補償予防協会「日本の大気汚染経験」
ｐ．５１．図３－１より作成

大気中のＳＯｘ濃度は顕著に下がった
Sulfur oxides’ concentration in air acceptably decreased in about ten years.
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公害健康被害補償予防協会「日本の大気汚染経験」ｐ．５１．図３－１より作成

1995

今の四日市

旧四日市港から第２コンビナートの遠景
Present Yokkaichi covered with clean sky and air.

コンビナートの今

四日市商工会議所発行 「目で見る四日市の１００年」より

Environmentally clean view of Yokkaichi petrochemical complex in 21 st century.

四日市コンビナートの夜景 http://photohito.com/photo/2048154/より
Beautiful nigh view of the petrochemical complex nowadays

ICETTと
四日市大学環境情報学部
ICETT and the faculty of environment and information sciences,
Yokkaichi University.
 途上国への環境技術移転を目的に、1990年四日市に（財団法人）国際
環境技術移転研究センター（International Center for Environmental
Technology Transfer）が設立された。
我が国とりわけ四日市での公害経験と環境技術の蓄積を活かし、各国と
協力して積極的に世界に貢献していくことを使命としている。
 2007年に四日市大学に環境情報学部が設立され、公害を学問として身
に着けた学生を輩出している。
International Center for Environmental Technology Transfer was founded in
1990 at Yokkaichi, aiming to contribute any developing countries which want
to solve the pollution problems by offering Yokkaichi Pollution Preventing
Story and Technologies.
In 2007, Faculty of environment and information sciences was opened in
Yokkaichi University to educate challenging students against environmental
problems such as pollution and other possible problems.

中国大陸を襲うPM２．５
• 原因：数年前までは石炭燃焼による煤塵と硫黄酸化物が大気汚染の原因だっ
た。最近は著しい自動車の増加により、直径2.5マイクロメーター以下の超微粒
子PM2.5が中国全土を覆い、朝鮮半島や日本列島その他東アジアにまで大気
汚染をもたらしている。

• 対策：自動車への環境装置の普及、石炭火力発電所や中小工場などで使わ
れているストーカー型ボイラーへの環境装置の設置。
• 四日市の経験をどう活かせるか？
まずは民主主義の普及
⇒市民自らが公害から健康を守る権利を主張
⇒公害を防ぐ政治の確立
• In the past, bigger particulate and sulfur oxides are major pollutants in China. Coal
combustion emitted the pollutants. Recently huge number of automobiles emit PM2.5
as well as nitric oxides in China and they fly to neighboring countries. PM2.5 particulate
are very small and damage human lungs.
• Emission control instruments should be housed to any automobiles and coal fired
electric power plants in China especially to small sized boilers.
• Experience of Yokkaichi pollution prevention provides useful effective way against
pollution in China, especially the Democracy together with Environmental Technologies.

http://ipod.itemget.com//img/13/01/pm2.5map-03.png

http://www.theliberty.com/article.php?item_id=5571
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news
/20130113/frn1301131335002-n1.htm
http://img.recordchina.co.jp/imgout.php?m=5
&img=CFP435350688.jpg&s=366321&u=

結論
Conclusion
工業の発展⇒経済成長⇒公害⇒健康被害

民主主義
環境技術
健康被害⇒公害訴訟⇒法律・条令など
⇒環境対策
⇒被害者救済
Democracy/Environmental Technology
Health damage ⇒ pollution suit ⇒ environmental protection laws & regulations
Pollution Control

Relief of victims

ようこそ。 公害を改善した四日市へ！
目次がありません。

どのページからでも入ることができます。
興味のあるページがあったら、隣の人と話題にしてください。
もっと興味がわいてきたら‥！
きれいになった四日市に来てください。
四日市大学に来てください。
ICETTに来てください。
みんなで未来を考えましょう！

This article in an entrance to Yokkaichi which overcame Pollution.
This article has no content page thus we invite you to any page that you may open.
If you find any interest in your favorite page, please discuss with you neighborhood.
If you feel more interest about Yokkaichi, why not visit Yokkaichi ,not only by rail but also
internet, where you should find cleaner Yokkaichi than expected.
Why not visit Yokkaichi University, why no ICETT?
Let us consider, discuss our common future.
この冊子は公益財団法人大阪コミュニティ財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）より支援を受けております。

