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　　　　追悼　生井兵治

なぜ彼はそれまでの人間関係を棄
ててまでも、ルビコン川を渡り、１つ

の目的を選び取ったのか？
それはチェルノブイリ法日本版を選
び取るのと似ている。

２０１８．４．７

柳原　敏夫
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生井は生きている

２００７年　パルシステム主催の報告会
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禁断の科学裁判
遺伝子組み換えイネの野外実験差止裁判

2005年4月15日、新潟県上越市にある元農水省の北陸研究セン

ターは、そのＨＰで、遺伝子組換えイネの野外実験を行なうと突
然、発表。市民がゴールデンウィークに入る最初の休日の４月29
日にその説明会が開催‥‥
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多くの市民と地元自治体の反対にもかかわらず、その声に真摯に耳を
傾けることなく、その野外実験が周辺農家のイネとの交雑の危険性
（遺伝子汚染）や風評被害の問題点について、市民に十分納得の行く
説明もできないまま、同センターは、予定通り５月３１日、 遺伝子組
換えイネの田植えを強行。
もはや、このままでは適切な情報公開と真摯な説明責任を期待するこ
とは不可能と判断した市民有志は、６月２４日、新潟地方裁判所高田
支部に野外実験の中止を求めて提訴するに至った。
この裁判の中で、この野外実験が遺伝子汚染の恐れがあり、さらには
ディフェンシン耐性菌という前代未聞の耐性菌の出現により地球の生
態系と人の健康に重 大、深刻な影響をもたらすのではないかという問
題が日本と世界の研究者から警鐘。にもかかわらず、日本の裁判所は、
この危険な野外実験を容認。そこで、２年目の野外実験中止を求めて
第二次裁判が提訴。
私たちの行動は、声なき生態系と声なき未来の子孫たちからの命令に
従ったもの。私たちの生態系の破壊を未然に防止するために、声なき生態
系と未来の子孫たちになり代わって、遺伝子組換えイネの野外実験の中
止を求めて裁判を起こした世界市民たちの取り組み（ＧＭイネ裁判公
式ＨＰの解説より）。その中心にいた一人が生井兵治さん。
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被告の答弁(反論)
本申立は、本実験を批判し、批判を喧伝する手段の一つと
して行われたとしか考えられず、手続を維持するだけの法
律上の根拠は全く認めることができない。本申立において
は、そもそも一般的な高等教育機関で教授ないし研究され
ている遺伝子科学の理論に基づいた主張を展開しているも
のではなく、遺伝子科学に関し聞きかじりをした程度の知
識を前提に特定の指向をもった偏頗な主張を抽象的に述べ
ているに過ぎず、また法的に考察しても非法律的な主観的
不安を書きつらねただけのものとしか評価しようがなく、
被告としてはかような仮処分が申し立てられたこと自体に
困惑するばかりである。

本申立について、一刻も早く却下決定を賜り、債務者を本
手続から解放いただきたい。(2005年6月28日答弁書１９頁)
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被告の答弁(証拠)

仮処分申立から３週間後に、実験の安全性を
主張する被告から出された証拠とは‥‥

書式に従い数日間で掻き集めた、

全国各地の大学等の研究機関
のバイオ研究者たち約７０通の
「申立却下を求める要請書（乙３
８～１０３）」
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被告センターの代表者の本音
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ディフェンシン耐性菌の危険性

•順天堂大学医学部平松啓一教授の意見書
「カラシナディフェンシン耐性菌は、カラシナディフェンシンに
耐性をもつのでカラシナにとり深刻な脅威となる。さらに、ディ
フェンシンは細菌、真菌、植物、動物にいたる生物界に広く分布
しており、そのため、この耐性菌は、他の多くの動植物や昆虫が
作り出すディフェンシンにも耐性をもつ可能性がある。そうなる
と、このこのこのこの耐性菌耐性菌耐性菌耐性菌はははは、、、、カラシナカラシナカラシナカラシナだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、自然自然自然自然のののの生態系生態系生態系生態系そのものそのものそのものそのものこのこのこのこの耐性菌耐性菌耐性菌耐性菌はははは、、、、カラシナカラシナカラシナカラシナだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、自然自然自然自然のののの生態系生態系生態系生態系そのものそのものそのものそのもの
にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになります。。。。これはこれはこれはこれは，，，，決決決決してしてしてして荒唐無荒唐無荒唐無荒唐無にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになります。。。。これはこれはこれはこれは，，，，決決決決してしてしてして荒唐無荒唐無荒唐無荒唐無
稽稽稽稽なことではありませんなことではありませんなことではありませんなことではありません。。。。稽稽稽稽なことではありませんなことではありませんなことではありませんなことではありません。。。。

　このこのこのこの野外実験野外実験野外実験野外実験はははは、、、、生物界全体生物界全体生物界全体生物界全体のののの規模規模規模規模ででででディフェンシンディフェンシンディフェンシンディフェンシン耐性病原耐性病原耐性病原耐性病原このこのこのこの野外実験野外実験野外実験野外実験はははは、、、、生物界全体生物界全体生物界全体生物界全体のののの規模規模規模規模ででででディフェンシンディフェンシンディフェンシンディフェンシン耐性病原耐性病原耐性病原耐性病原
体体体体のののの発生発生発生発生とととと自然界自然界自然界自然界でのでのでのでの増加増加増加増加というきわめてというきわめてというきわめてというきわめて重大重大重大重大なななな問題問題問題問題をはらんだをはらんだをはらんだをはらんだ体体体体のののの発生発生発生発生とととと自然界自然界自然界自然界でのでのでのでの増加増加増加増加というきわめてというきわめてというきわめてというきわめて重大重大重大重大なななな問題問題問題問題をはらんだをはらんだをはらんだをはらんだ
実験実験実験実験ですですですです。。。。生態系全体生態系全体生態系全体生態系全体にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる、、、、院内感染院内感染院内感染院内感染などのなどのなどのなどの限定限定限定限定されされされされ実験実験実験実験ですですですです。。。。生態系全体生態系全体生態系全体生態系全体にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる、、、、院内感染院内感染院内感染院内感染などのなどのなどのなどの限定限定限定限定されされされされ
たたたた領域領域領域領域のののの耐性菌耐性菌耐性菌耐性菌のののの問題問題問題問題とはとはとはとはレベルレベルレベルレベルのののの違違違違うううう大大大大きなきなきなきな危険性危険性危険性危険性をはらんでをはらんでをはらんでをはらんでたたたた領域領域領域領域のののの耐性菌耐性菌耐性菌耐性菌のののの問題問題問題問題とはとはとはとはレベルレベルレベルレベルのののの違違違違うううう大大大大きなきなきなきな危険性危険性危険性危険性をはらんでをはらんでをはらんでをはらんで
いますいますいますいます。。。。いますいますいますいます。。。。耐性菌の出現は必至で、そのためイネの罹病回避の効果
自体も近い将来著しく低下するものと予測されます。耐性菌発生
のメカニズムを十分に理解する科学者であれば、この野外実験は
危険性が有効性を上回る試みと言わざるを得ないと考えます。」
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木暮一啓木暮一啓木暮一啓木暮一啓東大教授の意見書（２００６年）
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遺伝子組み換えイネ野外実験の果実

遺伝子組み換え作物栽培実験を規制する新
潟県条例の制定（２００６年３月３１日）

　　　　　↑

モデルがあった。それが、

「北海道遺伝子組換え作物の栽培等による
交雑等の防止に関する条例」（2005年3月31

日）
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3月18日の結成集会とは何か？
参加者ひとりひとりが、

Do you know where you are going to?

を自問自答する場。
結成集会とは何か？５つのＷと１つのＨを問い直し、問い続
ける場。

What：チェ法日本版の制定で何をやろうとしているのか。

Why:なぜ、チェ法日本版の制定をやろうとしているのか。

Who:チェ法日本版の制定をやろうとする者とは何者なのか？

Where:どこで、チェ法日本版の制定をやろうとするのか？

How:どうやって、チェ法日本版の制定をやろうとするのか？
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３１１以後の出来事からいろんな
意味が見えてきた

どれも、学校で、授業で、教科書で、マスコミで
教わったようなことではない。

世間世間世間世間というというというという書物書物書物書物から学ぶしかなかった。
－＞結成集会も「世間という書物」の大切な１
つ。

◎社会のマインドコントロールから知的に自衛
し、精神的自立を育むやり方を学んだこと。



14

結成集会前夜のメール
Ｘです。いつもありがとうございます！先日集団訴訟、京都、東
京で判決が出ました。しかしながら棄却の部分や今の法に則っ
ての結論が出ていたところがあり、納得いかない部分がたくさん
ありました。私達は日本のこの古い法律に縛られすぎて、前に
進むことができません。日本で原発事故が起きたのにそれに添
う法律がない。なんとかして立法させなくてはならないと思いま
す。チェルノブイリ法日本版、是非とも実現させてほしいと願って
います！
よろしくお願いいたします、京都の原告も皆頑張りました。名前
も顔も出して、子ども達まで本当に頑張っています。引き続き控
訴になるかと思いますが、
こないだの判決で結構エネルギー消耗してます。高裁での不安
を抱えながらではありますが、二歩目に踏み出します。柳原さん
の活動応援しています！
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映画「ハンナ・アーレント」（2012年）
夏はまだよかった。　すぐ助かるって、希望を持っていたわ。

だけど、待ちくたびれて

女たちは無頓着になり、身体も洗わず、ただ寝転がっていた。

私は励ましたの、厳しく、優しくね。

だけど　或る晩

雨でワラ布団がボロボロになった。

突然心が折れて　疲れてしまった。

疲れ果てて　気力を失った。

だから　この世を－－去ろうか、と。

その時よ

あなたが浮かんだ。

私を探すはず。

死ねない。
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チェルノブイリ法日本版とは何か

被災者にとって、この映画の「あなた」のことだ。
　　　　　　　

突然心が折れて　疲れてしまった。

疲れ果てて　気力を失った。

だから　この世を－－去ろうか、と。

その時よ

あなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたが浮かんだ。
私を探すはず。

死ねない。
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３月18日の結成集会

• 静岡県富士宮市から参加した長谷川克巳

さんの発言
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チェルノブイリ法日本版とは何か
この法律の制定は私たちの意思で自由に決めら
れることではなく、子どもたちの命令である。
∵天子とは天に代わって天命を実行する者。原発事故
のあとの天子とは子どもたちのこと。

《社会が道徳的に健全であるかどうかをはかる基準とし
て、社会の最も弱い立場の人たちのことを社会がどう取
り扱うかという基準に勝るものはない》 （2012年１月。

チョムスキー）

原発事故を起した大人が、子どもより先に死んでいく、
ずるい大人が子どもに対し果すべき最低限の責任、そ
れがチェ法日本版の制定。これは天命＝天子の命令
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私とチェルノブイリ
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「真実はどこに？」
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ワシリー・ネステレンコ
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ヴラディーミル・チェルトコフ
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何万人の炭鉱夫たち
（リクビダートル ）
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原発事故原発事故原発事故原発事故のののの収拾収拾収拾収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

それは「歴史の書き換え」
•事実の書き換え

•基準の書き換え

•ルールの書き換え

•行動の書き換え

最近の顕著な事例－＞－＞－＞－＞経過観察問題経過観察問題経過観察問題経過観察問題
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原発事故原発事故原発事故原発事故のののの収拾収拾収拾収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

それは、

自分たちがあたかも地球最後
の世代であるかのような政策
とライフスタイル
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菅谷昭松本市長

まつもと子ども留学への支援依頼動画

－＞こちらこちらこちらこちら

「原発事故と甲状腺がん」（２０１３年５月）
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福島原発事故に対する国・福島県
の三大対策

•「情報を隠すこと」

　（情報の隠ぺい）

•「事故を小さく見せること」

•「様々な基準値を上げること」

　（基準値の書換え）

◎最近の顕著な事例－＞－＞－＞－＞経過観察問題経過観察問題経過観察問題経過観察問題



31

経過観察問題

２０１７年３月、NPO法人「３・１１甲状腺がん子
ども基金」の会見で、福島県は県民健康調査
の甲状腺の二次検査で「経過観察」とされた子
ども２５２３人（同年10月では２８８１名）は、そ
の後「悪性ないし悪性疑い」が発見されても、
その数を公表していなかった事実、つまり福島
県が公表した１９０人（２０１７年３月末時点）の
患者以外にも未公表の患者、会見では事故当
時４歳の男児がいることが判明。
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県民健康調査甲状腺検査の枠組み

　福島県立医大のＨＰより
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子ども脱被ばく裁判でのやり取り
２０１７年５月、原告は被告福島県に、速やかに、そ
の数を明らかにするように裁判で主張（→書面） 。

　　　　　　　　　　　　　↓

被告福島県の答弁

「 『経過観察』中に『悪性ないし悪性疑い』が発見さ
れた症例の数は把握していない 」 （同年８月書面）

「求釈明の対象を福島県立医大付属病院における
症例に限定した場合であっても、被告福島県におい
て本訴訟における求釈明に対する対応として調査し、
明らかにする余地はない」 （同年１０月書面５頁）
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子ども脱被ばく裁判でのやり取り２
８月８日当日、弁論に先立って開かれた事前協議の場
で、原告代理人から、
症例の数の把握について、被告福島県はこれを把握す
る義務があると考えているのか？
と尋ねたところ、被告福島県の代理人は、
把握する義務はないと考えている。
と回答。ところが、そのすぐあとの公開法廷で、原告代
理人が再び同じ質問をすると、被告福島県の代理人は、
今度は先ほどの回答を翻して言った、
把握する義務とは何を根拠とするのか明らかにしてほ
しい。その上で回答する、と。

そこで、原告から、把握する義務の論拠を主張→書面
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子ども脱被ばく裁判でのやり取り３
10月６日の原告主張書面。

白石草氏の報告によれば、既に、鈴木眞一
らグループは県民健康調査の甲状腺検査に
基つき、「悪性ないし悪性疑い」が発見され
た症例のデータベースを作成、患者の手術
サンプル等の「組織バンク」を保管している。
そこに上記の未公表の症例のデータも保存・
管理されているから、福島県は既に症例数
を知っている、この知っている未公表の症例
数の公表せよ、と。
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子ども脱被ばく裁判でのやり取り４
被告福島県の答弁（２０１７年１０月）

「福島県は、症例数を把握していない」

その理由として、

「福島県と鈴木眞一教授らの研究グループとは
別の組織、別の主体であり、福島県はこの研究
グループとは何の関わりもない」。それゆえ、こ
の研究グループがどんな社会的使命を持ち、ど
んな目的で、どんな研究をしているか、福島県は
知るよしもない（不知だ）。だから、この研究グルー
プが症例数を把握していたとしても、福島県はこ
れを知るよしもないからだ。」
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福島原発事故とは何か

日本史上、未曾有の過酷人災。

国は３１１まで、これを想定した救済
制度、全く用意していない。
脱原発派の市民も同様。
　　　　　　　　　↓

国も市民も未曾有の出来事と正面から向き
合うことができない。これが最大の問題。

「新しい酒は新しい皮袋に盛る」しかない。

それがチェルノブイリ法日本版。　　　
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チェルノブイリ法日本版とは何か

・未曾有の過酷人災に相応しい救済制度を採用

　　　　　　　　　　　　　　→予防原則
・抽象的な理念法（子ども・被災者支援法）では

なく　　　　→具体法

・支援ではなく、→人権侵害に対して人権救済
を定めたもの。
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チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ法日本版法日本版法日本版法日本版はははは既既既既にににに
日本日本日本日本のののの憲法憲法憲法憲法にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込まれているまれているまれているまれている

足りないのは成文化の手続だ
け。
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チェルノブイリ法日本版
その可能性の中心はなに？

市民立法にある。

∵　福島原発事故がもたらしたものは何か？

→「原発の安全」神話の崩壊。

　崩壊はこれにとどまらない。

　全ての神話の崩壊をもたらした。
◆デモクラシーの崩壊（「書き換え」横行・多数
者支配の機能不全）

◆経済システムの崩壊（大量生産・消費・廃棄）
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チェルノブイリ法日本版とは

２つの「市民の自己統治」

◆デモクラシーの復元－＞市民立法

◆経済システムの復元－＞市民行政

　　　　　　　　　　　　　　　　（市民型公共事業）

未曾有の過酷人災という「未曾有の事態」の
発生に対し、この事態に匹敵するだけ未曾
有の救済という「人間と社会の関係の根本
的な変革」に挑戦。
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市民立法とは

チェルノブイリ法日本版の制定
のモデル→１９９９年成立した
情報公開法

それは１９８２年、誰も知らな
い山形県金山町の情報公開の条
例制定から始まった。
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日本の情報公開条例第１号
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市民立法のエッセンス
・伝統的民主主義に対する批判。
「民主主義とは、ひと握りの専門家・
エリート層のものであり、無知な大衆
は管理されるべき存在だ」という観念
に対する全面的否定。

・「無名の、無数の市民の連合する力
が最強だ」という認識への挑戦。

市民は観客ではなく、舞台の主役に。
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市民立法　は大変か？

簡単。いま、すぐ出来る。

チェルノブイリ法日本版の基本条例
なら１分で完成。∵　１条あればよい。

　　　　　　　　　　↓

「ウソをつくな」（住井すゑ）

「書き換えをするな」（２０１８年版）



49

政府の弁解：財源どうする？

おおおお金金金金はははは足足足足りているりているりているりている。。。。足足足足りないのはりないのはりないのはりないのは愛愛愛愛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それもそれもそれもそれも、、、、連帯連帯連帯連帯のののの愛愛愛愛

・２０１２年の欧州金融危機、安住財務大

臣

・２０１３年度復興予算７兆５０８９億円のうち、

３５．３％の２兆６５２３億円が執行されず
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足りないのは「連帯の愛」

•お金は必要。お金だけでは不十分。
∵従来の救済は金銭的補償で始まり、終わる。

→「経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立のののの困難困難困難困難とととと人間的孤立人間的孤立人間的孤立人間的孤立のののの継続継続継続継続」
つまり、

避難の権利の実現は、お金の給付という政治的政治的政治的政治的
救済救済救済救済だけで解決するような単純な取組みではな
い 。

　　　　　　　　　　↓

金銭的補償だけでなく、「経済的自立とコミュニティ
回復」という経済的救済経済的救済経済的救済経済的救済にも取り組んで、初めて救
済は身のあるものになる。
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市民参加型公共事業

•従来型：一握りの専門家（政治家。首長。官僚等）に
解決策を委ね、実行を任せるという従来の行政主導
型の公共事業ではこの問題解決は困難。

　　　　　　　　　　　　　↓

様々な形で住民、市民が協力、支援、応援をすると
いう、行政お任せではなく、市民が主導する新しいス
タイルの公共事業が不可欠。

汚染地から避難する人々の、避難先での新しい
人間関係、新しい生活、新しい仕事、新しい雇
用を作り出していく、市民参加型、市民主導の再
生の公共事業



52

市民型公共事業のモデル

茨城県霞ヶ浦の再生で知られる「アサザプロジェクト」
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市民型公共事業

原発事故という国難に対し、文字通り、オールジャパ
ンで市民が参加して、避難者と一緒になって避難の権
利の実現プロジェクトを遂行すること 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　↓

【市民主導型の公共事業の中核となるアイデアの１つ】

市民が「みんなで働き（協同労働）、みんなで運営する
（協同経営）」という相互扶助の協同組合の理念。

モデルはある。スペイン・モンドラゴンの挑戦
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モンドラゴンの挑戦

７０年前、スペイン内戦で敗北、荒廃したスペインの
村モンドラゴンで、神父たちが始めた、「みんなで働
き、みんなで運営する」による相互扶助の協同組合
による経済再建の取組み。
やがて、世界金融危機の２００８年、１４，９
３８人の新規雇用を創出して‥‥スペイン第９
位の企業に。

《モンドラゴンの人たちは言う－－モンドラゴ
ンはユートピアではないし、自分たちも天使で
はないと‥‥ただ一緒に生き残る賢明な道を探
しただけだと。》（映画「モンドラゴンの奇
跡」）
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アリスメンディアリエタ
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世界の連帯経済のモデル

ブラジルのポルトアレグレの連帯経済

カナダ・ケベック州の社会的経済

韓国の青年連帯銀行（トダクトダク協同組合）
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ブラジルのポルトアレグレの連帯経
済

参加型予算システムの中で最初に行われる地域住民による集会
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韓国の青年連帯銀行
（トダクトダク協同組合）

単なるお金の支援ではなく、

お金をキーワードにして、自ら新しい仕事と新
しい仲間を作り出していった取り組み。

【若者たちのためのオルタナティブなセーフティ
ネット】

トダクトダク：若者たちが、お互いに励まし合い
ながら背中をトントンとたたく姿をイメージ
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もうひとつの市民立法
原発事故が突きつけた問題「経済的自立の
困難と人間的孤独の継続」を解決する「経済
的自立とコミュニティ回復」という経済的救済、

これをカタチにする、

もうひとつの経済復興は可能だ

→市民行政＝市民型公共事業

チェルノブイリ法日本版はこの市民型公共事業の
創設を大前提
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条例モデルの意味

あくまでも１つの試案

これをたたき台にして、多くの市
民の手で、市民の知恵と創意工
夫を盛り込んで、最善のルール
に仕上げていくためのもの。
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今後の取組み

• 日本各地で、条例の市民立法の取組
みに着手。　Ｅｘ．学習会　講演会

• 条例モデルのバージョンアップ

• チェルノブイリ法日本版の原則の作成

　ｃｆ　情報公開八原則（情報公開条例
が満たすべき８つの原則を明らかにし
た）
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命の救済の実現のために

「命の救済」を定義し直す必要がある。

対人地雷禁止条約のジョディ・ウィリアムズ
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アリスメンディアリエタ

《今日の革命は参加という名前である》



64

木を植えた男（1987年）

フレデリック・バック



65



66

最後に
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落ち込んでもへこたれてもいい。

そこから立ち直る力を身につけたんだか
ら。

私達も、
一度目は福一原発事故に打ちのめされ、

二度目は日本政府の事実の書き換え、
基準の書き換え、ルールの書き換えに打
ちのめされてきた。
今、必要なのは、そこから立ち直る力。

それを一緒に見つけ、育てていきたい。


