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岡本達明資料
資料群ＩＤ：MD02　 　　　　　　　　　　 中分類：A01 カセットテープ（聞書水俣民衆史関係）  　 点数：1486点（＋WAV1点=1487点）　　       目録番号：MD02-A0100001-1～MD02-A0100349-2

寄贈受入決定日：2017年7月14日                        保管場所：熊本大学文書館書庫(黒髪北E2) 特別管理室 2018～2020年度　担当：香室

※資料ID例：　A0１ / 00001-1 ＝ MD02-A0100001-1

資料内容 作成者 媒体 本数 コピー/原本 資料受取日・備考 公開可否

A01 00001-1～00037 TO01 1～160 第1巻 明治の村 (1) 岡本達明 カセットテープ 160 原本 2017.8.1 要審査

A01 00038-1～00060-5-3 TO01 161～272 第1巻 明治の村 (2) 岡本達明 カセットテープ 112 原本 2017.8.1 要審査

A01 00061-1～00082 TO01 273～397 第2巻 村に工場が来た (1) 岡本達明 カセットテープ 125 原本 2017.8.1 要審査

A01 00083～00108-4 TO01 398～493 第2巻 村に工場が来た (2) 岡本達明 カセットテープ 96 原本 2017.8.1 要審査

A01 00109-1～00135-3 TO01 494～618 第3巻 村の崩壊 (1) 岡本達明 カセットテープ 125 原本 2017.8.1 要審査

A01 00136-1～00144-12 TO01 619～681 第4巻 合成化学工場と職工 (1) 岡本達明 カセットテープ 63 原本 2017.8.1 要審査

A01 00145-1～00148-3 TO01 682～694 第3巻 村の崩壊 (2) 岡本達明 カセットテープ 13 原本 2017.8.1 要審査

A01 00149-1～00166-11 TO01 695～819 第4巻 合成化学工場と職工 (2) 岡本達明 カセットテープ 125 原本 2017.8.1 要審査

A01 00167-1～00197-3 TO01 820～911 第4巻 合成化学工場と職工 (3) 岡本達明 カセットテープ 92 原本 2017.8.1 要審査

A01 追加1-1～追加2 TO02 358～361 第4巻 合成化学工場と職工 「水俣病訴訟と労働者証言関係」 岡本達明 カセットテープ 4 原本 2018.9.10 要審査

A01 00198-1～00218-3 TO01 912～1034 第5巻 植民地は天国だった (1) 岡本達明 カセットテープ 123 原本 2017.8.1 要審査

A01 00219-1～00238-5 TO01 1035～1156 第5巻 植民地は天国だった (2) 岡本達明 カセットテープ 122 原本 2017.8.1 要審査

A01 00239-1～00253-3 TO01 1157～1213 第5巻 植民地は天国だった (3) 岡本達明 カセットテープ 57 原本 2017.8.1 要審査

A01 00254-1～00279-8 TO01 1214～1299 第5巻 植民地は天国だった (未採録) 岡本達明 カセットテープ 86 原本 2017.8.1 要審査

A01 00280-1～00285-13 TO01 1300～1350 第5巻 植民地は天国だった 岡本達明 カセットテープ 51 原本

2017.8.1／カセットテープ所

在不明のWAVファイル

（00285-14)1件あり.

要審査

A01 00286-1～00299-11 TO01 1351～1393 月刊合化 水俣工場労働者史 (2) 岡本達明 カセットテープ 43 原本 2017.8.1 要審査

A01 00300-1～00330-1 TO02 558～610 聞書水俣民衆史 未採録テープ 書き起こしなし 岡本達明 カセットテープ 53 原本 2018.9.10 要審査

A01 00331-1～00346-1 TO02 611～641 聞書水俣民衆史 2017年送付テープへの追加分 岡本達明 カセットテープ 31 原本 2018.9.10 要審査

管理番号資料番号

元所蔵者：岡本達明

資料概要：『聞書水俣民衆史』1～5巻の編纂にあたり、寄贈者・岡本達明氏が行った聞き取り調査の記録カセットテープ。水俣で暮らした明治・大正生まれの古老たちの声を聞くことができる。未採録内容を含む。デジタル化済み。



岡本達明資料 MD02-A01　1487点

聞書水俣民衆史関係　カセットテープ

2 / 2 ページ

資料内容 作成者 媒体 本数 コピー/原本 資料受取日・備考 公開可否管理番号資料番号

A01 00347-1 TO03 追加1 59.10 飯島孝 ① 岡本達明 カセットテープ 1 原本 2020.8.25／化学産業史. 要審査

A01 00347-2 TO03 追加2 59.10 飯島孝 ② 岡本達明 カセットテープ 1 原本 2020.8.25／化学産業史. 要審査

A01 00348 TO03 追加4 75 - 10 岡本達明 聴き書きについて 近藤完一 岡本達明 カセットテープ 1 原本 2020.8.25 要審査

A01 00349-1 TO03 追加10 東大 山本ゼミ 1989.10.28 ①② 岡本達明 カセットテープ 1 原本

2020.8.25／カセットケース

記載「岡本達明氏を囲む会

1989.10.28 東京大学大学

院 山本ゼミナール ①② ／

岡本達明氏を囲む会 一九

八九・一〇・二八 ①②」.

要審査

A01 00349-2 TO03 追加11 東大 山本ゼミ 1989.10.28 ③④ 岡本達明 カセットテープ 1 原本

2020.8.25／カセットケース

記載「岡本達明氏を囲む会

1989.10.28 東京大学大学

院 山本ゼミ ③④ ／ 岡本達

明氏を囲む会 一九八九・一

〇・二八 ③④」.

要審査
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点数：581点                                               目録番号：MD02-B01001-1～MD02-B01192-3

 2018～2020年度　担当：香室

資料概要：『水俣病の民衆史』1～6巻の編纂・著作にあたり、寄贈者・岡本達明氏が行った聞き取り調査の記録カセットテープ。未採録内容を含む。デジタル化済み。

資料内容 (『民衆史』採録巻) 作成者 媒体 本数 コピー/原本 資料受取日/備考 公開可否

B01
001-1～015-3,

058-1～058-10
TO02

1～57,

188～197
出月 (第1巻～第6巻) 岡本達明 カセットテープ 67 原本 2018.9.10／未採録テープあり. 要審査

B01 016-1～029-2 TO02 58～110 月浦 (第1巻～第6巻) 岡本達明 カセットテープ 53 原本 2018.9.10 要審査

B01 030-1～057-9 TO02
111～187,

642～695
湯堂 (第1巻～第6巻) 岡本達明 カセットテープ 131 原本

2018.9.10, 2019.3.22／未採録テー

プあり.
要審査

B01 059-1～065-3 TO02 198～214 水俣病運動 (第3巻, 第5巻, 第6巻) 岡本達明 カセットテープ 17 原本 2018.9.10／未採録テープあり. 要審査

B01 066～085 TO02 215～274 水俣病全般 (第1巻～第3巻, 第5巻, 第6巻) 岡本達明 カセットテープ 60 原本 2018.9.10／未採録テープあり. 要審査

B01 086-1～086-9 TO02 275～283 五井ポリプロ工場大爆発 (未採録) 岡本達明 カセットテープ 9 原本

2018.9.10／テープ起こしなし.岡本作

成テープリストに, 爆発の概要, 「五井

ポリプロ工場大爆発については第5巻

pp8-24に記載」, 「重要」, 「五井爆発

ファイル工場全体配置図参照」の記

載あり.『水俣病の民衆史』第3巻・第4

巻「闘争時代」と関連あり.

要審査

B01 087-1～091-3 TO02 284～292 ニポリット (塩ビ工場) 大爆発 (第3巻) 岡本達明 カセットテープ 9 原本
2018.9.10／未採録テープあり.第3

巻・第4巻「闘争時代」と関連あり.
要審査

B01 092-1～097 TO02 293～304 加里変成工場 (未採録) 岡本達明 カセットテープ 12 原本

2018.9.10／巻数の記載なし.第3巻・

第4巻「闘争時代」と関連あり.　岡本

作成テープ起こしリストに、「1956年

塩ビ工場大爆発」と記載あり.

要審査

B01
110～117,

119-1～120-6
TO02

340～356,

363～376
第一組合闘争関係 (第4巻) 岡本達明 カセットテープ 31 原本

2018.9.10／未採録テープあり.第3

巻・第4巻「闘争時代」と関連あり.
要審査

B01 118-1～118-2 TO02 357, 362
水俣病訴訟と労働者証言関係 (第4巻, パンフ『水俣病訴訟における第

一組合労働者の証言』)
岡本達明 カセットテープ 2 原本

2018.9.10／岡本作成テープリストに,

「パンフレット『水俣病訴訟における第

一組合労働者の証言』に労働者の証

言あり」〔採録?〕と記載あり（パンフ

レットは案陳闘争10周年記念に, 合

化労連新日本窒素労働組合が製

作）.第3巻・第4巻「闘争時代」と関連

あり.

要審査

B01 121-1～125 TO02 377～401 安賃闘争関係 (第3巻) 岡本達明 カセットテープ 25 原本
2018.9.10／未採録テープあり.第3

巻・第4巻「闘争時代」と関連あり.
要審査

B01 126-1～163 TO02 402～498 戦前・戦中・戦後 工場労働者 テープ起こしなし (未採録) 岡本達明 カセットテープ 97 原本 2018.9.10 要審査

※資料ID例：　B0１ / 001-1 ＝ MD02-B01001-1

資料番号 管理番号

岡本達明資料
資料群ＩＤ：MD02　

元所蔵者：岡本達明

中分類：B01 カセットテープ （水俣病の民衆史関係）

寄贈受入決定日：2017年7月14日　　　保管場所：熊本大学文書館書庫(黒髪北E2) 特別管理室
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資料内容 (『民衆史』採録巻) 作成者 媒体 本数 コピー/原本 資料受取日/備考 公開可否資料番号 管理番号

B01 164-1～188-4 TO02 499～557 戦前・戦中・戦後 工場労働者 テープ起こしあり (未採録) 岡本達明 カセットテープ 59 原本
2018.9.10／関連するテープ起こし

ファイルはB02-040にあり.
要審査

B01 189 TO03 追加3 飯島孝 93.3.21 現地研究会 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／アセトアルデヒド工場に

おける有機水銀生成について.
要審査

B01 190-1 TO03 追加5 林竹二さんの授業 ① 創世記 ／ 「創世記」 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／若い患者を対象にした創

世記講義と討論.
要審査

B01 190-2 TO03 追加6 林竹二さん授業 ② 「創世記」めぐっての対話 54.1.10 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／若い患者を対象にした創

世記講義と討論.
要審査

B01 190-3 TO03 追加7 林竹二さんの授業 ③ 総括 ／ 総括 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／若い患者を対象にした創

世記講義と討論.
要審査

B01 191-1 TO03 追加8 80.6.11 水俣闘争弁護士座談会 copy ① ファイル34 ／ Aに同じ 岡本達明 カセットテープ 1 原本 2020.8.25／B01-123-1, 2のコピー. 要審査

B01 191-2 TO03 追加9 80.6.11 安賃闘争弁護士座談会 copy ② 岡本達明 カセットテープ 1 原本 2020.8.25／B01-123-1, 2のコピー. 要審査

B01 192-1 TO03 追加13 ① 2016, 3月22日 赤木洋勝ラボ訪問 岡本達明, 西村幹夫 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／メチル水銀分析法につい

て.
要審査

B01 192-2 TO03 追加14 ② 2016, 3月22日 赤木洋勝ラボ訪問 岡本達明, 西村幹夫 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／メチル水銀分析法につい

て.
要審査

B01 192-3 TO03 追加15 ③ 2016, 3月22日 赤木ラボ訪問 岡本達明, 西村幹夫 岡本達明 カセットテープ 1 原本
2020.8.25／メチル水銀分析法につい

て.
要審査
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中分類：C01 カセットテープ （水俣病の科学関係） 点数：36点                                            目録番号：MD02-C01098～MD02-C01189

寄贈受入決定日：2017年7月14日                        保管場所：熊本大学文書館書庫(黒髪北E2)  特別管理室                 2018～2020年度　担当：香室

資料内容 (採録書籍) 作成者 媒体 本数 コピー/原本 資料受取日・備考 公開可否

C01 098～109 TO02 305～339 戦後アセトアルデヒド工場 (『水俣病の科学 増補版』) 岡本達明 カセットテープ 35 原本

2018.9.10／岡本作成テープリストに,

「『水俣病の科学』の基礎資料で, 同

工場の技術と運転の実態を明らかに

した重要なもの」との記載あり.

要審査

C01 189 TO03 追加12 1/11 13・30' 西村肇発表 水俣病の原因解明 事件研究会 岡本達明 カセットテープ 1 原本

2020.8.25／『水俣病の科学』事件研

究会での報告 (水俣病の原因解明) .

関連論文「水俣病発生原因の謎が解

けた(1)」は『現代化学 = Chemistry

today. (323)』 (現代化学編集グルー

プ 編, 東京化学同人 出版, 1998.2)

pp60-66に掲載. 同じく「水俣病発生

原因の謎が解けた(2)」は『現代化学

= Chemistry today. (324)』 (1998.3)

pp14-22に掲載. 『技術と人間.

27(1)(283)』 (技術と人間 編・出版,

1998.2) に関連データあり.

要審査

資料番号 管理番号

※資料ID例：　C0１ / 098 ＝ MD02-C01098

資料群ＩＤ：MD02　

岡本達明資料

元所蔵者：岡本達明

資料概要：寄贈者・岡本達明氏が行った聞き取り調査の記録カセットテープ。戦前から戦後のチッソ水俣工場等に関する労働者の声が録音されている。『水俣病の科学』執筆の基礎資料として用いられ、チッソ水俣工場の技術と運転の実態解明に貢献

した。デジタル化済み。
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