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日本の公害経験の背景と技術移転

─大阪市の経験から考える

公害が減るだけでなく生産効率も上がるが︑

藤倉 良

ない︒先進国からは︑二酸化炭素を削減し

公害防止に資金を投じれば投資額より大

そのためには資金がいる︒

けれども︑環境対策に充当できる人材も

きなメリットが得られる︑あるいは︑投じ

ろとの声も上がっている︒
資金も不足している︒発展途上国の環境問

先進諸国における環境対策を振り返ると︑
まず公衆衛生に始まり︑次に公害対策︑そ

なければ︑より大きなディメリットを被る

日本の産業公害対策も︑工場にそれを認

題解決のためには︑先進諸国からの援助が
開発援助の世界では︑
﹁環境﹂は二○年

識させるための歴史であった︒そして︑成

して︑生活系環境問題や地球環境問題へと
日本も例外ではない︒政府は公衆衛生の

前には付け足しのような存在でしかなかっ

功の背景には︑地域の事情があった︒これ

と認識しなければ︑工場は対策を行わない︒

問題には︑古くから取り組んできた︒上下

た︒今では援助のメインストリームになっ

を理解することなしに︑日本の経験を他国

必要とされる所以である︒

水道の重要性は伝染病予防策として早くか

た︒

日本では︑地方自治体が国に先がけて工

で生かすことはできない︒
環境対策の技術と資金に対する開発途上国

夫を重ね︑公害対策に取り組んだ︒本稿で

日本は︑ＯＤＡが低落傾向にあるものの︑
からの期待は大きい︒政府も環境を援助の

振り返り︑公害対策技術移転の課題につい

対策に早い時期に成功した大阪市の経験を

は︑その中でも難しいと言われる中小企業
発展途上国にも有効であると考えられてい

特に︑産業公害を克服した日本の経験は︑

﹁目玉﹂としようとしている︒

保護や気候変動など地球環境問題が中心課

しかし︑産業公害の経験を他国に移転す

●公害を未然防止できなかった日
本政府

て考察する︒

現在の発展途上国はもっと厳しい状況に

ることは容易でない︒単なる技術移転だけ

る︒

おかれている︒先進諸国が長い時間をかけ

する一九六○年ごろまで︑
﹁公害﹂という

では完了しない︒いかに工場に対策費用を
工場にして見れば︑排水や排ガスの処理

語は人々に殆ど認知されていなかった︒工

て順繰りに解決してきた諸問題が︑一斉に
公衆衛生改善のために上下水道整備を行

は︑費用がかかるだけで︑何のメリットも

場ができれば︑空や川が汚れるのは当たり

日本が戦後復興から高度経済成長に移行
わなければならない一方で︑産業公害が発

もたらさない︒製造設備を新しくすれば︑

払わせられるかが成否を分けるからだ︒

生している︒フロンも削減しなければなら

噴出しているのだ︒︒
︒

題になっている︒

排ガスなどの生活系環境問題や︑オゾン層

一九八○年代からは︑家庭ゴミや自動車

以降である︒

公害対策が本格化したのは一九七○年代

られた︒

ら認識され︑明治・大正期から整備が進め

進んできた︒

●公害経験と技術移転
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前だった︒むしろ︑市民は煙突の煙を経済

が敷地内に立ち入ることは許されない︒そ

公害対策の中でも︑資金力にも技術力に

●大阪市の大気汚染対策

を絞って公害と戦っていた︒

うした状況の中で︑先進的な市役所は知恵

日本だけではない︒二○世紀初頭の英国︑

発展の証として歓迎していた︒
第二次大戦前の米国︑一九七○年代の発展
途上国でも︑工場の煙は﹁良いもの﹂であ
り﹁繁栄の象徴﹂だった︒

る︒

例えば︑大阪城の天守閣は戦前の市民の

寄付だけで再建された︒さらに︑余った寄

付金で大阪師団司令部の建物まで作って寄

付してしまった︒今でも都心部の市立幼稚

園や小学校には他所より良い施設がおかれ

また︑工場主は市民の公害苦情に困って

ている︒これも市民の寄付による︒

しかし︑多数の中小企業を抱える大阪市

いた︒彼らは︑市民組織の役員を務めてい

も乏しい中小企業対策は特に難しい︒

公害はたいしたものではなかった︒日本の

は︑一九六○年代に法令が市に何の規制権

たが︑苦情はここを通じて市に提出される︒

市民はそうであったし︑政府にとっても︑
場合︑戦後の政府の最重要課題は先進諸国

限も与えない中で対策を進め︑成果をあげ

し立てる組織の要職を務めていたのである︒

のキャッチアップにあり︑経済成長を公害

工場主は︑自分たちの体面を保つためにも

公害発生源である工場主が︑公害苦情を申

大阪市は公害防止条例も定めなかった︒

た︒

結果︑重化学工業振興を中心とした高度経

横浜市や北九州市などで行われていた企業

対策に優先させたのは当然と言えた︒その
済成長の裏側で産業公害が顕在化した︒

ある煙突から排出されるガスを調べ︑それ

て工場を取り締まることではなく︑無数に

従って︑市役所の仕事は︑法令に基づい

何とかして公害を減らす必要があった︒
企業が法的根拠のない行政指導に従った

けで大気汚染対策をすすめたのである︒

との公害防止協定も締結せず︑行政指導だ

そして︑公害が発生しても︑政府は直ち
に対策を講じたわけではなかった︒
公害対策関連法として︑一九五八年に水

背景には︑
﹁大阪人の心意気﹂があった︒

ぞれの工場がどこまで対策を打てば︑どこ

質二法が︑一九六二年にはばい煙規制法が

大阪には徳川幕府の直轄領であった時代

職員は公害防止機器の見本市に通い︑カ

にして調達できるかを示すことにあった︒

制定された︒しかし︑どちらにも生活環境

長い自治の歴史の中で︑区役所と市民組

まで空気がきれいになるか︑そのためには

織との間には対等な関係が築き上げられた︒

バンの中にいつもパンフレットを入れて歩

から︑広範な市民自治が認められ︑市民組

法律は公害の悪化を防止できなかった︒

らない限りにおいての公害対策であった︒

市民には︑区役所も自分達の自治組織であ

いた︒地域の事業者の会合にはまめに顔を

の保全を経済発展と調和させる調和条項が

工業都市ではゼンソク患者が多発し︑洗濯

るという認識があった︒有力商工業者は市

出し︑公害の現状と対策を参加者に示し続

どんな対策技術があって︑費用はどのよう

物は煤塵で黒くなり︑ストッキングには硫

民組織の役員に就任し︑行政と一体となっ

けた︒

織が連綿と継続してきた︒

酸ミストで穴があいた︒川は黒くにごり︑

て大阪市の経営に当たっているという認識

盛り込まれていた︒経済成長の足を引っ張

悪臭が漂った︒

そのため︑他都市ではあまりみられない

対策計画を作成した︒行政指導の法的根拠

るのかを納得さえすれば︑市の指導に従い︑

工場主は自社の公害がどこまで改善でき
一九七○年に公害国会が開催され︑一四の

市に対する寄付という行為が︑大阪では普

の有無は問題ではなかった︒

を持っていた︒
公害関連法が一気に成立してからのことで

通に見られる︒市の発展に役立つと納得さ

実効性ある公害対策が実施されるのは︑

ある︒それまで︑市役所には公害防止の権

えすれば︑市民は寄付をいとわないのであ

市役所も︑いったん計画書を受け取れば︑

限がなかった︒工場が拒否すれば︑市職員
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大阪は豊臣秀吉が構築した大綱下水に始

って進められた︒
まる四○○年の下水の歴史を有している︒

工場周辺で苦情を申し立てる市民に対して︑
規制権限が市長にないことを明文化した

対策工事が終わるまで待つように説得した︒
明治大正時代にも下水道整備が進められ︑︑

水管爆発事故︑油脂による下水道の閉塞な

公害国会で下水道法が改正されると︑河

どが発生した︒

川水質は急速に改善に向かう︒

資する﹂ことが追加されたのである︒下水

ばい煙規制法の制定は︑法的根拠に基づか

こうした古くからの資産を活用し︑市は

道は終末処理場を有するか流域下水道に接

下水道法の目的に﹁公共用水域の保全に

一九六○年に一九・二％だった下水道普及

続することが要件とされた︒

市内には縦横に下水道網が走っていた︒

率を一九八○年には九五・九％に急上昇さ

ない指導を行ってきた大阪市にとっては︑
むしろ不都合であった︒市長はそれを承知
の上で︑行政指導を推進した︒
行政と事業者との協力関係をうかがわせ

定期的な立ち入り検査と水質モニタリング

水道条例を改正し︑担当組織を充実させて

大阪市は法改正を受けて一九七二年に下

現在では市内の工場のほぼ全部が工場排

を開始した︒すべての終末処理場の高度化

せた︒

一九六九年︑大阪市は大気環境基準達成

水を下水道に流している︒工場排水対策は

も同年に完成させた︒

るエピソードがある︒
のため︑ビルなどの非生産設備に対して︑

公共用水域の水質を担当する環境部門では

工場排水量を減らすための経済的措置も

なく︑下水道部門の仕事である︒
整備されていても︑一九六○年代まで下

導入した︒一九七二年には︑排水量が多く

ルースカイ計画第二号を実施した︒
市は大型中華料理店経営者約一○○名を

水道の目的は都市部からの雨水と汚水の排

なるほど下水道使用量の単価が高くなる料

硫黄酸化物を行政指導によって削減するブ

集めて説明会を開催し︑石炭だき厨房機を

除であった︒下水が流れてゆく河川の水質

続く一九七三年には︑全国に先駆けて水

新たに開発された都市ガス厨房機に切り替

終末処理場では︑沈殿法といわれる簡易

質使用料の徴収を開始した︒高濃度の有機

金逓増制度を導入した︒

を中心とする経営者たちは︑ガスの火力が

処理だけが行われるところが殆どで︑下水

物を含む排水を排出する事業場から︑濃度

までは考慮されていなかった︒

石炭だきに劣らないことを理解すると︑数数
数

は殆どそのまま河川に放流されていた︒市

えるように要請した︒すると︑華僑経営者

日の間に次々に購入契約を行ったのである︒

こうして︑一九七○年代に市内河川の水

半分以下に減少した︒

九七四年から一九八三年までの一○年間に

この結果︑市内の工場の排水総量は︑一

に応じた別途料金を徴収する制度である︒
工場にも悪質なところがあった︒

内河川の水質は悪化し︑悪臭を放っていた︒

中華料理店から石炭だき厨房機は姿を消し

それからおよそ一年のうちに︑市内の大型

排水を下水道に流す場合には︑除害施設と

下水道法には︑水質基準に達しない工場

このようにして︑市は行政指導だけで大

呼ばれる排水処理施設を設置し︑基準に達

た︒
気汚染対策を進めた︒二三○の中小工場が

質は急速に改善の方向に向かった︒

市の他機関への人材派遣である︒他の地方

するまで処理しなければならないことが規
けれども︑市は立ち入り検査やモニタリ

公共団体や下水道事業団などに定期的に技

ひしめいた西淀川区でも︑一九六九年から

ングを行っていなかった︒このため︑悪質

術者を派遣し︑技術や経験を伝えている︒

特筆すべきは︑先進自治体としての大阪

な排水を流す工場が後を絶たなかった︒強

国内における技術移転事例である︒

定されている︒

酸性排水による施設の損傷︑原因不明の下

一○年間で二酸化硫黄の環境基準達成とい
う国の目標を二年で達成してしまった︒

●大阪市の下水道事業
水質汚濁対策は下水道の整備と管理によ
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それらに対して︑大気関係で八名︑水質

法令が存在しなくても︑行政能力が高いな

逆に︑大阪市の大気汚染対策の経験は︑

れる︒

関係で一四名の立ち入り検査専従職員が配

どの条件がそろえば公害対策は可能である

る︒

大阪市の産業公害対策の経験から︑開発

置されている︒彼らは︑関係機関職員の応

ことを示している︒

●大阪市の経験が語るもの
途上国の技術移転に関していくつかの教訓

援を得つつ︑毎年︑大気関係で延べ一五○

法令や対策技術は移転が比較的簡単であ

を抽出することができる︒

○回︑水質関係で延べ八六○○回の立ち入

伝統的な信頼・協調関係があった︒市民に

大阪市には︑市民や企業と行政との間に

治体は少ない︒けれども︑数多くの中小企

リング体制が整備・実施されている地方自

現在の日本でも︑これだけ手厚くモニタ

が必要なのである︒

現地の状況を十分踏まえた上での計画作り

公害対策の技術移転は一筋縄ではいかない︒

景にある社会状況や行政能力に左右される︒

る︒しかし︑成功するかどうかは︑その背

は自分たちが地方自治の一翼を担っている

業が操業する地域で︑適正な公害対策を行

り検査を行っている︒

という意識があり︑市のためならば︑多少

①社会的背景

の負担はいとわないという思いがある︒

は適切な公害対策がとられている所が増え

①藤倉良﹁日本の地方公共団体の硫黄酸化
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行政能力

定期的な立ち入り調査と事業者に対する

い人員でもモニタリングが可能となる︒
は十分な人材が確保されていなければなら
現在︑市内で立ち入り検査が必要な事業

に︑環境が改善されないという事例が見ら

ない︒
場は大気・水質関係どちらも約三○○○あ

発展途上国では︑公害関係法令が整備さ

指導は欠かすことはできない︒そのために

②

