
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェルノブイリの 記憶 

30年前の記憶を辿る手記 

 

１９の手記はパウル・コッホが 2018年 3月から収集 

ネット版 https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/  

書籍版 (ISBN -978-620-2-44282-4). 

この冊子には、これまでに完成した日本語訳を掲載しています。 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/
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Vorwort 前書き

2016 年 4 月 26 日はチェルノブイリ原発事故から 30 年となる。この日を迎えるにあたって、
私は「チェルノブイリの記憶」を集め始めた。私の関心は 30 年前の時間の可能な限り異
なる捉え方を数多く把握して、語り手や読み手にチェルノブイリのテーマを意識してもら
うことにあった。
私たちは元チェルノブイリ・イニシアチブの活動を通じて、チェルノブイリとフクシマ後
の未来へのヨーロッパ・アクション週」の枠内で、幾たびもベラルーシやチェルノブイリ
からの時代の証人を当地に迎えてきた。とくに被害を減らす作業やいわゆるリクヴィダ
トールとよばれる、事故後の作業に参加した人たちも迎えていた。さらにリクヴィタドー
ルを訓練し、そのせわをした人たちもいた。

これらの時代の証人たちはみな非常にさまざまな人たちで、事故現場をまじかに経験し、
その「被曝」の大きな影響を受けていた。

チェルノブイリ原発事故の時代証人からみれば、およそ 1000 キロから 1500 キロ離れたド
イツはどのようにみえるのか。そしてドイツ住民の意識の中にこの大事故がどのように受
け取られたのかを見聞するのは大変興味深いことだ。そして当時の 10 代、20 代、30 代、
（つまり今の 40 代、50 代、60 代）の人たちの記憶にどのように残っているのだろうか。
当時個人的に行った対応についてどのような記憶が残っていて、さらに当時事故の結果一
般的あるいは個人的に行う必要があった対応について何が記憶に残っているのだろうか。
私は、チェルノブイリから 30 年たった今、あらゆる記憶に興味があった。私がここドイ
ツに住んでいたこと、そしてここで当時メデイアから大事故について知り、公的な議論を
経験したこと、さらには事故現場への距離が大きいことで事故の重大さに特別の視点がで
きると言う理由から、私はここドイツからこのテーマに焦点をあてている。

2016 年に日本の福島での東電大事故から 5 年となった。この新たな大事故によってチェル
ノブイリ事故について熱心な議論が起きることとなり、多数の人たちがいま、チェルノブ
イリ問題を意識して扱っている。つまり私はこれからも、ドイツ語もしくはドイツ語に翻
訳された記憶を集め、それを公表しようと思っている。2015 年にこの目的で立ち上げた
ブログには非常にさまざまな寄稿文がゆっくりと集まった。(以下のサイト参照）

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com.

もともとの意図は、事故現場から 1000 キロ離れたドイツからのチェルノブイリ事故の記
憶のはずだったが、この間にベラルーシからの報告が直截の視点も確保するようになった。
さらに日本人やドイツ日本人も参加し、当然福島のテーマが加わった。そういうわけでこ
のチェルノブイリ記憶は 3 ケ国語で発行される。ブログには各語による PDF データが加え
てある。別個に、ロシア語や日本語の文章も印刷されることになる。

 



今「デジタル本」での報告のまとめは存在しているが、印刷は融通が利かないのとまず高
価であるため大量の印刷バージョンはできるかどうか未定だ。

最近、このページをおよそ 10 冊程度の版で印刷してもらい、パンフレット風に簡単に
ノート式にまとめてもらい始めた。これはデジタル印刷であり、幾分経済的で、新しい報
告を付け加えることになるので、その分融通も利く。

この報告への参加呼びかけは大部分、口述で行った。しかし、いまインターネット上にも
出しているので、またそれが別の場所にもつながり、口述宣伝の外からの報告も送られて
来ている。

記憶は大変に個人的なものなので、著者御自身についてはなるべく詳しく知らせてほしい。
顔写真、簡単な経歴紹介、少なくともお名前（できれば苗字の頭文字だけでも）今の御年
齢があれば文章と著者の関係がわかりやすくなる。寄稿文は個人的なかかわりを明確にし
ていただきたい。いずれにしても著者自身が経歴の詳しさや報告の内容を決めていただく
ことになっている。

私はこのプロジェクトを商売目的で行ってはいない。ただただ、1986 年 4 月 26 日の記憶
にとどめるべき出来事の思い出を後世の人たちに残したいだけである。

Paul Koch, 

Sozialdiakon i.R.

Hauptstr. 34, 38170 Uehrde

paul.koch47@gmx.de

--------

                               



26.04.1986
Die Tschernobyl-Katastrophe

1986 年 4 月 26 日
チェルノブイリ大災害

チェルノブイリ原子核災害は1986年 4月 26日にウクライナの街プリピャット近郊のチェ
ルノブイリ原子力発電所第 4 基で起きた。この事故は原子核事故の国際スカラの 7 段階で
世界で初めて超大事故と位置づけられた。

アナトール・ステパノヴィッチの指導による、電流補給の完全停止のシミュレーションが
行われ、その結果有効であった安全規定に反する重大な違反および、黒鉛でコントロール
するという建築上の性質という理由から、RBMK－1000 型原子炉で制御できない核反応が
起き、この原子炉の爆発を導いた。爆発後最初の 10 日間に数百京ベクレルの放射能が発
散した。

このようにして大気中に到達した放射性物質、中でも半減期 30 年のセシウム 137 や半減
期 8 日のヨード 131 は放射能雨となって主にチェルノブイリの北東領域や多数のヨーロッ
パ諸国を汚染した。（著者注・この雨の 70 パーセントがベラルーシに落ち、この国の 25
パーセントが汚染した。この汚染区域の一部は立ち入り禁止になっているか農業禁止地区
となｔっている）およそ 60 万人が高度に被曝し、WHO の情報によれば当時の援助者のう
ち 125.000 人が重病になっている。

大事故後いわゆる清算人と呼ばれる人たちが最も汚染された地域の除染を開始した。クル
チャトフ研究所の指導のもと 11 月までに鉄鋼製の暫定的な防御カバーが据えられている
が、これは普通石棺と呼ばれている。世界に広がった長期的影響、とくに自然放射能値に
比較して高くなった値は事故以後、様々な論争を呼んでいる。

***
上の情報はウイキぺデイアに拠る。

https://ja.wikipedia.org/wiki/  チェルノブイリ原子力発電所事故  

Presseberichte zum Buch
この本についての新聞記事

24.04.2016 - Evangelische Zeitung
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Braunschweiger / Wolfenbütteler Zeitung





 

ギドー・ビュルクナー 

私は１９７４年にドイツ人の父と日本人の母のあいだに生まれました。二人の妹と一人の弟

がいます。私は１９９１年にゲルンハウゼン市のマリエン教会で（プロテスタントの）堅信

を受け、１９９８年に同市の職業学校で卒業試験を受けました。そこでの専攻は栄養学で

す。１９８８年から翌年にかけて、兵役に行く代わりに、社会奉仕活動としてお年寄りの世

話をしました。２００９年にはフランクフルト大学の日本語学と宗教学で文学修士を取得し

ています。その年から２０１１年にかけて東京にある宗教法人「生長の家」国際本部で研修

をし、２０１１年からフランクフルトにある「社団法人ドイツ生長の家誌友会」のオフィス

で働いています。その年の秋には日本人女性と結婚もしました。 

 

安全のために「ミルカ・チョコレート」を食べないほうがいい 

１９８６年の春、私はまだ１１才でした。放射能に当たらないようにするために、砂場や芝

生に行かないように突然言われたのを覚えています。私は放射能のことをあまり知らなかっ

たのですが、言うことをきくようにしました。私が子供の頃住んでいたオーバーウーゼル市

に、ローゼンガートヒェンという通りがあり、その通りに HLスーパーマーケットがありま

した。スーパーマーケットの前の歩道に、スプレーで文字が書いてあったのを覚えていま

す。そこにはこう書かれていました。「汚染されています」。両親は私と兄弟に、安全のた

めにミルカチョコレートを食べないように言いました。私たちはそれが放射能と関係してい

ることは分かったのですが、チェルノブイリや原発事故のことまでは知りませんでした。家

族で詳しいことまで話し合いませんでした。私は子供だったので興味が無く、あまりそれに

ついて質問しなかったのだと思います。私たち兄弟は、両親の言いつけでテレビはほとんど

見ませんでした（特にニュースは全然見ませんでした）。数年後、何が起きていたのか知り

ました。 

 

１９８６年の終わりに、私たち家族はゲルンハウゼン市に引越しました。数年後、学校でチ

ェルノブイリについてディスカッションが行われました。私は１４か１５歳になっていまし

た。そしてやっと、何が起きたのか分かったのです。チェルノブイリでたくさん病気になっ

た人がいることを学びました。 

 

１０年前、私はまだナイーブで、原子力発電所は環境に良いと思っていました。なぜなら

CO2を排出しないからです。幸運なことに、ザールラントにいるドイツ人の知り合いは、チ

ェルノブイリの事故について私に説明してくれました。彼は私に原子力発電所が核廃棄物を



生み出していて、核廃棄物は１０００年以上保存しなければならないと言いました。私は原

子力エネルギーは環境に有害であることをきちんと理解しました。今私はチェルノブイリの

事故を知らない人に伝える機会があれば伝えています。例えば、「社団法人ドイツ生長の家

誌友会」が発行するドイツ語の『LICHTQUELLE』（リヒトクウェレ、光の泉）という雑誌の

２０１５年第１号２６ページにそのことについて書きました。 

 

５年前に私は、日本にある宗教法人「生長の家」の国際本部で、１年と６か月間 海外研修生

として働きました。そこで、私は原子力発電が危険だということを仲間たちに伝えました。

当時「生長の家」では、原子力利用の危険性について話し合われてはいましたが、原子力発

電に反対との立場は明確ではありませんでした。なぜなら地球温暖化を抑制するために CO2

を削減することが主なテーマだったからです。しかし２０１１年に起こった東日本大震災で

福島の原子力発電所が津波に襲われ事故が起こったことで、「生長の家」では原子力発電に

反対との立場を明確にしました。 

チェルノブイリと福島の例を元に、将来も原発事故のテーマを全ての学校で話し合われるこ

とを私は望みます。このことは無視できません。なぜなら、私たちの将来に関わることだか

らです。 

 

 

翻訳者: ビュルクナー智美 

 

 

 

 



 

 

アンナ ・フィトセヴァ 

当時 ゴメル州のドブルシュ（現ベラルーシ)

在住。のちに移住させられ、現在はブレス

トペリシュッチェ・カメネツキ村在住。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-

mein-leben-mit-tschernobyl/ 

チェルノブイリの 記憶 

 

チェルノブイリと共に  

生きる 

*** 

1986 年、私の家族はゴメル州ドブルシ

ュ地域のイゴフカ村に住んでいました。

チェルノブイリからは 150 キロのとこ

ろです。私達の二人の子供、長女のガ

リナは 7 歳半、次女のオルガは 2 歳半

でした。事故のことを知ったのは 4 月

27 日で、最初の情報はラジオ・リバテ

ィで聞きました。その後、4 月のうち

に原発の近くに住んでいたティモシェ

ンコ・ナデツダ一家がイゴフカにやっ

てきて、原発で事故があったと話しま

した。数日後に文字通りブラギン、ホ

イニキ、ナロゥルヤの住民の避難が始

まったという情報が入り、住民は心配

しはじめましたが、役人は何も言わな

いか不明瞭なコメントをするだけでし

た。役所は住民を落ち着かせようと、

放射線量は上がっていないと言いまし

たが、公式の数字はありませんでした。

住民は普段のリズムで生活したり働い

たりしていました。天気もよく、子供

は学校に行き、外で遊び、家で庭仕事

を手伝っていました。危険など警告さ

れなかったのですから。私は物理の教

師だったので、放射能が人間の健康に

危険だということはすぐにわかりまし

た。そして、それを子供たちや保護者

に説明しようとつとめました。うらら

かな春の日に危険が存在しようとは、

だれもわかってくれませんでした。5

月 1 日には家族そろってドブルシュで

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/04/anna-fitseva-meine-erinnerungen-an-tschernobyl-mein-leben-mit-tschernobyl/


行われたメーデーの行進に参加しまし

た。メーデーのデモのステージではあ

らゆることについてスピーチされまし

た。原発の危険以外は。そしてメーデ

ーが終わってから、ようやくニュース

でチェルノブイリ原発の 4 号基で爆発

があったことが伝えられました。爆発

の規模とその危険性については相変わ

らず伝えられないままでした。 

6 月になると、イゴフカに住む小さな

子供のいる世帯にウラジミール地方で

の保養が無料で提供されました。一か

月保養して、またイゴフカに戻りまし

た。9 月には学校が始まり、学校では

ガイガーカウンターが見られるように

なりました。高学年の物理の授業では

測定器の使い方が教えられ、特に子供

たちがよく行く場所での測定が練習さ

れました。幼稚園や学校や住宅の屋根

の下で高い数値が確認されました。同

時に耕作地での放射能の検査が始まり、

採取された土壌はミンスクに送られ、

イゴフカ地方ではストロンチウムの値

が高いことが確認されました。1986 年

の夏、晴天の空を奇妙な黒い雲が通り

過ぎました。これも私たちの土地と土

壌に放射能をもたらしたと思います。

村の住民には移住の権利が与えられま

した。移住した家族もあれば、すぐに

戻ってきた家族もありました。新天地

では困難なことが多かったからです。 

胃腸に疾患がある人は強制的に移住さ

せられました。十二指腸潰瘍を持つ住

民がいました。私はドブルシュで健診

を受けようと決めました。けれど、診

断結果が書かれたカルテは数ページが

破り取られていました。為政者は住民

の健康を踏み台にしてコストを削減し

ていたのです。1987 年には私たちが住

んでいる地域で体系的な放射能測定が

始まりました。  

1987 年の春から学校の子供達を連れて

保養に行くようになり、毎年南ロシア

の地方で 2～3 か月保養をしました。

子供達の年齢は様々で、3 歳（学校の

職員の子供）から 16 歳でした。私達

は子供達の保護者であり、幼稚園の先

生であり、また学校の先生でもありま

した。午前は学校の授業があり、午後

は宿題をしたり、保護者への手紙を書

いたり、大会に参加したり、ベラルー

シの本を読んだりしました。夜、静か

になると、子供達がすすり泣く声が聞

こえました。自宅が恋しいのです。子

供達を慰めようとしましたが、自分達

も密かに泣いていました。放射能被ば

くで子供達は弱っていました。疲れや

すく、気絶したり、鼻血を出したりし

ました。  

1987 年の春、黒海のキャンプ施設で保

養していたときに、子供も大人も検査

を受けました。そして、子供も大人も

血液の状態が悪いと医師に言われまし

た。けれども、検査結果がロストーに

送られ、さらにモスクワに送られた数

日後に私達は改めて医師によばれ、そ

こで医師は私達に、分析結果を変更す

るように言われたと伝えました。分析

をした実験官の女性は、自分の分析は

すべて正しいと医師を納得させようと

しました。しかし、彼女は分析結果を

変更するように強制されました。この

ようにして「基準」が作られたのです。

医師は、家に帰ってもしかたがないと

私達に言いました。父が肺がんだった

ために、私達の家族は避難させてもら

えませんでした。義理の母と私の両親

は避難などする気はまったくありませ



んでした。彼らは生まれたときからゴ

メル地方に住んでいたわけですから。  

 

1990 年まで私達はイゴフカに留まり、

春にペリシュチュケ村に引っ越しまし

た。カメネツ州のブレスト地方でポー

ランドの国境地帯です。一年以内に住

居を確保してくれると約束されました

が、当面は元クラブがあった建物に入

りました。できる範囲でそこを住まい

とよべる程度に整えましたが、ソ連の

崩壊に伴い結局は 5 年間その仮住まい

で我慢しなければならず、ブレスト地

方とゴメル州の生活援助に頼るしかあ

りませんでした。チェルノブイリ問題

担当省が乗り出してはじめて、3 つの

移住世帯への住居建設が決定されまし

た。  

1995 末に入居したその家は、チェルノ

ブイリ原発事故の被害を救済するため

の予算で建てられたものでした。新し

い土地になじむのに何年もかかりまし

た。その間、新しい我が家を住み心地

よく整えました。  

移住から 25 年が経ちました。移住の

大変さ、新しい土地と人々に適応する

大変さは過去のものとなりました。し

かし、当時の記憶は今でも時々よみが

えります。毎年死者慰霊日になるとワ

クワクしながら故郷のゴメル地方に帰

ります。昔は両親を訪ねたものですが、

今は村にある両親の墓を訪ねます。村

はもはや存在しない村です。死者慰霊

日にはベラルーシ各地から土地の人々

が集まります。たいていは墓地で顔を

合わせます。私達は各地にバラバラに

なりましたが、この日は私達みんなに

とって道はひとつで、集合場所は墓地

なのです。ゴメル地方にある数多くの

墓地への侵入は死者慰霊日にしか許さ

れません。私達の多くにとっては、こ

の日が親戚や近所の人々に会える唯一

の機会なのです。多くは、ここまで来

る力もありません。  

私はペリシュチュケ村の学校で物理の

教師として働いています。生徒たちに

は折に触れて放射能が人間の健康に与

える危険性について思い出させるよう

に努めています。生徒たちに見せるベ

ラルーシの汚染地図は、私が 1989 年

以来保管しているものです。 

 
ベラルーシの汚染地図を見せる 

 

物理の授業では放射能の影響と放射性

物質の崩壊期について学びます。それ

によって、私達の土地と土壌が数億年

も放射性同位体を持ち続けることを知

るのです（ウランの半減期は 7 億年で

す）。チェルノブイリを記憶する催し

は毎年開催されます。私達は事故のこ

と、事故処理をした人々のこと、チェ

ルノブイリのゾーンからの移住のこと、

そして、このような惨事を繰り返さな

いことへの必要性を訴えます。 



 
2015 年の 4 月に生徒たちとキャンドルア

クションをするアンナ・フィトセバ (黒

板の前にキャンドル) 

 

2010 年に私は生徒達と記憶の並木道を

作りました。生徒達は木々の世話をし

ながら悲劇への思いを自らの意識に留

め置くのです。 

 

2015年 記憶の並木道 

 

今では娘も大人になり、それぞれ家庭

を持っています。私にも 4 人の孫がで

きました。汚染地帯で生活したことは

私達の健康に悪影響を及ぼしました。

上の娘と私は甲状腺に問題があります。

娘は二人とも頭痛に頻繁に悩まされ、

関節が悪く、免疫力が低いのです。 

チェルノブイリによって私達の人生は

事故前と事故後に分断されました。そ

の記憶は残り続けるのです。  

*** 
 

アンナ・フィトセバは 2015 年に「チェルノブ

イリとフクシマ後の未来のためのアクション

ウィーク」の一環でブラウンシュヴァイク地

方に滞在。風力発電施設と太陽光発電ユニッ

トに感動し、（証拠写真として）これらを背

景に写真撮影。 

 
写真上下: ヴォルフェンビュッテル地区のエッ

ツム村にある風力発電施設と太陽光発電ユニ

ットを背景にアンナ・フィトセバ 

 



   

・・・あの時
　　・・・ロドス島で・・・

モニカ・N　48歳

あの原子炉爆発が起きた時、私はギリシャのロドス島にいました。

ルフトハンザ社の事務職訓練試験合格後の終了旅行中のことです。

事故が起きたのがわかってから、私はホテルのロビーで毎朝、毎夕、ずっとギリシャのテ
レビ放送を見ていました。

すでに 1980年代初めから、私は平和運動や反原発運動に関心を寄せていましたので、こ
の原子炉事故は非常に危険だと思いました。私の同僚たちがこの危険性を感じなかったの
か、または休暇中なので素敵なことにしか関心を向けたくなかったのか、今となっては何
も言えません。

いずれにしても、私が、いろいろな機会をとらえては政治的な議論をしたがったので、他
の人たちにとって、私は邪魔者でした。テレビの画面の前には、大体、その宿の主たちと
私がいるだけでした。放射性の雲はロドス島には来なかったので、私は乳製品をたくさん
摂りました、でも家に帰ってからは、しばらくそれを制限しました。母が菜園に例年より
野菜を少ししか植えなかったのも覚えています。

この事故のころ、すでに緑の党に属し、市民運動をおこない、事故の影響についてのチラ
シを配布して情報を市民に提供していた同窓生は、私と同じ経験をしていました。

多くの人たちは、チェルノブイリが遠くに位置しているという理由で、あまり事実や危険
性について知ろうとしなかったのです。



 （東京にて） 

 

        ペートラ・アルト  *     (46歳),      デュッセルドルフ在住              超音波技師  

 

 

デュッセルドルフのフクシマ・デモ （2015年 3月） 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/22/tschernobyl-ist-etwa-1500-km-

von-hier-entfernt-das-sei-weit-genug/ 

 

 

チェルノブイリは 1500キロ       離れている―それって安全？  

 

                          ***  

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/22/tschernobyl-ist-etwa-1500-km-von-hier-entfernt-das-sei-weit-genug/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/08/22/tschernobyl-ist-etwa-1500-km-von-hier-entfernt-das-sei-weit-genug/


 

私のチェルノブイリの記憶  

1986年 4月にチェルノブイリ原発事故が起こったとき、私は 17歳で、状況の深刻さもわからなけ
れば、どうやって対応すべきなのかも知りませんでした。それは私だけはなく、多くの人が同じような
状況でした。みんな、大人しくメディア報道が伝えることを信じたのでした。  

爆発した４号機が 2日経ってもメラメラと燃えていて、消火が困難なことには、さすがに不安を覚え
ました。消防はどんな火事でも消すことができるということは、今と同じように当時も確信を持ってい
ましたから、なおさら、その消防が消せない火事なんて、きっと恐ろしい物質が中に入っているに違い
ないと思ったものです。原発は、その後 8日間燃え続けていました。  

東からやってきた風がバイエルン州に届いた頃、大雨になりました。私達が住んでいるところにも雲が
やってきたことをしかたなく受け入れました。果物と野菜は、「よく洗いなさい。そしたら大丈夫…」と
いうことでした。  

私の姉は幼い子供が二人いたので、それは心配していました。姉が住んでいるノイスの住宅地で
は、子供の遊び場の土を入れ替えたと言っていました。  

「チェルノブイリは 1500キロぐらい離れているんだから、大丈夫」、と私は思っていました。ソ連の技
術は旧式だし、人的ミスによって試験操業が失敗してしまって爆発したのだとも信じていました。ドイ
ツではそんな事故は起こらないと言われていたし、私はそれを信じたのでした。  

その後、バイエルン州で建設予定だった核燃料再処理施設のヴァッカースドルフで抵抗運動が暴
走しているという報道が連日続きました。一年過ぎると、チェルノブイリ周辺地域で生産された粉ミ
ルクの引き取り手がないというニュース。バイエルン州の野生キノコは「危ない」と流布されました。  

日本では、こんなことは起きないと、私は福島の原発事故まで固く信じていました。日本は高度に
発展した工業国であり、近代的で最新の技術で知られていました。日本は私にとって第二の故郷
で、居心地のよい国でした。  

私は日本に一時期住んだこともあり、今も毎年日本に行きますが、そこから受ける印象として、日
本の原発も安全だと思っていました。もちろん耐震性も信じていました。  

2011年 3月 11日の夜、ニュースで日本の地震と津波の映像が流れたときは衝撃でした。しかし、
それから福島第一原発で深刻な問題が発生したと報道されたとき、私は思わず叫びました、「何、
これ？こんなこと報道して怖がらせるだけでしょ？問題なんて、もう解決されているに決まってる。こん
なに大きな地震で、小さな事故があっても当然でしょう！絶対ちゃんとコントロールできてる。チェルノ
ブイリじゃあるまいし！」日本で原発事故。これは私にとって考えてもみなかったことだったからです。
そんなこと、あるはずがなかったのです。ニュースのアナウンサーが言うことを、私は何も聞こうとはしま
せんでした。  

チェルノブイリ原発事故があったにも関わらず、私は原発の危険とそれに伴うもろもろのことについて
特に何も知りませんでした。自分にとって興味のあることではなかったのです。福島で「小さな事故」



が制御できない、とわかってはじめて、私は情報を集め始めました（以下のリンクを参照： 

http://www.antiatom-fuku.de/insider-berichten.html ）。  

原発がいかに危険で影響が大きいものか、信じられないことばかりでした。日本についても情報収
集し、核エネルギーの影響について調べ、日本の役に立ちたいと思いました。事故前の福島を知っ
ている私としては、福島に緊急の支援が必要だとも感じ、2012年のはじめに、ホームページ
「antiatom-fuku」を開設しました（http://www.antiatom-fuku.de/index.html）。このホームページ
で、私は福島のための支援団体や寄付金先を紹介し、最新の状況や核エネルギーの危険性と影
響、さらに原子力エネルギーに替わるエネルギーや反原発のテーマについて報告しています。今となっ
ては、原発事故が「旧式の技術」のせいではなかったことがわかります。「こんなこと」は、「技術的に
最先端」の原発でも起こるのですから。  

弱点は人間なのです。人がいれば必ず間違いが起こるのです。  

そして、技術が高ければ高いほど、事故が起きた時の結末は致命的なのです！  

 

                         ***  

 

                                               (翻訳 桂木 忍) 

http://www.antiatom-fuku.de/index.html


 スヴェトラーナ・マルゴリーナ　2015 年 4 月 21 日、シェッペ

ンシュタット市庁舎におけるチェルノブイリ・フクシマ生き証人・歓迎会の通訳者　

スヴェトラーナ・マルゴリーナ

1951 年 8 月 14 日ミンスク地方、ヴォロズインに生まれる。ミンスク言語大学卒業。学校
でドイツ語と英語の教鞭をとる。1991 年から言語大学に就任。1989 年末からチェルノブ
イリ活動。「チェルノブイリの子供たちに」基金設立、「希望と未来を」基金代表。1994

年からミンスクとドルトムント IBB の活動参加。結婚して息子が一人、孫が一人。

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/09/05/was-die-feindlichen-stimmen-berichten-ist-luege/

敵の声が伝えるものは　嘘だ。

***

1986 年 4 月末のこと、ミンスクの学校から戻ると父が興奮して私に近づき言った。「知っ
てるか、昨日、チェルノブイリ原発が爆発したんだぞ、これは大変なことだ。」父は当時
80 歳で、毎夕 BBC と VOA を聞いていた、何故ならソ連のプロパガンダを信用できな
かったからだ。父は 1939 年まではソ連ではなく、ポーランドに住んでいて、何が起きて
いるか、よくわかっていた。私は父に、それは間違っている、チェルノブイリ原発とかい
うものはないし、敵の声が伝えるものは嘘にきまってると言った。当時、私はまだテレビ
で伝えることを本当だと思っていた。

私たちは 1986 年 4 月末に家族とともにポーランドとの国境近くのグロドノの従兄のとこ
ろへ行き、暖かな春の日々を彼の別荘や戸外で満喫し、チェルノブイリなど遠く離れてい
て、何もなかったと考えていた。しかし 5 月初めにプラウダ紙にチェルノブイリ原発に小
さな故障がおきたが、状況はコントロールされていると書かれていた。ここで私は初めて
チェルノブイリという言葉を耳にした。噂がながれ、みなヨード剤を飲むようにという話
で、友人の何人かは呑み込んでいたが、誰もどのように摂取すべきか知らなかった。夏に
なると私たちは売られているものを何でも食べたものだった。

7 月に私たちはヴィテブスク地方のレーぺラー湖のほとりに部屋を借り、私たちはとても
遠いところへ来たものだと思っていた。このようにして 3 年が過ぎ去った。1989 年になっ
て私たちは広い地域が放射能で汚染されたことを知り、ミンスクには数千人の人たちが引
き上げてきた。1990 年に「チェルノブイリの子供たち」基金が設立し、私はこの基金に 8
年間、参加し、ドイツ、カナダ、スイスでの子供たちの保養を実現させ、チェルノブイ
リ・ゾーンへの日常必需品の運送を組織化し、そこへ一緒に行こうとするジャーナリスト
の世話をし、事故から 5 年目になる 1991 年初頭には特に熱心に活動した。私の息子は一
度もチェルノブイリ・ゾーンへ行ったことがなかったのに、1990 年に白血球減少症にか
かってしまった。私のフレンスブルクの友人たちが 1991 年の 1 月に治療を進めて下さり、
私は友人たちに非常に感謝している。



2015 年に私は甲状腺とリンパ腺の摘出を受けた。医者たちは、それが放射能汚染地域に
いたせいだと説明した。私は清算人でも引き上げ者でもなかったが、もっとも頻繁におき
るチェルノブイリ病にかかってしまった。その病院で、いかに多くの人たちが、特に女性
や少女たちが甲状腺ガンに悩まされ、いかに多くが毎日手術を受けていたか、私は経験し
た。

アンナ・フィツェヴァのための通訳をするスヴェトラーナ・マルゴリーナ（　チェルノブ
イリとフクシマ後の将来のためのヨーロッパ・アクション週間　2015 年 4 月　ブラウン
シュヴァイク）

                                                 

                           写真　上と下　  ブラウンシュバイクのフランチェス・フェルト統合学校で

 

                              ヴォルフェンビュッテルのヘンリエッテ・ブライマン総合学校で　



世の終わりという雰囲気

　パウル・コッホ(写真・トビアス・ヴァ―クナー）

チェルノブイリ大事故に関するニュースや議論など思い出すことは多いが、以下の 5 点は
それ以来、ずっと私の行動に影響を与え、いまもなお私はそれに関わっている。

1) 一般的情報政策
2) 世の終わりの雰囲気（特にシュレーバー個人庭園の同僚の）
3) ドイツ国じゅう鉄道であちらこちらへ運搬された汚染粉乳を誰も買おうとしなかったこ
と。
4) キャンプ準備の心配と実行
5)事故から 3 年後。ベラルーシの医者からの助けを呼ぶ声で連帯運動が成立、いまも続い
ている。

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/10/28/weltuntergangsstimmung/

パウル・コッホ
–  バイエルン州　ランゲンアルトハイム 1947 年 9 月 23 日に生まれる
–   国民学校卒業
–  重電技術者の修行後　ゲゼレ（マイスターの下）資格取得
– さまざまな職業に就く
– 教会教区の手助けから助祭まで
  二つ目の職業訓練（ヴェッデル・シャーペン・キリスト教会教区で）
–青少年担当助祭（シェッペンシュタット主席助祭）
- 男性成人担当の地方代表（福音ルーテル・ブラウンシュヴァイク領邦教会）
– - 社会助祭（シェッペンシュテット主席司祭）　　　　　
–  2012 年 11 月 1 日から公的退官（諸活動継続）

 1)  現在、テレビやインターネットによってあらゆる災害のニュースが数時間内、もしく
は数分後に伝わり、たまにその画像をライブで見ることすらある。（例えばフクシマ原発
事故、あるいはニューヨーク・ツイン・ビル襲撃）しかしチェルノブイリのレーニン原発
大惨事は数日後になって初めて聞こえてきた。それはまず、ソ連側が事故についてまるっ
きり隠蔽しようとしていたためだ。アメリカのサテライトが事故の写真を初めて撮影して
いたという。スエーデン国内で高い放射能値が測定され、はじめは国内の原発が原因かと
推定されたが、何も事故など無いことが確認され、外国の事故を捜索した。ソ連は結局、
非常にのろのろと、しかも被害を過小評価しつつ、チェルノブイリの原発に「故障」が
あったことを認めた。其の後このニュースは瞬く間に広がった。ドイツでも高い放射能値
が測定され、新たに収穫されたか、今後収穫される予定の野菜や果物は処分された。乳幼
児や子供は窓を閉めた空間にとどまるように、幼稚園や学校への通園通学はできれば徒歩
ではなく、芝生の上は通らないことになった。幼稚園や学校での休憩は禁止された。



しかし不安を抑えるような声もあった。特に当時のドイツ内務大臣ツィマーマン氏は言っ
たものだ。「チェルノブイリはドイツから 1500 キロも離れている、一体、何がここへ到
達したというのか。」

2) 　私は小さな菜園にジャガイモ、サラダ菜、トマトなどを植えていた同僚を思い出す。
ドイツに放射能の雲が流れたことから、そうした菜園の持ち主は、安全のために自分で植
えた野菜は土に埋めるように要請された。これが菜園を持っている人間にとって何を意味
するか、考えてほしい、スーパーマーケットの安い食品を避け、自分で育てた食料のほう
が毒害はなく、しかももっとおいしいとわかっているというのに、彼らがどう感じたか想
像に難くないだろう。このとき私はそれ以前に感じたことのない世の終わりという雰囲気
を味わった。

3)　ドイツの乳牛は、牧草地から汚染された草を除く前にそれを食べてしまった。そして
牛は汚染牛乳を出し、乳製品も汚染させた。当時、来る日も来る日も新聞は汚染された乳
製品が積まれた貨車について報じた。当時の加工業者はこの汚染物を受け取ろうとしな
かったし、いく人かの市長は自分の街の貨物駅にそれが来ないように計らった。汚染粉乳
は貨物列車でドイツ中をさまよい、引き取り手がいなかったことは、私の脳裏に焼き付い
ている。以下のサイト参照。

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13522228.html
und http://www.merkur.de/lokales/ebersberg/landkreis/molke-nach-wolke-erinnerungen-einen-gueterzug-1171101.html

4)  1980 年から 1994 年まで私はブラウンシュヴァイク領邦福音ルーテル教会に属する
シェッペンシュテットでの青少年担当助祭であった。私の仕事は若い世代のために彼らと
の行動を準備し実現することで、それは例えば、毎年行われていた 6 歳から 12 歳の子供
たちのため聖霊降臨祭日のキャンプであった。この祭日は毎年初めて、好天とか青天が期
待できる休日であったので、その時期に、良い活動ができたのだが、その活動内容は沢山
の予定のつまった、ともに過ごす 3 日間で、チーム別のテント 2 泊も含まれていた。毎年
20 人の青年が週末のセミナ―で訓練を受け、最後には（できるだけ）独立した子供向け
のアクションが行えるようになっていた。その最初の活動は聖霊降臨祭のテントキャンプ
で、つねに 100 人くらいの子供たちが参加していた。この評判のよい、子供や少年少女向
けの活動を前に、1986 年の準備期間中にチェルノブイリ原発事故のニュースが伝わって
ぞっとした。子供たちが閉鎖空間に留まらねばならないのなら、テントキャンプの計画は
どうなるのだろう？
　内務大臣の問題視しない意見でさらに心配になった。ブラウンシュヴァイク領邦福音
ルーテル教会（他の教会区ももちろん）は問題に直面した。一体、計画のキャンプを何の
心配もなく、参加者の健康を危険にさらすことなく、実現できるのか？誰がこの質問に答
えてくれるのだろうか？私たちには社会、心理、神学の専門家はいたが、医学や放射能防
御の専門家はいなかった。私は近くの保険局に尋ねた。局長は知人の女医だった。
　私はこの知人に電話で尋ねた。すると放射能についての長い話の最後に、一つの台詞が
響いた。「もし子供たちが水たまりの水を飲んだり、草を食べないのであれば、キャンプ
を実行してもいいでしょう！」それに注意すればいいのか、と私は思った、そして、今ま
で水たまりの水を飲む子供を見たことがあるかと考えた。
キャンプを計画通りに実行した。しかし、参加する子どもの数はいつもの半分に減ってい
た。親たちは、やはり不安で、密閉された空間、つまり「自宅で休暇」を選んだのだ。
子供たちをひょっとしたら戸外で危険にさらしたかという問題に十分かかわったので、こ
れは後のちまで私の心に刻まれた。いま、30 年ほど後になって（しかも今の知識をもっ
てしても）この実行が当時正しい決定であったのかどうか、いまだによくわからない。

 5) 　3 年の遅れを取って、ベラルーシではそこが（レニングラード原発のある）ウクライ
ナよりもチェルノブイリ原発事故で汚染されていたことが公表された。（フォールアウト
の 70 パーセントが当時風にのってベラルーシに飛散した。）ベラルーシの医師たちは
（軍隊がチェルノブイリ原発事故に関して秘密遵守を強制していたが）その沈黙を破り、
病院内での大きな問題について語った。医師たちは病院が満杯になっていることだけでな
く、事故の影響で起きた病気の治療が困難であることを嘆いていた。さらには薬剤が不足
し、診断用の機器も十分にはなかった。そこでいろいろと交渉しなくてはならなくなった。



国際的な援助は公的にはなかった、なぜなら、当時のソ連はこの問題をなるべく大げさに
したがらず、その意図は国際原子力機構とも共通の目標であった。　
　その代わりに世界のいくつかの国々（まずイタリアとドイツ）はそれまでになかったよ
うな、市民による連帯の動きを開始した。端緒は子供たちの保養であった。（この面でイ
タリアでは国が支援するプログラムで、イタリアでの子供たちの保養担当の家族や団体を
財政的に助けていた。）子供たちが外国で保養する最初の対策とほとんど同時に、ベラ
ルーシやウクライナへの援助も開始された。この点ではドイツの市民社会が先頭に立って
いた。ドイツ政府による直接的財政援助が最初はなかったせいで、民間に要望されたの
だった。とりわけドルトムントの「教育と出会いワークショップ IBB」は 10 年以上前に
「ベラルーシ奨励プログラム」についてドイツ政府と交渉している。ベラルーシ奨励プロ
グラムはベラルーシにおける、ドイツ発展共同作業の重点となっている。 IBB ドルトムン
トは GIZ(ドイツ国際共同作業協会）から委託されてドイツ経済共発展省 BMZ の資金を
使ってそれを実行した。以下のサイト参照
(http://www.ibb-d.de/foerderprogramm_belarus.html)

チェルノブイリ原発事故の影響でドイツには放射能防御局が成立し、さらには放射能の影
響を集中的にあつかう環境団体もいくつかできた。ドイツ国内でさまざまな会員数をもつ
およそ 800 にのぼるチェルノブイリ・イニシアチブが出来上がった。中にはたった一人で
行うイニシアチブもある。ニーダーザクセン州にはさまざまな重点を持つ 4 つの大きなイ
ニシアチブが存在する。

1) 　福音ルーテル・ハノーファー教会の「チェルノブイリの子供たちへの援助」作業共同

体。これは 1991 年から存在し、事故で被害を被った人たち、とくに子供たちを援助する

目的を持っている。当初は夏ごとにおよそ 1000 人の子供たちと仲にはお母さん方もとも
に、ニーダーザクセン州のさまざまな教会教区やその関係者たちの家族のところに宿泊し
た。現在はこの数字は幾分減り始めている。くわしくは以下のサイトをご覧下さい。
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/ueberblick/8_diakonie/8_11tschernobyl

2) ニーダーザクセン州の「チェルノブイリの子供たち」基金。ニーダーザクセン州議会は
1992 年に政党を越えて、「チェルノブイリの子供たち」州基金の設立を決定した。この
基金の 1992 年から 1997 年までの初代会長はヒルトルート・シュレーダー夫人であった。
基金の活動は甲状腺がんの診断や治療に係わる医学的援助に限定されていた。基金は現地
の病院へ超音波機器を送り、ベラルーシの医者をドイツでの訓練のために招待した。
さらなるインフォは以下のサイトでどうぞ。
http://www.tschernobyl-stiftung.de/

3) 　ハノーファー・ヤヌン登記社団（ニーダーザクセン州・青少年世界ネットワーク）ヤ
ヌンはハノーファー地方の青少年環境イニシアチブの統括組織で、そこにドイツの他の環
境保護団体である BUND や NABU、そして動物保護協会の青少年部が属している。ヤヌ
ンはそういう意味で、動物や自然と環境保護に関わっている。彼らのホームページを見る
と、自然保護や環境保護にかかわる多数の政治的活動が見受けられる。またチェルノブイ
リにかかわるテーマはそこまで重視されていない。ベラルーシへの旅への招待がみられた
だけだ。
参照
http://www.janun.de/veranstaltungen/kalender/fahrt_nach_belarus

ただし、ヤヌン会はチェルノブイリ問題だけにかかわる別のホームページを持っている。
東西の橋（チェルノブイリやベラルーシとのプロジェクトに関するインフォ）
http://www.ostwestbruecke.de/



このホームページにはベラルーシの放射能防御研究所・ベルラートと、その研究所とヤヌ
ンの共同作業が紹介されている。ヤヌンの東ヨーロッパへの活動は 1995 年に開始した。
チェルノブイリ大事故後 10 年の日にヤヌンはベラルーシから 5 人の学生を招待し、かれ
らは 3 週間、ニーダーザクセンの各学校でその影響について報告した。これによって連帯
と援助と関心の波が沸き上がった。私の個人的な意見では、この共同作業のあとに成立し
た重要事項は測定プロジェクトだった（村の学校での食物の放射線測定）自分の庭の作物
を測定してもらうかたわら、どのようにして放射能から身を守るか、そして汚染作物をど
のようにして除染するかを伝えたもらったことだ。

4)．シェッペンシュタット司祭区におけるチェルノブイリ・イニシアチブ登録社団
これは 1994 年 4 月 11 日に私が創立した。創立時、私が会長で、妻が事務長だった。しか
しさまざまな理由で 2011 年に私たちはこの職を降り、会は解散した。
当時のチェルノブイリ・イニシアチブのホームページはまだ見られる。
http://www.tschernobyl-initiative.welcomes-you.com/

この会の発足 3 年前から私たちは福音教会の青少年部門の枠内でチェルノブイリ活動を
行っていた。1990 年から 1992 年の間に、福音ブラウンシュヴァイク領邦教会の青少年助
祭が 4 人、チェルノブイリ共同作業をおこなうことで意見が一致した。この 2 年間にここ
で初めての子供たちの保養対策が実現した。この初の保養アクションのあと、さまざまな
物資援助を運搬用連結車つきの VWバス一台で私の同僚二人が運んだ。このベラルーシ初
訪問で、仲間二人は保養アクションの通訳を介して援助物資を現地で分け、学生合唱団と
接触し、その結果、この合唱団は同じ年にドイツ初のコンサートをおこなった。私自身は
妻、二人の同僚、および別の二人の若い人と一緒に、やはり運搬用連結車つきの VW バス
で 1992 年に援助物資を初めてベラルーシへ運び、そこで盲目協会や現地の盲目の人たち
の合唱団と接触した。この合唱団は 1993 年に私どもの地域でドイツ初のコンサートを
行った。1993 年に私は司祭教会の青少年部門の枠内で固有のチェルノブイリ・イニシア
チブを設立し、この活動の中で最初の子供たちの保養が行われた。その後 1994 年に会が
発足した。
1994 年の初頭に私は青少年担当をやめて、領邦教会へ移管した。シェッペンシュテット
の青少年部で造り上げたチェルノブイリ・イニシアチブは会を発足して継続できた。私の
新しい仕事場では、チェルノブイリの子供たちのためのドイツ・ベラルーシ・子供保養施
設・ナデシャダというプロジェクトを支援してくれたので、ここでもこれまでのチェルノ
ブイリに関する活動の経験を活かし、様々な事柄を結びつけた。さらに領有協会にはチェ
ルノブイリ共同作業について論議したり実際的な支援が多々行えた。そういうわけで、領
邦教会の環境問題担当者からも支援が得られた。さらに教会内の宗教教育部とメデイア担
当部からも大々的支援と共同作業を経験した。これらの詳細をここにいちいち記すのは無
理なので個々の名称のみ上げることにする。

- ベラルーシへの邂逅と知見の旅
- ウクライナとベラルーシへの専門家の旅（医者、神学者、放射線防御専門家が参加。ブ
ログの写真はこのとき成立）
- ドイツ技能者の 2 週間にわたるナダシダに貢献の旅
- ドイツ・ベラルーシ教師交流
- ドイツ・ベラルーシ・職業学校生徒の交互訪問と 活動
- ベラルーシの写真家アナトール・クリア シュックの作品展
- 授業のための記録と教材作成
   
　目前に迫った退職とチェルノブイリ・イニシアチブ内で続く問題の点で、私は 17 年間
連続して先導してきた、自身で作り上げたシェッペンシュテット・チェルノブイリ・イニ
シアチブ会の代表として立候補することをやめた。年金受給者としての最初の年は模索の
年として休息を予定していたが、結局それも持たなかった、しかし、こうした新規まき直
しは、私の場合、可能なプロジェクトへの接点をひょっとしたら失ってしまうかもしれな
い中断となったのではないかと思う。



この会の解散後も私はチェルノブイリと関わり、いまはドルトムント・国際教育と邂逅の
ワークショップ IBB およびブラウンシュヴァイク・福音アカデミーとともに動いている。
2011 年の終わりの IBB との相談後、2012 年初頭に「チェルノブイリとフクシマ後のヨー
ロッパ・アクション・ウイーク」を開始した。ブラウンシュヴァイク地方での支援者を得
ることに成功し、これによって 2013 年に当地でのアクションを組織した。2015 年の
「チェルノブイリとフクシマ後の将来のためのヨーロッパ・アクション・ウイーク」はイ
ンターネット上に記録されている。以下のサイトでどうぞ。
https://zukunftdanach.wordpress.com/

    現在(2016）私どもはチェルノブイリから 30 年、フクシマから 5 年のアクションの準備
に追われている。

これまでのまとめ。1986 年のチェルノブイリ大事故のドイツでの影響は私の記憶に焼き
付いている。特に、私の住んでいた地方で子供たちが戸外にとどまるのはその健康に悪い
ということを今もなお思い出す。3 年後に破壊原発周辺の汚染地区から子供たちを保養の
ために 4 週間招待するということを頼まれたとき、私の同僚と私は即、このことを私たち
の仕事上の（そしてそれ以上の）プログラムに組み入れることにした。上述のように、す
ぐに「チェルノブイリの子供たち」と呼ばれる仕事に取り掛かり、それに対応連結したプ
ロジェクトにつないだ。子供たちの訪問により、彼らを迎えたドイツ側家族たちの先方へ
の訪問が続いた。（環境専門家、神学者、ソーシャルワーカー、医者と放射線防御専門家
とともに 1998 年）

知人は友人となった。毎回の訪問のたびに新たな、深い認識が得られた。チェルノブイリ
を忘れてはならないのに、世間一般では次第に意味を失いそうになっていた。24 回の事
故の日が来るひと月前にフクシマで東電原子炉の事故がおきた。そしてチェルノブイリは
メデイアの中に再度くっきりと姿を現した。ドイツはフクシマの事故によりエネルギー転
換を行った。しかしそれは、残念ながらこのような重大な決定を行った唯一の国だった。
世界中で原発は電線網につながっているか、計画中とか建設中だった。EU すらエネル
ギー供給が十分にできるか否かという不安から原子力を推進している。

原子力に代わるものはある　－　そしてその研究はまだ終わってはいない。チェルノブイ
リとフクシマを忘れず、清潔で安い原子力という嘘に決別をつけることが非常に重要だ！



        チェルノブイリと壁崩壊

わしおとよ

　個人的に覚えているのは、あの日、夫が音大時代の友人や音楽学生と一緒にパリに車で

出かけていたことだ。（夫はデユッセルドルフ市立オーケストラで 34年間、一番フル―

テイストを勤め上げた。）当時、私は働いていたので、一緒には行けなかったと思う。後

になって、放射性粒子が風で吹き飛ばされ、フランスへも到達したことがわかり、夫や友

人たちが被害にあわなかったかと心配したものだ。

まず、異常に高い放射能値が検出されたことが北から　－　フィンランドやスゥエーデン

から報道された。そして非常に後になって、ソ連政府は原発事故がおきたことを白状した

が、まずは自国だけで解決しようとしたものの、結局できない、それでソ連はアメリカに

援助を仰いだ。アメリカの専門家は現地へ行き、その原発装置は非常に旧式であったと、

のちに伝えた。ソ連とアメリカのこのような接触、アメリカの具体的援助は、その後ドイ

ツでおきた壁倒壊の始まりだったと私は推察している。チェルノブイリ大事故は 1986年

におき、ドイツの東西の壁崩壊はわずか 3年後であった。(当時のアメリカ大統領レーガ

ンはベルリンで「ミスター・ゴルバチョフ、ブランデンブルク門を開けてくれ！」と呼び

かけた。）壁崩壊は東西冷戦の終わりとなり、これはそれ以外は非常に悪い影響を与えた

大惨事の唯一よい結果となった。さらに、さまざまな国からの支援の動きがあり、例えば

ドイツ・ドルトムントにある IBB・国際教育と活動ワークはいまもチェルノブイリに支援

を続けている。

　当時、科学者がテレビで説明した番組も覚えている、放射性物質が地表から地中にしみ

こむ速度は非常に遅く、1年で 1ミリ程度なので、地下水に簡単に到達することはないと

いう話だった。

ドイツでは大事故以前、シュトラールングという言葉が流行していた、この言葉はある人

物のオーラ、魅力を象徴していた。例えば、あの人は素晴らしいシュトラールングを持つ、

彼女は喜びでシュトラーレンしている、などと耳にしたものだが、事故後は、このような

表現はすたれた。



チェルノブイリ後の世界が特に平和にはならず、逆に非常に複雑になったのは残念だ。さ

まざまなテロがいまなお広がっている。極端なテロは社会への脅威で原発への不安も増す。

テロリストが原発を狙って攻撃した場合、何が起きるかも考慮しなければならなくなった。

わしお　とよ

1951年 2月熊本に生まれる。熊本とボンでドイツ文学を専攻。デユッセルドルフで就職、

その後演奏家と結婚、二人の成人した子供の親、主婦。2003年から 2018年まで「独日文

化フォーラム・ヒューマネット」に参加。2012年から 2018年まで「原子力のない世界

へ・さよなら原発デユッセルドルフ会」にて反原発活動。フリー翻訳家（ドイツ語から日

本語）



 

 

カイ・ベーヴァー  

1979 年生まれ 実業学校卒業 エネルギー

電子技師の職業教育を受ける マグデブル

グ専門大学で電子技師を学ぶ 卒業後産業

発電所で発電所操業技術の技 

師として働く 

現在は鉄道信号技術の試験技師として働 

く 

ショッペンシュタットでチェルノブイリ 

支援のボランティアとして活動、シェー 

ニンゲンで技術支援のボランティア活動  

 

 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/

2015/11/08/tschernobyl-und-andere-ereignisse/ 

 

チェルノブイリ そして他の出来

事 

*** 

青は特殊な色だ。 自然界の不思議であ る

人間の目は、夜になると 、 昼間より もず

っと敏感に青の光を認識する 。 

そ れで、夜の闇を切り裂く 青い閃光を見 

る と、 特別に恐ろしい印象を持つのだ。 

とはいえ、1986 年 4 月 26 日にチェ ルノ

ブイリ原発の 事故劇を 見た 人々 が、その

よう に思っ たかというと 、 私には その

可能性は低いと思う 。 

私自身、あの事故について覚えている こ

とは少ない。 

原発事故の数日前は私 の 7 歳の誕生日で

、子供の私には何が 起こったのか、大人

たちが何を興奮し て議論しているのか、

わからなかった 。 

数日間学校の校庭で遊ぶことは禁止さ れ

たが、ラッキーなことに午後には外 で遊

ばせてもらえ ていた 。 

時が過ぎ、 1989 年、 子供には理解でき 

ない、ドイツを分断していた 、 かの国 境

が消滅し た。奇妙な時代だった 。 

以 前は世界の終わり（少なくとも子供の 

私にはそう思え ていた ）だった柵がマ テ

ィアツォルでも開放され、変な音を 立て

て走る強い異臭を放つ奇妙な車の 列が国

境の末端の地方に大量に流れ込 んだ。母

は、壁が崩壊した 日には夜勤 だったので

、駐車場の入り口を 誰も 車 で塞がないよ

うに私は庭先に立って見 張りをして いた 

。  

そのころ、チェルノ ブイリは私の記憶か

ら消えていた。 

時間はどんどん過ぎ、普通の小学生だ っ

た私は普通の中学生になり、堅信式 の直

前にパウル・コッホと知り合った 。 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/11/08/tschernobyl-und-andere-ereignisse/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/11/08/tschernobyl-und-andere-ereignisse/


当時パウルはショッペンシュテット教 区

の青少年監視員（現在は教区青少年 担当

牧師補とよばれている）で、私達 はレク

レーションで知り合った 。 

チェ ルノブイリ支援活動が始まった頃だ

っ た。 

堅信式が終わると、私は地元の教会の 青

少年グループに入った。 

ショッペン シュテット 教区でも青少年グ

ループに 参加し、そこでチェルノブイリ

支援グ 

ループと接触することになった 。 

私は 学校を終え、エネルギー電気技師の

教 育を受け始めていた。  

そして ショッペ ンシュテット ・ チェル

ノブイリ支援団 体でも 力を入れて活動す

るようになり、メンバーとして様々なこ

とに関わ っ た。 

ネットのサイトを管理するグループで は

数年間活動した。このグループが立 ち上

がった当初は非常におもしろく、 アナロ

グのモデムやアミガの A1200 を 使ってい

た時期だった。 

ほかにも支援 物資を送る活動や子供の保

養、ベラル ーシの子供支援センターであ

るナデシ 

タでの活動をした。  

2013 年にはこの ような活動の中で今の妻

であるダニエ ラと知り合った。 

原発事故の影響は暗 い影を落としていた

し、活動の中で時 折意見を闘わせたり、

人間関係がギク シャクしたりすることが

あっ た。 

それ でも 多くの素晴らしい経験をした時

期 だった。 

いい思い出なのは、 2 回、列 車で支援物

資を輸送したこと、古着市 の拡張、ナデ

シタ（ベラルーシ）での 技術者としての

活動などがある。 

そし てインターネットグループの会合も

い い思い出だ。 

   

ベラルーシのナデシタ子供支援センター

で の活動 (写真：ハイコ・クラ―マー )

写真 上：屋根の修理、写真下：子供支援

センタ ーの敷地内にある湖で活動を終え

て休むひ と時 

 

変に聞こえるかもしれないが、 チェル 

ノブイリは私にとっては人生最初の災 害

だった。原発事故から 13 年たった 1999 

年の 4 月、私は THW (技術支援局)の地

元の地方支部に奉仕志願した。  

兵 役を逃れるために災害支援で奉仕する 

ことを選んだというのが、もちろん主 な

動機だった。  

とはいえ、チェルノブ イリ支援活動と並

んで、 THW でも奉仕 活動をすることに

なった 。当時もっと も大きな出来事だ

ったのは、 1999 年と 2000 年のフラン

スでの暴風災害と 2002 年の水害だ。 



 
THW で 2003 年非常訓練をするカイ・ベ

ーヴ ァー 

 

時は過ぎて、何もかもが変わっていっ た

。 

職業教育を終えた私はマグデブル グの大

学に入学し、卒業後 18 か月間 ヴェラ渓

谷で発電所技師として働いた。 

2007 年には再びブラウンシュヴァイク 

地方に戻り、仕事とボランティア、そ し

てプライベート のバランスをとるた め

にチェルノブイリ支援での活動をや め、

ボランティア活動は技術支援に集 中させ

ることにした。 

職場では事務仕 事が多かったので、この

ボランティア はいいバランスになった。 

チェルノブ イリ支援でインターネットの

仕事をす るのとは、その点で違っていた

。 

それでも、チェルノブイリ原発事故は 私

にとっては特別なものであり続けた。 

それが私にとっての人生最初の災害だ っ

たからだけではない。 

原発事故は長 期にわたる災害だ。 

洪水は水が引けば 終わり、救援部隊も自

宅に戻る。 

そし て何とか生活が再開される 。 

チェルノ ブイリではそうではない。 

汚染は残り、事故も残り、何年もの間支

援は必要だ。 

そのため、支援地域に何度も入り、発 展

を見届け、人々とのつながりも深い。 

「普通の」洪水や防風、大火災では経 験

しないことだ。 

災害援助でのボランティアを通して、私

は酷い有り様だけを見たわけではな い。 

忘れられない、幸せなこともあっ た。 

特にいつも印象的なのは、危機的 な状況

の中で人間が成し得る 様々な こ とであ

る。 

自分が失ったものを乗り越 えて、互いに

受け入れ合い、みんなの ためになるよう

に平和的に協力しあう。 

日常生活では、こう は ならないことは 

残念 だ。 

 

2015 年にパウル・コッホが私に 新たな 

プロジェクトについて話したとき、 青 

い閃光が再び夜の闇を切り裂いた。 

多 くの人々が故郷を離れ、貧困、戦争、

飢餓などの悲惨な状況から逃れ、新た な

生活を始めるためにドイツを目指し た。 

ドイツ中で数千人ものボランティ アがこ

れらの人々に人間的な生活環境 を整えよ

うと できるだけ支援した。 

人 は人を助ける。自主的に、 疲れもし

ら ず、自分のベストを尽くして。 

冷え切 った今の時代でも人間性が最も重

要な 役割を演ずるということを象徴して

い ると思う。 

不気味な青い閃光が闇を切 り裂く夜のあ

とにも明るい日がやって くる。 

何もかもが以前とは違ってしま っても、

次の日はやってくるものだ。 

 



カイ・ベーヴァー: 

「…数年間、私は小さなグループでネッ

ト 担当のボランティアをした。 

当初アナロ グのモデムとアミガ A1200 

を使ったイン ターネットのサイトの管理

はおもしろい 仕事だった。 

」以下のサイトは、 カイ・ベーヴァが中

心とな って管理していたチェルノブイリ

支援グルー プの保養のページ。グループ

が解体してから は更新されていない。 

http://www.tschernobyl-

initiative.welcomesyou.com/home.html 
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クラウス・ペーター・リュトケ

1968年生まれ。アルテンシュタイクのプロテスタント牧師、同地に家族と在住。ヴユル
テンベルク区教会の環境委員、在住地でも命あるものに心を砕き、エネルギー問題にも取
り組む。

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/03/08/alltagsradioaktivitaet-und-die-tschernobyl-wolke  /  

日常放射能とチェルノブイリの雲

***

チェルノブイリについてのまるきり最初のニュースが見聞されたときには、まだ大事故の
概要は見えていなかったが、私はバーデン・ヴュルテンベルク州、ベーブリンゲン地区の
ホルツゲリンガー・シェーンブーフ・ギムナジウムでの環境活動に参加していた。つまり
生徒皆で周辺の日常的放射能の値を測定していた。週末には皆がほしがる学校のガイ
ガー・カウンターを友人と借り、家に持ち帰った。放射能が届いた夜中に、私が測定の番
となった。いつだったか朝のうちに雷がちょっと鳴り、雨が降った。ガイガー計数機の指
数は激しく上昇した。数分後に測定限界値に達し、私は 1 時間連続測定を 5 分間測定に変
更した。

初め、機械の間違いかと思ったので、測定調整のとき、ちょっとコントロールの目的で外
へ出て雨に少し当たった。現地の IBM 保安マネージャーであった私の父ヘルマン・デム
ベックは私が記録した放射能の最高値を日曜の朝に見て、ベーブリンゲンの消防署へ行き、
放射能を測定させた。その少し後に、私たちはラジオで、子供の遊び場、芝生、原っぱに



出ないように注意された。IBM の産業用フィルターは数時間のうちに高度に放射能を発す
る廃棄物と化してしまった。

4 週間後、髪が沢山抜けた。シャワーのとき束になって排水口を詰まらせた。私は心配に
なった、祖父の一人が亡くなる前にやはり髪が少くなっていたからだ。これは遺伝なの
か？しかし、このとき私は、これからどのように生き、行動すべきかが分かった、神の側
であって、原子力産業側には立たないと。

ずっと後になって聞いた話では、ある妊婦があの夜、隣接のテユービンゲン市を歩いたが、
その後その母親も生まれた子供も甲状腺ガンで亡くなったという。事実かどうかの検証は
できなかったが、その後、甲状腺の検査を受けた。幸い、何も異常は発見されなかった。

***

クラウス・ペーター・リュトケ

イエズス・キリストは創造物と創造主の調和するマルコ福音証明に従って生きています。
人が楽園を破壊することを防いだ天使たちすら、武装して楽園の門を守ることをやめ、イ
エズスについてのクリスマスの歌にあるように、天使たちはイエズスに平和に仕えていま
す。「今日、イエズスは美しい楽園の門を再び開いた、天使たちはもうそこにいない、敬
い、賞賛し、感謝されるべきは主」と。

マルコ福音書の最後に、イエズスは弟子たちに彼の意図を委託しました、「行って、あら
ゆる創造物に福音を知らせよ」と。ですから、生物種の多様性、気候保護、創造物に害を
与えるより利になる教会の生き方、これらは私たちの創造主たる神への信仰に欠かせない
考えです。
私たちキリスト教徒は原発由来電力に反対します。その理由は単に、原発電力のエネル
ギー収支中間値が 60 g CO²/KWh と、再生エネルギー（水力、風力、太陽電池）の同じ値
10 ～40 g CO²/KWh より悪いせいだけではありません。数百万年も放射し続ける廃棄物の
最終置き場問題は、ドイツ岩塩鉱山でのお恥ずかしくも失敗続きの試みで、それ以前より
も解決できなくなっています。核技術装置の近くで子供たちがガンにかかりやすいという
危険性は証明されています。そして原発事故に備える大企業の予備金は、フクシマの費用
が透明性を増してからは、スズメの涙程度でしかありません。

創造主から私たちが受けた仕事は土地を利用し、物を植え、私たちに与えられた原料を使
うことであり、神の創造物を保存できる範囲内でしか許されません。私たちが気候保護を
公的に要求しながら、放射能が私たちや次の世代に計り知れない悪影響を及ぼす可能性が
あるのに、放射能を発するエネルギー形態に固辞するのは神の御意志に反することです。
無理な小細工は藪蛇なのです。

マルティン・ルターは第 5 戒律（汝、殺すべからず）について説明しました。「私たちは、
私たち自身がすぐそばにいる人たちに害を与えず苦しめないことで、神を恐れ、神を愛す
べきだ。」と。テロのような狂った頭脳は別として、誰も原子力で他者を痛めようとは思
わないでしょう。しかし、最も安全といわれる原発ですらテロ攻撃から十分に保護されて
はいません。その上、飛行機は、人間の失敗や技術の故障で墜落しないとは限りません。
その場合、何百万人のドイツ人が汚染地域圏内では生存できなくなるでしょう。農業は破
綻します。経済はつぶれます。私たちに残されるのは、もしもまだできたとしても、隣人
のために必要なことを手助けし、彼らの傍にいることです（ルターの言葉）

選択肢は私たちにはありますが、政治が規定する、開けた、しかし間違った道を素早く去
る勇気が欠けています。ひょっとしたら私たちには核に対する敬意が欠けているのかもし
れません。ユダヤ人生物化学者であるエルヴィン・シャルガフは遺伝子の構造を初めて解



き明かしました。しかし、彼の研究が創造物循環場に遺伝子操作した生物をばらまくよう
に悪用されると彼が認識したとき、彼は考え込みました。彼は、遺伝子操作技術が植物、
動物そして人間に利用される影響を、彼の物理学者同僚が意図せずにその研究で可能にし
た原爆や原発事故と同じように危険であると推察しました。それでシャルガフは神の第 5
戒律を今の時代にあわせて改めたのです。「汝は核というものを分裂させるべからず、原
子核も細胞核も！」

ロマネスク　ノイヴァイラー　ウーリッヒ十字架

I

ノイヴァイラーのシュテファヌス教会（ヴュルテンベルク地区教会）記録書には 1955 年
から 56 年の根本的改築が記されている。
+
内陣と洗礼場の窓はヴォルフ・デイーター・コーラーによって芸術的に形成された。新し
いオルガンは横の部屋に設置された。これにより外されたロマネスク・十字架はヘルムー
ト・ウーリッヒにより像を加えられて祭壇の十字架に造り直された。

***

日本語訳　わしお　とよ Text  übersetzt von Toyo Washio (SND)



写真・ウルズラ・ゲリス

アナトリー・グバリエフ、ウクライナ出身。1986年に爆発したチェルノブイリ原発で
「清算人」として働く。

写真は 2015 年 10 月に IBB・ドルトムント国際教育と出会い機構のゲゼケ市における会合
の際、以下のインタビューを行ったゲリス撮影

ウルズラ・ゲリス、「GRAMNT・核実験に反対するグローバル女性アソシエーション」
およびノルウェーの「核兵器にノー」会員。ロシア語からドイツ語への通訳はハノー
ファーのイーダ・べトケ（セミパラティンスクの核実験の放射性影響・会）www.sawts.de

（チェルノブイリの思い出　では個人的な報告が紹介されていますが、このインタビューは例外です。一種
の投稿ですが、チェルノブイリの思い出としては非常に身に迫る、体験的報告です。ウェブサイト主催者)

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/04/09/einblicke-in-das-chaos-von-tschernobyl/

チェルノブイリの大混乱への一瞥

***

圧制システムとしての原子力国家

私の学生時代にすら「故障」という言葉は大して問題がないように語られていた。1981
年の Weser-Kurier 紙は「パリ（フラス政府）は原発故障に関心がない。La Hague( プルト
ニウム工場、使用済燃料処理工場）は暫定的に停止された。」と伝えた。この工場は今も

なお稼働している。この新聞記事を私は Robert Jungk の「プルトニウムの未来・非人間性

への前進」という、1977 年に出版された本に貼り付けていた。ユンクは、私たちから人
間的自由を奪い去ってしまう「プルトニウム未来」を描いている。放射性物質によって環
境が汚染されることだけが問題なのはでなく、原爆によるテロや脅迫もテーマになってい



た。ユンクは原子力時代の中に、暴力の新しい次元を見ている、何故なら原子力の「平和
利用」は核兵器の製造と分かたれるものではないからだ。

新聞記事 1986 年 4 月 28 日。旧ソ連・ウクライナ社会主義国のチェルノブイリ原発の原子

炉爆発から 2 日後の記事。「ストックホルムから北に位置するフォルスマーク原発では、

その周辺 4 キロ内で放射能が検出された理由から人員撤退が行われた。・・・放射能の値

は合計で平常の 15 倍に上昇している。」　当時のソ連での核事故について西側はまずこ

のような報道を耳にした。( ウルズラ・ゲリス、インタビュアー）

アナトリー・グバリエフ

ウクライナ人アナトリー・グバリエフは、彼の人生を根本から変えてしまった原子炉事故
以来、チェルノブイリ忘却との戦いを人生の課題にしている。彼はいまウクライナのカル

コフで、清算人連合ソユーズ・チェルノブイリを率いている。この組織は 1988 年に造ら
れ、事故後、チェルノブイリ・ゾーンで働かねばならなかった、いわゆる清算人たち、一
掃兵団であった人たちの問題に取り組んでいる。

事故現場では推定 60 万人から 80 万人の人たちが作業をおこなった。「正確な数字
は・・・不明です、何故なら精密な把握はなされず、作業人たちは作業後、日常生活へ戻
されたからです。」それも彼らが生き延びていた場合だが。この時点では原子炉事故の健
康への影響を問題にすることは禁止されていた。「原子炉爆発後の破壊状態を回復する作

業時の人員の被爆についての情報は秘密になっていました、それはソ連健康省の第 3 管理

局長シュルシェンコの命令でした。」1991 年にアナトリーはドイツで健康診断を行い、
血管のガンと診断された。彼はドイツでの手術で命が助かったと感謝している。他のガン

にもかかった。最後の手術は 2015 年 8 月に行われている。

二つの人生

アナトリーは落ち着いて言った、「私の人生は二つの時期に分かれています。チェルノブ
イリ以前と以後です。」彼は 1960 年に生まれ、1986 年にチェルノブイリで作業したとき、

26 歳だった。当時、彼はカルコフの工具製造工場で働いていた。兵役に出るまえ彼は二

年間大学に行った（1977－79）。1980 年から 82 年に兵役を終えたあと、カザフスタンの
バルカッシュにある大きな湖へ行った。ある秘密スパイセンターではイギリスのロケット

実験を観察していた。ソ連がカザフスタン北部で秘密の原爆実験を行っていたこと（1949
－1989）をアナトリーは知らなかった。兵役の 2 年後、通信教育と工具工場での仕事が続
いた。彼は事故前の人生について笑顔を見せながら、「私はスポーツに親しみ、健康その

ものでした、歯だけは問題でしたが」と語った。1986 年 5 月 4 日から 6 月 7 日まで（35
日）彼はチェルノブイリに滞在した。この仕事が終わってすでに 2 週間後には最初の、記
憶喪失のような健康問題が起き始め病院に入院が続いた。
  
行進命令
1986 年の 5 月初め、アナトリーは母親の村でイースター休暇を過ごしていた。夜 8 時に彼
はカルコフへ戻った。雨が降ったので、アナトリーは自分の住むアパートの入口へ急いだ。
知らなかったのだが、他の男たちもそこへ歩いていた。彼が部屋のドアを開くとすぐに後
ろから中へ押し込まれた。後ろから声がした。「あなたはグバリエフさんですね？」そし

て命令書が手渡された。その召喚状は、彼が 1 時間以内に管轄地方軍隊に出頭する義務が
あると伝えていた。アナトリーは身分証明書と軍人証明書だけを持って出かけた。



彼がこの時点で知っていたことは、ピオニール宮殿内にある役所の集合地点に出頭すべき

ことだった。そこに着くと、およそ 150 人がすでに集合していた。1 時間後にはこの人数
は二倍に増えた。彼の証明書は理由も告げられずに取り去られた。アナトリーが偶然出
会った近所の若い男性に彼は、証明書は渡さないほうがいいとアドバイスした。彼はごく
最近、兵役を終えた人を保護したかったのだ。一体何がおきたのだろう？ラジオではもう
チェルノブイリについて放送されていた。これは変だとアナトリーは疑い始めた。集合地
点にはあらゆる職業でさまざまな年齢の男たちが来ていた。最初の数ケ月間には事故現場
近郊からの作業員が共に組み込まれた。

カルコフからチェルノブイリへの距離は 660 キロある。突然、12 台のバスが来て、それが

「新兵たち」を運送した。2 時間半後、バスは文化宮殿の前で停止した。軍服が配布され、

みな建物の床で眠らねばならなかった。それ以上何の情報も与えられないまま、翌朝 4 時

30 分に起こされた。それから、軍隊の地位と軍隊内で個々に獲得された特性に従う分隊

の形成が開始された。経済学者から大惨事作業での機械工への彼の変遷には、わずか 10
時間もかからなかった。

5 日間の訓練が続き、消火ホースの使い方や他の消火方法を覚えねばならなかった。「ガ
スマスクは受け取りましたが、放射能という言葉は全く耳にしませんでした。」アナト
リーは、高官ですら、そのような危険性を知っていなかったと思っている。新兵と機械を

載せたバスはチェルノブイリから 60 キロ離れたイヴァンコフへ移動した。そこの原っぱ
にテント駐屯地が作られた。

 
「私は物理学の授業で放射能についての基礎知識は持っていました。」とアナトリー。
「ベッドは自分たちで木からこさえました。」アナトリーは寝所が地面からなるべく離れ

るよう、90 センチぐらいの高さにして、放射能に対する防御ができるように注意を払っ
た。他の男達は、この対策は不要だと笑っていた。その時、アナトリーは、彼らは、後に
なって、彼の注意深さにもう一度感謝するだろうと思った。テント駐屯地ではヨードは配
布されなかった。命を脅かすほどの、原子炉に近い作業になって初めて清算人たちはヨー
ドを受け取った。このヨードで、放射性ヨードが甲状腺にたまるのを防ぐらしかった。

写真・イゴール・コスティン（1936－2015）

https://www.google.no/search?q=igor+kostin&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo

生きたロボットとしての作業



（ロボットは放射能値が高すぎて機能しなかった。それで、清算人は生きたロボットと呼
ばれた、彼らは作業放棄しなかったからだ。）
1 週間後、チェルノブイリへ行く準備をするように命令が下った。「私たちがバスに乗る
と、突然、誰も運転手がいないのがわかりました。」とアナトリーは語る。そこで彼は運
転免許証もないのに、消防車を原子炉に向かって運転した！それから彼はチェルノブイリ
の消防署まで歩いた。そこで初めて、男達に、どのような仕事をすべきか説明があった。

5 月 19 日の夜、原子炉 3 号機と 4 号機の間のケーブルが焦げたので、装置にさらなる危険
が発生した。ここでアナトリーは初めて原子炉の中に送られた。

管理棟には 2 ｘ 2 メートルの大きな槽があり、その中にヨードが入っていた。全作業員は
長靴をはいて、このヨードの中を歩き、放射性ヨードが靴に固着するのを防がねばならな
かった。原子炉に入る道ではヨード剤が配られた。作業団は 2 人から 4 人で成り立ち、ま

ず待たねばならず、アナトリーは呼ばれるまで 1 時間半待っていた。それから化学物質か
ら身をまもるゴムの服を着るように命じられた。誰も何が起きているのか知らなかった。
300 人の清算人たちはこの夜、この危険地帯で待たされ、50 人から 80 人だけが実際の作
業を行った！

緑の防御服の他、アナトリーは 2 本の水ホースを担った。みな何台かの車に飛び乗り、原

子炉 3 号機へ向かった。そこでの水補給はうまくいっていた。アナトリーは、立っていた

地点で自分が 2 レントゲンの放射能に囲まれていると耳にした。金属のドアが示され、そ

の向こうは 60 レントゲンの測定値だと告げられた。そして作業すべき場所は 200 から 600
レントゲンになるだろうとも。鉄鋼のドアが開き、アナトリーは梯子を肩に、建物の上階
へ登った。そこで彼は水のホースが火事の方向へ置かれているのが見えた。この蛇行して
いるホースを最後の口まで追い、運んだホースをそれにつなぐこと。そうしたらただちに

火事の現場へ向かい、消火にあたるべし。現場は放射能が非常に高いので 2 分以上いては

ならない、しかしながら同時に、7 分ないとこの仕事は完遂できない、そしてみな、戻っ
てくる力を維持するために体力が消耗しすぎないように気を配れと言われた。

熱と突き刺すような臭み
一体、汗が一杯にたまったゴム防御服がひどく重いのに、どうやって速く戻れただろう？

アナトリーの場合はさらに別の問題が加わっていた。防御服は最大 1，86 ｍの体格に合わ

せてあったが、1，90 ｍの人間には大変だった。そもそもホースの最後の口を見つけるの
は難しかった。それは暗いトンネルの中にあり、小さなランプが照らしていたが不十分
だった。セメントの蓋が開いたままで、それを飛び越さねばならなかった。ある仲間はそ
の中に落ちて、それが原因で 2 年後に亡くなった。口や鼻はマスクで覆っていたが、眼鏡
はなかった！プラスチックのマスクは耐えがたく、男たちはそれを顔から引きちぎって、
防御なしで呼吸し始めた。

2 本の水のホースは誰にもかつぎにくく、たびたびもつれ、作業を困難にした。アナト
リーは「私は前のホースの終わりを発見できないかとずっと心配でしたよ」と息を切らせ
ながら、話した。清算人たちは見取図をもらえぬまま、文字通り暗闇に送られた。ホース
は前のホースにつながれ、燃える現場にゆっくり近づいた。「私には自分の心臓の鼓動し
か聞こえませんでしたよ」とアナトリーは思い出す。燃えるケーブルの熱と臭さに、水が
壁を伝って落ちるかのような音が加わった。火事の大元は 4 号機の近くにあった。これに

よって、この清算人たちはもっとも火に近づき、4 号機爆発のせいで、同時に最も高い放
射能を浴びただろうと推測された。



アナトリーには戻っていくトンネルの道が永遠に思えた。「私は一生に一度のような恐怖
を覚えましたよ！」鉄鋼のドアをもう一度通ったときに経過時間が計られた。許可された

2 分ではなく、アナトリーはトンネルの中に都合 17 分も留まっていた。このあと 3 号機の

傍でシャワーを浴びた。そこは 4 号機から 50 メートルの場所だった！アナトリーはゴム
防御服がなかなか脱げなかった！「この服との闘いを思い出すと、いまでも気分が悪くな
りますよ、本当に恐しいことでしたよ。」疲労困憊した人たちは原発の係員用の白い服を
受け取った。次の 8 人の清算人が車で着き、アナトリーと他の 7 人は何の防護服もなく運

搬車の中でさらに 1 時間も待たされた！その場所は 4 号機から 50 メートルの地点だった。
アナトリーは、車の中で待たねばならないと確信していた、それでないと管理室にいる連
中が白服の作業員を幽霊と思ってぞっとするかもしれなかったからだ。

体がストライキ

帰路はもとのテントではなく、4 キロ離れた サリエチヤ村の学校だった。「そこで恐し
いことが起き始めました。私の体は高い放射能に反応したのです。感覚が消え、すぐどこ
ででも眠れるような気がしました。私がドアに近づいたとき、カルコフ出身の近所の 21
歳の若い人が吐いているのを見ました。後になって、200 レントゲンというような高い被
爆であのような結果になると知りました。若い人は私に、支えてくれと頼みました。それ

で私は彼を抱きしめました。そのまま私たちは一本の木に 2 時間も寄りかかっていました。
私自身もほとんど気絶しそうでした。たくさんの人が同じ状態でした。食事や飲み物など

考えられません、体の中にとどまりませんでした。」昼の 12 時に救急車が現れた。
意識を失った人や、その寸前の人たちはキエフの病院へ搬送された。「私の隣人も運ばれ

ました。」とアナトリー。彼自身は学校の体育館の中へいざり寄っていき、そこで 24 時

間の眠りについた。彼の推定では、その夜、およそ 80 人が原子炉の中で作業し、その後
学校で眠った。その夜、まだ作業をしなかった男たちはイヴァンコヴァの「清潔な」収容

所に送られた。80 人の清算人のうち 50 人が翌日、キエフの病院へ消えて行ったが、アナ
トリーは体育館で元気を取り戻すことを試みた。

人という材料

「その時私たちが消費材であると気が付きました。」とアナトリーは強調した。彼は、今
や放射能によって「使い尽くされた」という感じだった。2 日間の休養後、再度、作業に

出された。一度だけ血液検査を受けた。他には何も起きなかった。4 号機の中に大量の水
が入ったので、こんどは蒸気爆発の危険が迫った。それで水は再び汲み上げられねばなら
なかった。今度の作業場は原子炉 3 号機の奥から二階下だった。今回、アナトリーはポン
プに携わらねばならなかった。汲み上げられた汚染水は、これまで消火用の水を取ってい
た水槽に入れられた。水槽は戸外にあった。この作業後、男たちは再び学校へ帰された。

次の仕事は原子炉装置管理部の中だった。ここから避難 30 キロ圏ゾーンへの人員投入も
指示されていた。この人たちは村々へ行って、屋根や家々を洗った。この時点まで、住民
はやがて家に戻れるだろうと信じていた。

1986 年 6 月末この考えはあきらめられた、何故なら放射能が帰還を除外したからだ。 10
キロ圏の村では埋め立てが開始した。この目的のために軍事用車両が入った。誰一人とし

て汚染区域に戻って汚染した品物を運び出してはならない。5 月末までソ連政府は、4 号

機の収拾はなんとかできて、その後通常運転ができると希望していた。だが 4 号機が爆発

してからは、それに隣接した 3 号機も即、停止した。1 号機と 2 号機は普通に運転が続い
ていた。つまり原発の作業員は破壊されていないブロックで働き続け、この間にも清算人

たちは事故現場で絶望適な作業をしていた。原発会社員は 2，3 日、別の場所に移動し、



数日後、別のチームが働きに来た。全ては出たり入ったり忙しかった。5 月 20 日にアナト

リーは当時の標準に比較しても被爆上限値の 25 レントゲンに達していた。それでも作業

は続いた。6 月 7 日に彼らの被爆の程度を示すカードが手渡された。責任者は自分がそこ
に現れた値に対して責任を取らされるかと心配していた。アナトリーは値を読んだ。
52，6 レントゲンだった。

原因不明の事故はない

2 日間カルコフの自宅で休んだ後、アナトリーはまた工場の仕事に出た。すると彼は吐き
気や頭痛に襲われ、気絶した。そうしてカルコフの放射能研究所入院となる。病院での治

療は 1 ケ月かかった。その病院で清算人たちは再会した。他にも 30 キロ圏内の住民がそ

こにいた。彼らの被爆量が測定されると、制限値の 100 倍も超えていた！1987 年に彼が再
度入院しなくてはならず、しかも原子炉で共に働いた一人の同僚が亡くなった時、アナト

リーの中で原発大惨事と発病の関連が意識され始めた。6 ケ月に一度、短くても 20 日間、
病院へ行く規定があった。この時期以降、アナトリーは毎年入院した。

 そのころ清算人たちには自分たちの病気はチェルノブイリとは何の関連もないかのよう
に説明されていた。アナトリーは思った、「私が原子炉での作業の影響で死んでしまった
ら、妻はどうなるのだろう？」数人の被害者たちは放射能研究所に集合して、チェルノブ

イリ作業員とその家族のための組織を造ることにした。この連合は 1988 年に「原因不明
の事故はない」という仮の名前で成立した。

これはのちに「チェルノブイリ・ユニオン」と改称された。まずは清算人を支援すること
が大事だった。ソ連は解体し始めていたので、犠牲者の世話のために病院を動かすことに
成功した。昔は政党のボスが優先権を得ていたのだが、今や被爆患者が優先されるように
なった。しばらくあとでは食料不足が起き、この組織はチェルノブイリ犠牲者のための食

料確保に努めた。1990 年にはウクライナで原子炉大惨事の被害者についての法案が作ら

れ、1 年後にそれは施行された。アナトリーは彼の病歴が全くチェルノブイリ事故と関連
付けられなかったと報告した。ドイツでの検査で初めて、ガンにかかっていることを知っ
た。

医者たちは親切だったり、それとは違う性格の人たちだった。アナトリーが言うには「正
確な病名を出すのは実際、禁じられていましたよ」公的にはチェルノブイリの犠牲者は存
在しないことになっていた。そういうわけで清算人はここでも被害を受けていたわけだ。
1991 年の法律が施行されて初めて、状況は変化した。アナトリーは考え込んで言った
「私たちはいま再びこの組織のはじめの時期に戻されたような気がします、何故ならいま、
私たちは非常な差別を受けているからです。その理由は論理的な説明ができません。でも
一体ある一人の人間とその家族がひと月に 85 ユーロでどうやって生き延びればいいのか

と自問しています。そのうえ、薬代はドイツよりも非常に高いのですよ。」「1991 年に

清算人法(チェルノブイリ法）が成立した後すぐには専門家会議はとてもよく助けてくれ

ました。10 年来、犠牲者への支援は連続的に減り続けています。関心は私たちよりも別
のテーマへ流れて行っています。それには原発産業が加担しているのかもしれません。」

人の命はいくらなのか？

皆に別のエネルギー選択肢があることを確信してもらうのは、非常に難しいことです、と
アナトリーは言う。たとえ現在、地ガスの価格がかなり上昇したとはいえ。彼の話では、



ウクライナではいま、原発は 5 ケ所で稼働している。少数の政治家と原子ムラは無論、原
子力を唾棄する意図はない。

チェルノブイリの原発事故は人間の生活に刻々と影響を与えている。アナトリーの娘が病
気になったとき、彼はすぐに、自分のせいだと思った。それで彼はそれ以上の子供を望ま
なかった。「私たちは、原子力の存在のために一体どれだけの犠牲を払わねばならないか、
よく知らなくてはなりません。チェルノブイリ原発事故の後始末には一体どれくらいの費
用がかかるのかという質問を耳にします。そのような場合、私たちは別の質問で答えるこ
とができます。一体人間の命はいくらなんだって。」アナトリーの組織は体験者の報告を

集めている。カルコフ大学の専門家がそれに協力している。すでに 200 件の報告がある。

来年の 30 年目の日にはその報告がロシア語の本として出版される。そして翻訳が続く。
カルコフのチェルノブイリ物語ワークショップが成立するために、ドイツ、ドルトムント
の国際教育と出会い機構 IBB が協力している。

***

放射能は、どのような規則で広がるのか、悪い場合はどうで、悪くない場合はどうなのか、
そしてそれは誰にとって悪くない場合だろう？　1987 年「故障・ある日のニュース」ク
リスタ・ヴォルフ

***

写真　メヒトヒルト・フォム・ビュッヘル　IBB ドルトムント　

ヨーロッパ・アクション週　「チェルノブイリとフクシマ後の未来のために」
IBB 会合、2015 年　10 月ゲゼケにて　（インタビューはこの時に行われた）

***



 アナトリー・グバりエフ　法王謁見

(Copyright der Papstfotos: IBB Dortmund – L’Ossovatore Romano)   
ローマ法王の一般謁見　2016 年　ローマにて

http://ibb-d.de/generalaudienz-in-rom-im-livestream/　以下の文は左のウエブサイトより引用

ローマ法王の謁見には、20 人以上の清算人たちが旅行した。それはチェルノブイリ連合
の代表や、放射能被爆に悩む被災者のために医学的社会的に援助している活動家たちだっ
た。訪問にはウクライナとベラルーシのカトリック教会代表やドイツとイタリアからヨー
ロッパ・チェルノブイリ連帯および IBB ドルトムントが同伴した。IBB はこのアクション

の下準備をした。こうしてこの訪問団体は 1990 年代初頭に成立したチェルノブイリ連帯
運動やチェルノブイリ被災者数十万人を代表した。

「フランツイスクス法王が彼の世界へのまなざしをチェルノブイリ大事故と今もなお被災
者にかかわっている多数の人たちに向けて下さり私たちはうれしく有難く思いました、何
故ならこの大事故は 30 年たってもまだ収束していないからです。」とウクライナ・チャ
ルコフ清算人連合代表のアナトリー・グバリエフはローマで言った。「私たちのあとの多
数の世代は、まだ悲劇の影響と取りくまねばならないでしょう。」
ローマカトリック教会フランツイスクス法王は 2016 年 4 月 20 日水曜の一般謁見でウクラ
イナとベラルーシからの清算人やヨーロッパ連帯運動代表者たちに特別の挨拶を下さった。
「私たちはあの大事故の犠牲者にあらたな祈りを捧げ、苦しみや障害を緩めるように努力
した援助者やあらゆるイニシアチブに尊敬の意を表します。」

 
ローマ法王謁見のきっかけはヨーロッパ・アクション週「チェルノブイリとフクシマ後の
未来」の枠内で、2016 年 4 月 26 日が事故から 30 年の節目にあたることだった。フランツ
イスクス法王は訪問団を歓迎した。訪問団はウクライナ・リヴィヴのローマカトリック司
祭 ミチェスロー・ モクリッチー、ベラルーシ モギヨジョとミンスクのローマカトリッ
ク司祭タデュス・コンドル・スイッチに率いられた。法王はぺトルス広場で「私も皆さん
の間に入ってよろしいかな？」と言われた。



 

 

マティアス・クリュケ 

 

1956年生まれ  

眼鏡製作者として職業教育を受けたのち、
20年間フリーの産業カメラマンとして活動 

15 年前からフリーのアーチストとして活動
（絵画） 

10 年前からメクレンブルク・フォアポメルン州
の改修された農家に住む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/0

4/28/auf-einmal-waren-sie-alle-weg/ 

急にみんな 

いなくなった… 

 

*** 

 

当時 (1986年 4月) 私は産業カメラマンとし
て働いており、顧客の一部は原子力産業、

あるいは核廃棄物産業の業者でした。事故

の直後、私達には何も知らされていませんで

した。4 月 29 日になってはじめて情報が漏れ

だしました。5 月の初めにはすでに事故は隠し

きれなくなり、風は東に向きを変えました。と

はいえ、不安が大きかったということはありま

せんでした。雨が降ったあとは、できるだけ砂

場で遊ばせるなとか、砂場にカバーをかけろと
か、言われました。フリードリヒ・ツィマーマン

（当時の内務大臣）は精神安静剤を飲め

といい、大丈夫だからと保証しました。その大

臣もすべてがわかっていたわけではなかったと

思います。この頃、私は原子力産業や核廃

棄産業の顧客とのアポが控えていたのですが、

急に次から次へと担当者が休暇に入ってい

なくなりました。最初は何も思いませんでした

が、次第にピンときました。当時の担当者た
ちは一般に知らされていたよりはずっと危険だ

という情報を得ていたのでしょう。今もその体

質は変わっていないと私は確信しています。 

 

 

*** 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/04/28/auf-einmal-waren-sie-alle-weg/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/04/28/auf-einmal-waren-sie-alle-weg/


    ウルズラ　ゲリス

ドイツ、イスラエル、およびイタリアで、ユダヤ学、ドイツ学、国際関係学を
学ぶ。フリー・ジャーナリスト、GWANT・核兵器に反対するグローバル女性
ネットワーク創立者、オスロ在住。
WILP・スイス・「平和と自由のための国際女性リーグ」、
アメリカ・「女性と地上の命」http://www.wloe.org/Ursula-Gelis.655.0.html
アメリカ・「核兵器と宇宙での核戦争に反対するグローバル・ネットワーク」
http://www.space4peace.org/board.htm
ノルウェー　・「核兵器にノー」などの会員。
原爆実験の人に与えた影響にかかわる女性問題プロジェクト　2016 年 6 月、オ
スロ

壁の街でも時代変換

「あちら」から。1986 年 4月にチェルノブイリからベルリンへ到達した。

生ぬるい空気、春のざわめき、それなのに警報とは。

汚染が皆の周りで踊り狂う。

原子炉が破壊された、が、非常に遠いところらしい、いま、あちこちがほころ
び始めた「鉄のカーテン」の陰から。

この馴染みのないこととの初めての接触はラジオのアナウンス、窓は閉めてお
くほうがいい、雨が降ったら通りにでないように　と聞いた時。

一体「あちらから」私たちのところに何が来たのか？

放射能雨、それが沈黙と無情報の海から突然姿を現した。
その「ゾーン」ではすでに死が始まり、プロパガンダの「平和な」核は、その
攻撃的な性質を見せつけた。

有機的世界は防御できない。それは私たちすべてに浸透する。誰も防御の準備
ができていなかった。
新しい、目にみえない敵が私の人生に現れた。壁の街にも時代変換。
2016 年　4月　オスロにて。

***
オスカロ　（ウルズラ・ゲリス・2013年）



http://www.google.com/search?
q=onkalo+finnland&hl=de&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UjVLUdSUDIiVswbbgYGgAg&ved=0CFAQsAQ&biw=12
70&bih=892.

これはまだ神々の黄昏ではなく、人はまだ明日が来るのを喜んでいる。

フィンランドの終末ピラミッド、オンカロはまだ地上の光を捕まえている。しかし、グ
ローバルな警告の言葉の刻まれた、どの壁に疲れた斜陽光がかかるのだろう？

アブ・シンベル 神殿では、訪問者(著者）は、かつて丸天井への、見た所無限に続く、シ
ンボルとヒエログリフ文字空間へのカギを得た。それは遠い時代からの呼び声で、まだ再
現可能であった。覚醒した精神と被爆していない体調により、文字の謎解きの時間をまだ
体験できた。

オンカロは、時が流れれば、このような研究者の目にさらされ得ない。それは少くとも
10万年は閉ざされるという。誰ひとりこの暗い場所を知らされず、開かれることはない。

ここに置かれた物は見えないまま、ずっと置かれたままになる。ここで再びカギを手にす
るものは、今のこの世界の人間ではない。

ただ放射線に抵抗できる存在だけが、この意味の解明を試みることができる。他の存在に
は、破損した高濃度放射性廃棄物の樽から出てくる放射能から逃げる暇もない。ただ黒い
岩だけが、その目撃者となる。

ラピスラズリで飾られた金のお面などは見つからず、正気で、理不尽なことに熱心だった
人類の遺産が見つかる。

集団狂気の残したものは、次に来る人達がさらされる、目に見えないもの　‐　一体人類
の遺産として何が残るのか？　致死放射線と、太陽に向かって姿を消した宇宙探索機か？
それは、私たちが破壊した地球の美しさを伝えるものになるのだろうか？

あるいはまた、これからまだ建てられねばならない、多くのオンカロについて警告を発す
る、石に刻まれた詩が残るのか？

オンカロ
フィンランドの核廃棄物最終処分場オルキルウオト

https://de.wikipedia.org/wiki/Endlager_Olkiluoto



パウル・コッホ
1992 年以来ベラルーシ・ヴィテブスクで開かれていた　スラブ・バザーの一環で路上画

家によって、多分 2003 年に描かれた絵。コッホは出会いの旅プロジェクトのホームステ
イ中だった。

以下の文章は様々な片づけとかモノ探し作業中にみつかったものだ。チェルノブイリ事故
後 10 年の時に、状況を印象的に表現しているので保存していた。

それは現実味を失っていない。今もなお語られている　－　「なぜなら放射能汚染が引き
起こす病気の多数は被曝から 10 年とか 30 年後に現れるからだ、まだ恐怖は始まったばか
りだ。」―

20 年後の今日（2006 年 4 月 25 日）恐怖の終わりはまだみえない、また、見せかけの無
害化も終わっていない。

Seite 1 Rechte Spalte

1996 年 4 月 25 日の「epd ニュース」発見

epd No. 44/96 1996 年 4 月 25 日

「今、私たちは恐怖の開始時期にきたばかりだ。」チェルノブイリの影響についてベラ
ルーシとドイツの医者たちの言葉

ブラウンシュヴァイク発（epd）シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州・クリュメル原発

反対訴訟の原告であるハーヨー・デイークマン医師は IAEA 国際原子力機構について「邪
悪で横着な嘘」と非難した。
チェルノブイリ災害は長期的には影響しないという主張は原発ムラから買われた学者に由
来している、とデイークマン医師は、水曜にブラウンシュヴァイクで行われた IPPNW と
コンラート鉱山作業会によるアクションの際に語った。



デイークマンはベルリン大学、ブレーメン大学の調査、およびマインツの子供がん記録の
調査を引き合いに出して、ドイツではチェルノブイリ事故直前まで乳児死亡率が全体的に
減少傾向にあったのが、高度に汚染された南ドイツで短期的だが明確に上昇したと語った。

ベルリンでは、事故後 9 ヶ月後の月にダウン症の子供が 9 人生まれた。それ以前の数年間
には毎月一定に二人しか生まれていなかった。つまりベルリンで放射能値が最高値を記録
したときに妊娠が起きたわけだ。

マインツの子供がん記録では、デイークマンの情報によれば、原発事故後 1 年半から 2 年
後に記録開始後初めて、神経芽細胞腫という、稀ながんの発生のゆらつきが確認された。
あらゆる調査がチェルノブイリ事故と、とくに子供の重病との因果関係を示していると、
デイークマンは言う。放射線被曝による疾病の多くは被爆後 10 年から 30 年後に現れるこ
とがあるので、今は「まだ恐怖は始まったばかり」だという。

ノイエケローデ基金の主任医師であり、IPPNW のドイツ代表でもあるクリスティアー
ン・ゲートもドイツメデイアでも行われている、チェルノブイリは問題ないという主張に
反対している。そのような報告は「意識的デマ」である。彼は世界中の 1 万人の医者が団
結している医者の組織の会長として、医者として、核戦争の脅威が終わったように見えて
も、さらに被曝の悪影響について情報を流し、核戦争に反対し続けるのが己の任務とみな
している。

「たとえ原子力の平和利用といえど、人間の健康にたいする危険を隠蔽している」と彼は
言った。
　ベラルーシの医師でチェルノブイリの清算人であったニコライ・アストロヴゾフは、事
故後、汚染された地域の住民が 2 年から 3 年経って初めて移住させられたのは「悲劇」と
呼んだ。今日、移住した人たちは再び汚染地域に戻ってきている、何故なら彼らは別の場
所で住居も仕事も得られず、被曝した人たちは拒否された。それに汚染地区で働くと普通
より賃金が高いのですと、アストロヴゾフは言う。ベラルーシやウクライナではこの高い
賃金を「棺桶金」と冷笑的に呼んでいる。（b00856/25-4-1996)

・神経芽細胞腫　（ウイキぺデイア）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E8%8A%BD

%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%85%AB

神経芽細胞腫（しんけいがさいぼうしゅ、neuroblastoma）は、小児がんの組織型の一種。
現在は神経芽腫と呼ばれる。小児がんにおいては白血病についで患者数が多い。神経堤細
胞に由来する悪性腫瘍で、主に副腎髄質や交感神経幹から発生する。副腎から発生する腫
瘤として発見される。転移先として肝臓、骨、骨髄が多い。

乳幼児に多く発見される。そのため、以前は新生児のスクリーニングテストが行われてい
たが、新生児の場合はがんが、そのまま縮小してなくなるケースがあり、過剰な治療を
行ってしまうとの批判から、今では行われなくなっている。

尿中腫瘍マーカーは VMA と HVA。血清 NSE が高値を示す。遠隔転移診断は骨シンチ

及び MIBG シンチによる。

一般に 18 か月までに発症する場合は予後が良いことが多いが、18 か月以降の場合は予後

不良が多い。また、神経節に生じた腫瘍は予後良好。腫瘍遺伝子 N-myc の増幅や染色体

重複があると予後不良。日本では年間 150 例発生する。   



ユルゲン・メンゲ

私は教師で物理などを教えていました。（10年生/日本の高校 1年・には原子物理学も）
私は結婚していて、（事故の当時 4歳と 5歳の）二人の子供がいます。

チェルノブイリ原発事故以降の、住民への情報伝達の悪さの理由で、私の管轄役所への信
頼は揺らぎました。それ以後　私は環境の維持と改善を目的とする「ヘルツベルク環境保
護会」 www.vfu-Herzberg.de　に寄与しています。

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/09/10/messungen-im-harz/

ハルツ山での測定
***

30年前
チェルノブイリからの

放射性雨が
ハルツ山に
降った。

1986年 4月 26日チェルノブイリの原発原子炉が爆発した。この時点までは原子力の平和
利用は制御可能ということになっていた。4月 28日にスウエーデンとフィンランドで放射
能値の上昇が見られた。気象学者はこれ以前の天気状況と風向きを調査し、そこからソ連
由来の埃粒子が北へ運ばれたはずだと突き止めた。質問に対して、ソ連は原発で事故が
あったことを認めた。この事件はドイツでも報じられた。1986年 4月 30日に東からの空
気が低気圧によってドイツ南部に達した。雨が降って、黒い森での放射能値は明確に上昇
した。これでドイツでも管轄役人が放射能測定を開始した。ドイツ内務大臣ツイマーマン



は 1986年 5月 7日に、テレビで「住民への悪影響はみられない」と宣言した。しかし
ヘッセン州では 5月初頭に子供の公園が締め切られ、戸外で飼育されている雌牛のミルク
からは高い放射能値が測定された。野菜畑の野菜やミルクへの需要は急速に減った。この
ころニーダーザクセン州では何が起きていたのだろう？

南ドイツで放射性雨が降ったという初めてのニュースを聴いた後には、放射性雨雲がニー
ダーザクセンやハルツ山を避けて通ったとは思えなかった。「そういうわけで 5月初旬に
初めて雨が降ったとき、私は水たまりの埃を集め、学校にあった計数機に宛てました。予
想は 20回/分でしたが、計数機は 400回/分から 600回/分と表示しました。」と当時、ハッ
トルフの高校で 1年生と 12年生に原子物理学を教えていたユルゲン・メンゲは説明する。
「私は驚いて、オステローデの同僚に電話をかけ、そこでの測定を頼みました。同僚は私
の数値を、確信させました。」ドイツ連邦共和国で、それは初めての出来事だった。「私
はバルビの幼稚園で働いていた妻に測定値について話しました、そして私たちはヘッセン
州で子供の公園が閉鎖されたのであれば私たちも子供たちを保護しなくてはならないとい
う点で、はっきり意見が一致しました。」メンゲ一家はハルツ山ぞいのオステローデ郡役
所に知らせた。これは何も動きを起こさず、公的な、行動指針注意は出なかった。

学校管轄上司はメンゲ氏に、自分で行動を起こすように要望した。同じ地方のいくつかの
学校の物理実験室で放射能測定デモが行われ、戸外での簡単な行動規則が与えられた。い
くつかの幼稚園では遊び場が締め切られ、子供たちは暫定的に外では遊べなくなった。子
供たちは家に入る前に靴を脱ぎ、外で遊んだ後は両手を良く洗わねばならず、外に植えて
ある野菜は食べてはならなかった。
メンゲ氏は覚えている、「14日後くらいに放射能の値は明らかに下がりました。」子供
たちは外で遊べるようになった。ヘッセン州では 1986年 5月 14日に規制が解除された。
スポーツ練習場や公園はまた使えるようになった。
「次の年に私は植物に変化があるのを見つけました。藪の小枝や野草の花は奇形が生じて
いました。」とメンゲ氏。「キノコや野生の動物の肉はあのころ非常に汚染されていまし
た。」

半年後、この教師は、ニーダーザクセン州の放射能担当者の研修の際、次のことを耳にし
た、それはチェルノブイリ原発事故の直後最初の雨の日に州役所が測量車を動かし、放射
能の高まりを測定していたことだった。しばらく後になってから州が発表した図によって、
ハルツ山で五月の第一週に放射能が明確に高くなっていたことが示されていた。しかし当
時、ニーダーザクセン州の住民は公的には放射能汚染の程度を全く知らされていなかった。
ドイツ南部ではいまもなおチェルノブイリ原発の放射性雨の影響がキノコや野生動物の肉
に現れている。ヨード 131の半減期は 8日だがセシウム 137の半減期は 30年だ。30年後
のいま、放射性セシウムの半分は別の物質に変換している。そのため、チェルノブイリ由
来の放射能はバイエルン州やバーデン・ヴュルテンベルク州のみならず、まだ数十年も存
在し続けるのだ。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂木 忍 

      

1964年 5月 兵庫県伊丹市生まれ 

1983-1988  京都にてドイツ語専攻 

1986-1987  マンハイム留学 

1991-1993  ハイデルベルクにてドイ

ツ語と日本語学専攻 

1997-2002  大阪にて日本語教育専攻 

  （修士） 

2013年 6月 ドイツへ移住 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/

2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-

zukunft-von-fukushima/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェルノブイリの今は 

フクシマの未来 

 

*** 

 

1986 年 8 月から私は一年間交換留学生

として西ドイツ（当時）のマンハイム

に滞在しました。この一年間の間に私

の健康状態は劇的に悪くなりました。 

 

1986 年 4 月にチェルノブイリで原発事

故が発生したとき、私は日本にいて、

ドイツ留学の準備をしていました。当

時、放射能の危険性について私に警告

してくれた人は誰もいませんでした。

「梅干、持っていくか。ガンに効くら

しいで。」とある日私に言ったのは、

今は亡くなった父でした。それも冗談

まじりで。それ以外は、当時のソ連で

起こった原発事故が西ヨーロッパにも

被害をもたらすとは、誰も考えもして

いなかったのです。 

 

マンハイムで私は学生寮で生活し、多

くの学生と知り合いになりましたが、

ここでもチェルノブイリのことを話す

人は一人もいませんでした。一度だけ、

私が学生寮のキッチンでほうれん草を

洗っていたとき、「ほうれん草、食べ

ないほうがいいよ。汚染されているか

ら」とある女子学生から言われました。

でも、私には彼女が言っていることの

意味がわかりませんでした。その時、

私に短く警告したウルズラは、学生寮

の中でも意識の高い人で知られていて、

健康な食生活にいつも気をつけていた

人でした。それ以外、私が普段仲良く

していた友達は、みんなチェルノブイ

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/


リのテーマに関心がなかったようでし

た。 

 

マンハイムでの一年間の留学を終えた

あと、私は日本で残っていた一学期を

勉強し、大学を卒業すると、再びマン

ハイムに戻りました。そして、マンハ

イムに戻って、約半年ほどしたころか

ら、強いアレルギーの兆候が現れ始め

たのです。 

 

 

デュッセルドルフでのフクシマ・デモにて 

2014年 3月 

 

私は小学校高学年から花粉症の症状が

ありましたが、この時に出てきたアレ

ルギー症状はとても強く、屋外では目

を開けることもできませんでした。鼻

も口もハンカチなどで外気に触れない

ようにしなければなりませんでした。

そうしなければ、眼球が腫れて恐ろし

い痒みと痛みが襲ってきたからです。

さらに、呼吸すら苦しくなりました。

ぜんそくの症状が出始めたのです。 

マンハイムの大学病院で、私は樺科の

植物のアレルギーと診断され、減感療

法が処方されました。私の症状は命の

危険があるということで、治療は健康

保険から支払われました。当時の医師

は、のどの粘膜が腫れて呼吸道がふさ

がれる窒息死の危険があると言ってい

ました。私は 2 年間減感療法を受け、

それによってアレルギーは完全に消え

ました。 

 

この、命にかかわるようなアレルギー

症状が出た時期の前後、私はほとんど

の時間をマンハイムで過ごしていまし

た。そのうえ、私は仲のいい友達が住

んでいるミュンヘンやシュツットガル

トの周辺にしばしば行くことがありま

した。まさしくチェルノブイリの事故

によってドイツ国内では比較的強く放

射能に汚染されたといわれている地域

です。それらの地域で私は、他の若者

と同じように、たいてい屋外で過ごし

ました。 

 

チェルノブイリの原発事故で南西ドイ

ツが放射能のフォールアウトにあって

しまったということは、当時はもちろ

ん知りませんでした。友達もみんな学

生で、放射能の危険性よりも他の興味

や心配事がある年齢でした。友達のご

両親も、大人であるにもかかわらず、

チェルノブイリの話をすることはあり

ませんでした。  

 

そして、2011 年 3 月 11 日に東日本大

震災が起き、東京電力福島第一原発事

故が引き起こされました。事故の何週

間かあと、私は偶然大阪で、ある写真

展に入りました。その写真展ではチェ

ルノブイリの子供たちが今も病気に苦

しんでいる様子が写真で展示されてい

ました。私はこの写真展を見て、チェ

ルノブイリとフクシマ、そして放射能

による健康への影響について、もっと

知りたいと強く思うようになりました。

今のチェルノブイリがフクシマの未来

になるにちがいないと思ったからです。 



時を同じくして、私は大阪でメグミと

いう女性と知り合いました。私と同世

代で、原発事故の直後に神奈川県から

大阪に避難してきた人でした。メグミ

さんは、放射能の雲がやってきた神奈

川にいたら、それでなくても病弱な自

分の健康状態がさらに悪化してしまう、

と話していました。私はメグミさんと

一緒に脱原発の活動を始めました。私

たちは、当時進められていた震災がれ

きの大阪への運搬とその焼却処理に反

対する運動も強めました。 

 

震災がれき受け入れ反対運動をする中、

ウィーンにあるフンデルトヴァッサー

財団と接触するようになりました。放

射能に汚染された震災がれきは大阪に

運び込まれたあと焼却される予定だっ

たのですが、そのごみ焼却施設が、実

はフンデルトヴァッサーが生前デザイ

ンしたものだったからです。私は、フ

ンデルトヴァッサー財団から物心両面

の力強い支援を受けました。 

 

 

大阪での脱原発デモにて 2014年 7月 

 

活動の中では、子供を持つ女性たちと

数多く知り合いになりました。たいて

いは自分の子供の将来を危惧する若い

母親で、中には関東、福島からの避難

者もいました。 

脱原発運動の中、警察権力の恐ろしさ

も知ることになりました。最も密接に

協力関係にあった仲間をはじめ、数人

が警察に拘束されました。一部の仲間

は有罪判決すら受けました。 

 

 

ドルトムントの広島デモにて  

2014年 8月  

 

2011 年 3 月 11 日、私は大阪に住んで

いました。福島からは約 550 キロ西に

離れたところです。その時、私はゲー

テインスティテュートの大阪事務所に

いました。梅田スカイビルの 36 階で、

同じフロアにドイツ領事館があります。

大きな揺れが長く続き、私は 1995 年

に経験した神戸の大震災を思い出しま

した。神戸の震災は震源地から 50 キ

ロほどのところで経験しました。 

 

神戸の震災の時にも感じていたことで

したが、東日本大震災と福島での原発

事故のあと、私にとってショックだっ

たのは、人々の態度でした。自ら被災

していない人たちにとって、震災は別

にどうでもいいことで、彼らには物見

高い気持ちしかありません。そして、

自ら被災した人たちにとっても、自分

を守るのは自分だけだという意識、上

から言われることを待っていてはいけ

ないという意識が欠けていました。 



福島の原発事故のあと、被災した人々

は、同じように、自分たちは被害を受

けていないと思い込もうとし、反対に

大メディアの報道することを信じ込も

うとしました。 

 

一方、私は日本に住むドイツ人の反応

も見ました。ドイツ大使が東京から脱

出し、東京のゲーテインスティテュー

トの職員も自らの身を守る行動をとり

ました。ルフトハンザの乗務員は東京

に飛ぶことを拒否し、韓国のソウルま

でしか飛びませんでした。 

 

私は、２つの真実があることを知りま

した。そして、私はドイツの真実を信

じるようになりました。自ら信じるこ

とが本当かどうか確認するために、短

い期間で専門的な本をたくさん読みま

した。そうして、私が信じることは確

信に変わっていったのです。 

 

日本では、自分の家族でさえ福島の原

発事故には関心を持っていないという

状況でした。母は、安いという理由だ

けで汚染された地域の野菜を買い、福

島からの農産物を自分の孫娘に食べさ

せました。看護師である姉でさえ、放

射能による健康被害に関心はありませ

んでした。 

 

反対に、当時大阪で出会あったドイツ

人は、人々に放射能の危険性について

教えるために自腹を切ってでも日本に

やってきた人たちでした。彼らは主に

IPPNW（核戦争防止国際医師会議）ド

イツ支部のメンバーで、チェルノブイ

リ原発事故のときも同じことをしてき

た人々でした。 

 

当時、私がドイツ語を教えていた高校

では、生徒たちをバスで被災地に連れ

ていき、福島県から近い地域でボラン

ティアをさせました。私はそれを黙っ

て見ているわけにはいかず、二度とそ

のような汚染地へのボランティア旅行

をさせないために生徒と教師を対象に

学習会を開きました。講師としてやっ

てきてくれたのは、福島県の隣の県か

ら家族とともに神戸に避難してきてい

たお医者さんでした。 

 

 

ゲゼケでの IBB 国際会議にてチェルノブイ

リの元リクビダートルと 2015年 10月 

 

福島からの子供を受け入れるための保

養キャンプの企画も手伝いました。被

災者のために何かがしたいという生徒

たちが、福島の近くではなく大阪でボ

ランティアできるようにしたかったか

らでした。 

 

その時に驚かされたのは、私の生徒た

ちの無知さでした。生徒たちは自分が

住んでいる地域も多くの原発に囲まれ

ているということを知らなかっただけ

でなく、福島からの子供たちは、放射

能による健康被害から体を休ませるた

めに福島県からわざわざ大阪まで保養

キャンプに来る必要があるのだ、とい

うことすら知りませんでした。考える



力と想像力が完全に欠けている。これ

は、私にとって大きなショックでした。 

 

 

ベルリンでの IPPNW国際会議にて  

2016年 2月 

 

次第に「もう十分」と思うようになっ

た私は、フクシマのために力を尽くし

てくれていたドイツの友人のところに

行きたくなりました。しかも地震国の

日本に生きることが恐ろしく感じるよ

うになりました。次にやってくるであ

ろう大地震は、私が住んでいた大阪の

近くが震源になると予想されています。 

 

さらに、自分の最も身近にいる家族や

友人たちの原発事故のもたらした影響

への無関心さは、来るべき地震への恐

怖と同じぐらい大きいものでした。日

本は私にとって、心地よく安心して住

める故郷ではなくなってしまっていま

した。日本人は間違ったことはしない、

日本は信頼できる、というのは本当な

んだろうか、と常々感じていたのです

が、そんな考えは妄想だったと、今や

すっかり消え去ってしまいました。 

 

私は日本を去ることを決意し、私の考

えを理解してくれていた夫も移住に賛

成くれました。こうして私たちはドイ

ツで新しい生活を築き始めたのです。 

当時一緒に活動していた多くの仲間が

日本を去り、移住しました。ニュージ

ーランドへ行った人が多かったですが、

ヨーロッパに来た人たちもいます。も

ちろん、私のようにドイツを選んだ人

たちもいます。  

 

今、私はミュールハイム・アン・デ

ア・ルールという町に住んでいます。

日本にいる当時の仲間とは今もコンタ

クトがあり、ドイツにいる仲間ととも

に世界中の原発を即時停止させるため

に闘っています。 

 

また、私は、ドイツに来てから、ここ

で起こっている出来事を注意深く観察

しています。ドイツ人がどのように問

題に対処するのか見ていると、ここに

来ようと思った自分自身の判断が間違

いではなかったと改めて思います。 

 

*** 

 

執筆者の桂木忍、シュテフィ・リヒター教

授、パウル・コッホと 

2016年 9月の講演会「日本における脱原

発運動－フクシマ前とフクシマ後」の後、

ホテルのバーでの反省会にて  

 

（翻訳 桂木 忍） 



 

 

クラウディア・ ヴァラニェツ 

アダム・ヴァラニェツ 

 

クラウディア・ヴァラニェツ 

* 1958 年ゴメリ州生まれ  

アダム・ヴァラニェツ 

* 1953 年ゴメリ州生まれ 

 

 

 

アダム・ヴァラニェツとクラウディ

ア・ヴァラニェツはチェルノブイリ原

発から25キロほど離れたアストラグラ

ーディに住んでいました。彼らは教師

で、1986年の5月から9月までの間村を

除染しなければなりませんでした。除

染は失敗し、9月には移住させられま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2

017/01/04/keine-geraeusche/ 

何も聞こえない 

ミツバチの羽音も、 

鳥のさえずりも 

 

*** 
 

クラウディア・ヴァラニェツ  

 

 

 

事故の翌日、窓を開けても何も聞こえ

なかったことが忘れられません。ミツ

バチの羽音も、鳥のさえずりも。  翌日

もそうでした。その翌日も。何も聞こ

えなかったのです。  

毎年この時期には ブラーギンで「スタ

ートに立つ希望の星」と銘打って子ど

もたちのためのスポーツ競技会が開催

されていました。1986年の4月28日も

競技は中止されませんでした。この日

曜日には地区全域の6年生と7年生がス

タジアムに集まりました。暑い日で、

気温は28度から30度ありました。子ど

もたちは鼻血を出したり、気絶したり

しました。それは暑さのせいだと思っ

ていました。帰宅のバスの中で、村か

ら25キロ離れた原発で事故があったと

乗客から聞きました。それでも放射能

が怖いなどとは特に思いませんでし

た。それが何を意味するのか全く知ら

なかったからです。雨が降って気温が

下がったのをヤレヤレと思いながら、

服の下まで濡れました。私たちの子ど

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/01/04/keine-geraeusche/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/01/04/keine-geraeusche/


もは庭の水たまりで遊びました。チェ

ルノブイリは私たちみんなの胸の中に

あります。一夜にして私たちはチェル

ノブイの人となったのですから。役所

は沈黙し、医者も何も言いませんでし

た。4月29日に物理の先生が、窓を開

けないように、洗濯物を外に干さない

ように、野菜はプラスチックの袋で覆

うように言いました。翌日、避難命令

が出ました。緊張が走りました。夕方

の6時に地区委員会から電話があり、

大丈夫なので避難は中止になったと言

われました。私たちはホッとして抱き

合いました。けれども24時間後には子

どもたち全員がゴメリ近郊のパイオニ

アキャンプ場に移動させられました。

親たちは村に残り、私たち教師は学校

の除染を手伝わされました。土の表面

を剥がしましたが、無駄で、9月には

村人全員が移住させられました。 

 

「チェルノブイリ」という言葉にはす

っかり慣れてしまいました。  

チェルノブイリ地区 

チェルノブイリ移住者 

チェルノブイの子ども 

私たちの人生には「チェルノブイリ」

という形容詞がつくのです。移住後、

脚の強烈な痛みが始まりました。2ヶ

月間、歩くことができませんでした。

医者は、ストレスだと言いました。29

年経って、すべては忘れ去られたかの

ようです。病気と痛みさえなければ。 

 

 

 

 

 

 

 

アダム・ヴァラニェツ 

 

 

ウト村に移住後のアダム・ヴァラニェツ 

 

爆発のうわさが最初に私たちの村に届

いたのは事故の翌日でした。原発で働

いていた村の住民が話してくれたので

す。最初、私はこのうわさを信じませ

んでした。ラジオでもテレビでもそん

なことは報道されていなかったからで

す。4日後になって、ようやく爆発の

知らせが入りました。状況はコントロ

ール下にあり、何も心配することはな

い、と強調されました。それなので、

村の生活は当面変わることはありませ

んでした。しかし、一週間経って、何

か恐ろしいことが起こったのではない

かという思いに支配されました。ホイ

ンキ から ブラーギン への道を昼夜問

わずトラックや軍の車輌が往来してい

るのを見て、恐ろしくなったのです。

禁止されていたにも関わらず、子ども

を村から遠く離れた場所に出す人もい

ました。村には至る所に軍人がいて、

軍隊の資材がありました。村では「除

染」という言葉が日常的に使われるよ

うになりました。私にとって、村を永

久に去ることは何よりも恐ろしい悪夢

でした。1986年9月の移住命令は私た

ちを大きな混乱に突き落としました。

重要書類、現金、そして宝飾品以外は

持っていってはいけませんでした。当



時私たちは結婚して8年目で、頑張っ

て仕事をしていろいろ買い揃えたとこ

ろでした。それらを全て置いて行かな

ければならなかったのです。ゴメリ州

での新しい生活に慣れるのは簡単では

ありませんでした。私たちは 「チェル

ノブイリツィー」と呼ばれました。チ

ェルノブイリの人という意味です。村

の商店に入ると変な目で見られまし

た。しかし、最も恐ろしかったのは、

死の恐怖で、片時も頭を離れませんで

した。 

知人が重い病気になったとか、亡くな

ったというニュースが頻繁に耳に入っ

てきました。 

*** 

 

オンライン新聞NAVINI.BY の2016年4月

7日の記事から: 

 

1986年、私たち、クラウディア・ヴァ

ラニェツとアダム・ヴァラネツはゴメ

リ州、ブラジン地区、アストラグラー

ディ村に住んでいました。チェルノブ

イリ原発から直線で20キロのところで

す。私たちは教師として学校で働いて

いました。 

 

 
クラウディア・ヴァラネツとアダム・ヴァラ

ネツ。1986年、アストラグラーディ村で。 

 

当時村には1000人が住んでいました。

娘は5才、息子は7才でした。チェルノ

ブイリ原発での爆発のうわさを初めに

聞いたのは爆発の翌日でした。原発で

働いている村人から聞いた話でした。

ラジオでもテレビでもそんなことは何

も報道されていなかったので、最初は

信じませんでした。爆発から4日経っ

て、短い報道がありました。同僚の物

理の先生だけが、危険だ、子どもたち

を救わなければと言っていました。 

しかし、学校長たちは、住民にパニッ

クをあたえてはいけないと命じまし

た。  

4月28日、クラウディアは「スタート

に立つ希望の星」という競技会のため

に6年生と7年生をブラーギンに引率し

ました。スタジアムには地区全体から

子どもたちが集まっており、気温は28

度から30度でした。子どもたちは鼻血

を出し、気絶しました。最初は暑さの

せいだと思っていました。 

クラウディアはポーランドへの国境に

近いグロードナ地方の出身で、子ども

たちを避難させるために母親に電話し

ようとしました。しかし、郵便局の電

話は使用禁止になっていました。当

時、家には電話がなかったのです。電

話交換士の女性が2分だけ通話を許可

してくれました。 

母親は電話に驚き、テレビでも放射能

はコントロール下にあると報道されて

いる、クラウディアの村が映ってい

る、と言いました。けれども、クラウ

ディアは子どもたちを避難させまし

た。 

大人たちは村に留まらなければなりま

せんでした。私たちは夏の間除染に携

わなければならず、屋根を洗ったり、

土の表面を剥がしたりしました。 



この作業をしたことから、私たちは

「リクビダートル(清算人）」としてメ

ダルと証明書をもらいました。 

 
リクビダートルのメダルと証明書 

 
 

 
リクビダートルとしての表彰状 

 

数週間におよぶ作業もなんの役にも立

たず、9月には全村避難となりまし

た。私たちは大事な書類、現金そして

宝飾品だけしか持参できませんでし

た。私たちは当時結婚して8年で、い

ろいろ買い揃えたところでした。それ

らを全て置いて行かなければならなか

ったのです。私たちはゴメリ州のドー

ブルシュ村に一軒家をもらいました。 

 

 

住所と番地のついた新居。通りの名前は以前

の村の名前からつけられた。 

 

私たちが今住んでいる通りの名前は 

アストラグラースカヤで、前の村に因

んでつけられました。

 
クラウディアとアダムの隣人 

 

前の村の25世帯がここに住んでいま

す。他の人たちはあちこちに散らばっ

てしまいました。 

原発事故の前は、クラウディアは診療

所にカルテもなかったほどだったの

に、事故の直後から卒中の発作、甲状

腺疾患、胃の問題など多くの症状がで

ました。娘はがんになり、去年2回目

の手術と化学療法を受けました。孫で

さえも5歳で関節炎の診断を受けまし

た。チェルノブイリ原発事故のあと、

人々は当局を怖がらなくなりました。

アダムの話によると、一度バスの中

で、チェルノブイリ原発事故で被った

様々な問題について大声で話している

人々に向かって、男性が当局に不満を

言ってはいけないと大声で言ったそう

です。そのとき、他の人が「ありのま

まを言っているだけだ。私たちはもう

何も怖くない」と言い返したというこ

とです。 

 

アダムは野党に協力し、2006年には大

統領選挙で積極的に活動したせいで、



仕事を解雇されました。年金生活に入

る前に失業したのです。2年後にはク

ラウディアも解雇されました。彼女は

地域では最高の先生だったのにです。  

地域のKGBの男が、アダムが仲間を密

告するように計らったのですが、アダ

ムは、そうしなかったためにKGBの不

満を買ったのです。KGB はアダムが、

チェルノブイの子どもたちをドイツや

イタリア、スイスに連れて行き、世話

をしたことも気に入りませんでした。

地域のKGBの男は村の人々のところに

行って、子どもたちを外国の保養に出

すためにヴァラニェツに金を払ったか

と聞きました。けれども、聞かれた世

帯はすべて社会的弱者で、そのような

事実を否定しました。KGBが収賄の罪

を探していたのは明らかでした。 

少し前にヴァラニェツ家は銀行からお

金を借りていました。家の改修のため

のお金です。年金生活に入ったらお金

を稼ぐことも、返済することもできな

いとわかっていたからです。新しい窓

と扉が必要でしたが、二人は突然失業

してしまいました。借金を返さなけれ

ばならないというのに。しかし、友人

たちが助けてくれました。彼らには良

き友が大勢いたのでした。 

KGBは妨害工作を次々としてきまし

た。アダムは地区で道路清掃の仕事す

ら、もらえないと言われました。2005 

年にはリクビダートルに与えられてい

た特典がなくなりました。アダムは野

党を形成する市民政党に属しており、

この政党のおかげでポーランドの工事

現場での仕事を得て、何とか「しの

ぐ」ことができました。 

 

クラウディアには学校と子どものない

生活はあり得ませんでした。自宅にい

ることは少なく、いつも学校にいまし

た。薬には毎月50€が必要でした。娘
はがんだし、孫もしばしば診療が必要

でした。クラウディアが孫を連れて病

院に行かなければなりませんでした。

娘のマーシャ は障碍者として認定され

なかったからです。 

 
棄てられた村の学校の前に立つクラウディ

ア・ヴァラニェツ 

 

2016 年4月に二人はバチカンで法王と

の謁見に参列しました。法王がウクラ

イナとベラルーシのリクビダートルと

謁見したのです。 

 

私たちの国ではチェルノブイリの悲劇

を忘れようとしています。すべてが何

の問題もないと主張しています。しか

し、それは違います。がんになる人は

増え続け、私たちの村の住民の多くが

がんで亡くなりました。多くの住民が

甲状腺疾患を抱えています。 

 
チェルノブイリ原発事故は多くの悲しみをも

たらしました。知人や親せきががんで死んだ

という知らせは後を絶ちません。 



ベンノ・ダルホッフ 博士 

- 1951年、ゾースト市郡のエンゼ-ブレーメンに生まれる 

- 生物学および化学学士 

- 生物科教育学博士号  

- 高校教師(ギムナジウム） 

- ドルトムント大学講師 

- 会議やシンポジウムでの講演 

- BRアルンスベルク「環境と自然保護現場で」の教師研修会指導 

- 数年間、ノルトラインヴェストファーレン州の学校と高等教育用研究所における数学科、自然科学科、情
報学科と新技術学科報告の委託指導者 

- 1994年から 2000年まで チェルノブイリの南東 400 kmにあるベルゴロド大学 で 環境学と環境教育の分
野での教員養成および研修にかかわる指導センターの設立 

- ベルゴロド大学 の環境学および環境教育領域の教師養成と研修のための教育機関で協力 

- ベラルーシで新たに導入された「人間・環境・健康」学科の教師養成と研修指導者養成、IBB（ドルトム
ント・教育と出会い国際ワークショップ）の委託でベラルーシのミンスク大学と共同作業 

 

- モスクワのゲーテ・インスティトゥートの依頼により、クラスノヤルスク（シベリア）の環境プロジェクトの指揮、
そこにある、環境と健康領域で活動しているあらゆる大学や学校の共同プロジェクトにつなぐ。 

- 自然と環境保護のためのさまざまな委員会で BUND（環境と自然保護ドイツ連合）の代表として数十
年の共同作業：ゾースト市環境・自然・気候保護委員会、ゾースト市郡・景観諮問委員会、ノルトライン
ヴェストファーレン州自然保護アカデミー評議委員会等。 

- ゾースト市の市民賞の授与評議員会会長  

- イェーナ大学の「民主的に行動」推奨プログラムの審査員 

- 生物学、自然および 環境保護のための多数の出版物  

- 生徒たちとの、自然と環境保護プロジェクトで 33年間活動 （地域的および国際的に）  

- これらの功績に対して数々の受賞、例えばギュンターアルトナー基金による環境と平和・学校賞、ヨーロッパ
青年環境賞、ブルーノ H.シューベルト賞、ウェストファリア平和賞、ヨーロッパ青年・カール大帝賞、ユーゲント
フォルシュト（青少年研究賞）での受賞 

- ゾースト市の自然と環境保護への貢献をたたえるゾースト市・名誉楯 

- 2014年に年金生活へ（いまだ活動中） 

 

「私たちの惑星が将来も存続できるのに役立とうとする、自然と環境保護への私の懸命さと芸術への情
熱を統合する試み」 
 

チェルノブイリの風下で 

１９８６年４月 26日 



妻と私が、ウクライナからの最初のニュースを聞いたのは、夕方に幼い娘たち二人と一緒に、ある家族パーテ
イーから帰っていた時でした。それに続く毎日、チェルノブイリ原発事故の想像異常の被害規模や、北
（西）にひろがっている放射性雲についての情報がまずは少しずつ漏れてきました。 

 

ゾースト・ベルデという私たちの居住地でも、情報漏洩伝達と併行して放射能雨が降りました。私たちは子
供たちの健康が心配で、その後数日間、晴れていても、庭で遊ぶことを子供に許可しませんでした。 子供た
ちはそれを無論まったく理解いたしません。鼻を窓ガラスにべったりと押し付けながら、子供たちは窓から憧れ
の遊具や砂場を見つめていました。  

 

チェルノブイリ原発事故のせいで、多くの人々が動き、非常にさまざまな行動を起こしました。1986年 5月の
初めのハム・ユントロップの THTR-300、「トリウム高温原子炉-300」の前で行われた大きなデモで私は、ドイ
ツの環境と自然保護団体「BUND」のスタンドを担当しました。このとき家族は私を支持してくれましたが、
予想外に多くの参加者があり、それは、人々が大きな不安と非常な懸念をかかえたためでした。さらに、環
境の放射能汚染とその結果起きるあらゆる危険を隠蔽するための楽観視戦略という政治にぶつかった人た
ちに怒りが生じていたからです。 

 

デモの後になって、チェルノブイリからの放射性黒鉛の粉塵が風下の周辺大気中に至ったことを知りました。 

ただし、その時点でなんと唯一の測定器が「公的には手違いで！」オフになっていたため、実際にどれだけの
放射性物質が飛散していたのかという情報はありませんでした。  

原発事故から 30年後の 2016年には刑事訴訟は時効になっていましたが、当時関与していたエンジニアの
1人が次の信じられないような推論を認めました。あの飛散は、原子炉内の邪魔な黒鉛粉塵をチェルノブイ
リの雲に混ぜて除去するために全く意図的に起きたというのです。最後まで試運転しか行われず、1989年
に停止された、莫大なカネがつぎ込まれた THTR-300原子炉廃墟の周辺では事故以来、癌罹病者の数
が増加しています。 

 

まだ仕事に就いていた 1996年、ロシアとベラルーシでの多くの作業中、私は汚染された黒い土壌をロシア西
部（チェルノブイリの南東 400 km）から運ぶ機会がありました。この土壌サンプルはドイツで検査されまし
た。そして原発事故から 10年経っても、肥沃さとロシア穀倉の象徴とされている黒土の放射能汚染は非常
に高いことがわかりました。大部分のロシア国民の栄養の基礎であるだけでなく、家畜や野生動物のそれで
もあるロシア西部の黒土には、放射性降下物のせいで終わりのみえない放射能汚染が続きます。 



このような状況下、1996年にベルゴロド地方に滞在した間に、土壌のイメージ「ラ・テル・デュ・マル - 悪の
土壌」が成立しました、これは 

「チェルノブイリと福島の十字架-自然の筆遣いが破れた」展で見ることができました。 

これらの経験に基づいた私の中心的課題は、明日には権力のスイッチを動かす座につき、私たちのこの衛星
を将来も存在できるように形成しなければならない世代が、この問題への関心を起こしたり、批判的な意識
を持つようにさせることでありました 

し、今もそうです。 

 

IBB(ドルトムント・国際教育と出会いワークショップ）組織活動
のために、ミンスク大学で「人間、環境、社会」科目の教師研
修のための指導員を私は養成しましたが、この接触があったた
め、私が指導していたコンラッド・フォン・ゾースト・ギムナジウムの
生物チームワークの生徒たちを何度かベラルーシの夏休みのワー
クキャンプにこ連れていくことができました。 

 

そこでは、他のヨーロッパ諸国の若者と共に、チェルノブイリ事故
の放射線被害者のためのエコハウスを建設しました。この取り組
みは、生物チームワーク参加生徒たちにとって重要な連帯のジェ
スチャーであっただけでなく、まだ生徒の立場で共同活動を通じ
てヨーロッパを下から造り上げることに寄与したと言う意味で、貴重な経験でもありました。  

 

自然と環境保護のために生徒たちとともに職業活動を続けた 33年が終わると、私のもう一つの情熱であ
る、相乗効果という意味で芸術を利用して、自然、人間、環境の保護のために奉仕する機会を私は見つ
けました。 

 

どちらの作業領域も私にとって同じように魅力的です。なぜなら、双方が、私たちの惑星が将来も存在しう
るように取り組むための多くの可能性を提供しているからです。    

 

チェルノブイリ原発事故後から始まったわけでない、ロシアでの厳しい環境研究禁止 

ベルゴロド大学（チェルノブイリの南東 400 km）との協力で、1994年から 2000年にかけて、私は NRW

教育省の委託で、環境学および環境教育の科目で教師養成および研修のための指導員センターを設立
しました。私たちはいくたびもの遠足などで、大陸の奥深くステップ地域にまで至りましたが、私の希望で放
射能測定も行いました。このような測定や水の検査は厳しく禁止されていましたので、法律違反と承知でし
か実行できません。そのため検査結果を書いて記録できず、自分の記憶にしか頼れませんでした。 

 

ここで目にする光景はあらゆる観点からぞっとさせるものでした。ドイツでの現在も存在する土地問題など、
全く関係ないほど果てのない広大な国ロシアで、大都市周辺では環境問題が起きていました、例えば、風
光明媚な牧草地ですらゴミ捨て場となったり、河川が汚染し、そのため飲料水の問題が起きていました。 

 



しかし田舎でも、たまに 10万頭以上いたりする、養豚場周辺は地下水に甚大な問題を起きていました、な
ぜなら豚の糞尿を「そのまま小川に流していた」からです。被害地域では、高濃度の硝酸塩汚染とそれに伴
う健康リスク、たとえば、乳児のチアノーゼのリスクがあるため、井戸からの給水は不可能です。 そのため住
民はタンク車から飲料水を供給されなければなりませんでした。  

原発事故の 10年後の 1996年にも、私たちの現地放射能測定では、いまなお高いベクレル値が示されま
した。果物や野菜だけでなく、黒土でもこれが実証されたのです。チェルノブイリ事故後の放射性降下物は、
ロシアの穀倉の概念であり、土壌肥沃度の象徴と考えられていた黒土を、終わりの見えない高度の放射能
汚染にさらしています。 

 

法律違反してもちこんだ黒い土壌を私の実験室で調査したところ、すでに現場で測定されていた非常に高
い放射能値を示しました。  

1996年に私がそこからベルゴロド地方でラ・テール・デュ・マル（悪の土壌）集合体を制作した、この黒い土
壌は、チェルノブイリから 31年後の今日でさえ、自然放射線値（マイクロ 1時間あたりのシーベルト）例え
ばゾーストの 0.1 µSv / hの 4倍で、つまり 

0.4 µSv / hを示します。 

 

この土壌のイメージは、チェルノブイリと福島の原発事故に関連して企画した私の展覧会「チェルノブイリと福
島の十字架ー自然の線は壊れている」で見ることができます。  

 

 

 

 

 

 

 



アナトール・クリャシュチュッホ 

 
 

 

アナトール・クリャシュチュッホは多くの写真展や、写真コンテストに参加している。 

特に、チェルノブイリ大事故の影響についての、いくつかのプロジェクトへに参加して成功を収めた。 

 

チェルノブイリというテーマへの観点を彼は多数の写真で表現している。この写真によるレポタージュの訴え
は非常に強力で、その結果 2001年にはニューヨークの国連ビルで、2003年にはジュネーブの国連のパレ
スで、2001年にはブリュッセルの EU議会で展示され、それ以前にも 1997年にはリトアニアの首都ヴィリ
ニュスと、1998年にはトルコのイスタンブールで 「ユーロプレス写真展」に参加している。加えて、ベラルーシ
写真家の一人として、あるいは個人の写真展を 2001年にベルギーで、1994年にデンマーク、1995、
1997、1998、1999、2000年にドイツで、アイルランドは 1996年、日本、1995年、カナダ、1994年、リト
アニア 1997年と 2000年、オーストリア 2000年、ポーランド 1998年、ロシア 2001年、2002年、スイ
ス、2003年、アメリカ合衆国 1991、1994、1996、2001年に行った。 

 

アナトール・クリャシュチュッホは 2003年にウクライナでのベスト出版の栄誉を得た写真集「ベラルーシの空
の下で」の唯一の著者である。 

 

アナトール・クリャシュチュッホは、1994年から 2012年まで存在した「シェッペンシュタット・司祭区内・チェ
ルノブイリイニシアチブ会」の名誉会員であった。当時、この会の活動を、チェルノブイリ、ベラルーシの美、
そしてチェルノブイリの子供たちというテーマで支援した。 

 



     

   
 

 

以下、2度の写真展での彼の言葉が続く。 

 

腫瘍学の「とりこ」 
 

講演 I 

 

「私の子供は一体なぜ苦しまねばならないのでしょう？」とベラルーシの母親たちは、頭に髪のない娘や息
子を見ながら問いかけます、子供たちをしっかりと抱きしめ、やさしくキスしながら、祈りによって救済と加護
を求めます、そして、その目は問いかけています、「私たちの子供たちはどういうわけで、このやりきれない十
字架を背負うことになったのでしょうか。」 
母親たちはいろいろと問いかけますが、唯一つの回答しか得ることができません、それは「死刑の宣告をさ
れた」ということです。子供たちをなぐさめながら、母親たちは彼らとともにこの茨の道を歩んでいきます。 

けれども一体だれがこの母親たちを、どんなにたよりない希望にもしがみつく母親たちを、慰められるでしょ
うか、誰が、彼女たちに戦う力、治らない傷を負ったまま生き延びていく力を、与えることができるのでしょ
う？ 

ベラルーシではチェルノブイリ以後の年代に、それまでなかったほど多数の不幸な母親がいます。病室では
宣戦布告されてはいない戦いが続いています。ひょっとしたら、これは私たちの悲劇の見えない姿なのでし
ょうか？チェルノブイリ原発事故から 20年経ちましたが、心配はいまだに消えません、しかもどんなに私た



ちが過去を忘れようとしても・・・治る見込みのない病気の子供たちの数は減らず、一体次はどの息子
が、どの娘が犠牲になるか、誰にも分らないのです・・・ 
 

   

私が最初の写真を撮影するために初めて入った、未成年者用の古い「がん病棟」のことは、決して私の
記憶から消えないと思います。 

 

そこには非常に多数の悲劇、虚しさ、共感！がありました。ホルモン治療のせいで腫れた子供の顔に巻き
つけられた包帯、そのおかげで、包帯の中は女の子なのか男の子なのか見えなくなっていました。悲劇的
人生が続くことを宣告された子供たちは何かを予感していました、さらに続く化学療法、つぎの検査、つぎ
の手術のことを。そして、体温計、夜の小水入れ、脱脂綿、輸血用血液、次の患者を待っている車イス
と移動用ベッドが、そこにあります、ナイトテーブルの隅にいくつもの人形。そして、枕の上や窓枠や、あちこ
ちにロシア聖像画。治療室からの、慰めようもない、子どもの泣き声。蘇生室の堪えられぬ静けさ、つぎに
「去り行くだろう子供」はモルヒネで眠らせたばかり。ベッドの枕の側には祈るかのように物思いに沈んだ医
者が体をかがめていました。まだ非常に若い母親の悲しくも疲れきった顔が、静けさの中で、点滴の管で
縛られた、彼女の小さな子供を守るように見つめています。私はここで全くどうしていいかわかりませんでし
た。そして、何も慰めの言葉を見出さないことに罪悪感を覚えていました。共感と抗議の感情のせいで私
はいくたびもここへ参りました。わたしはこのことについて沈黙を保つ権利がないと理解しました。 

 

   



チェルノブイリの遺産は 1000万人の人口のベラルーシ国にとって重い負担となりました。国内総面積の 6

分の 1 が高度放射能に汚染され、非常に危険な原因となっています。医者や専門学者たちが行った暗
い予想が当たった時よりもずっと後になって初めてこの危険性について語られるようになりました。しかし爆
発した原発由来の放射性物質の 70 パーセントが落下した、この国での甲状腺がん病人は、チェルノブイ
リ原発事故の犠牲者とはみなされていませんでした。それは事故後に生まれ被曝した子供たちについても
同じです。チェルノブイリ事故という原因は意識的に考慮されず、清算人と呼ばれた、若い原発撤収作
業員たちは死に向かいながらも、自分の病気の原因を決して知ってはならないことになっていました。国民
の健康状態の実情は、堅く沈黙されたままでした。そして、増加し続けるさまざまな疾病、抵抗力系の
病、染色体などの異常、肝臓や他の消化器系の機能障害、体を支えるさまざまな身体構造部の病
気、神経系の病気、白血病などの放射能の影響を直接長期的に受けて生じた病気、これらについては
話題にすることもかないませんでした。 

けれども当時、がんや白血病の検査が行われている治療現場は満杯になっていました。今になって初め
て、幾分知識を得た私たちは放射能が健康に与える悪影響について特別に強調することに不安を抱き
ません。当時は、何も危険はない、パニックになる必要はないと言われていました。しかも、それは個々の
犠牲者だけでなく、一世代全体を脅かすような悲劇だったのにです。 

 

   
 

私は撮影した写真によって沈黙の壁を崩し、死にかけているベラルーシの子供たちについて、そしてひどく安
易に建築された原発の爆発によって、この私の国で何が起きているかを報告したいと思いました。 

 

でも、それはあまり簡単ではありませんでした、何故なら私は自分の故郷で、そのために必要な理解や支
持をあまり得られなかったからです。ベラルーシの多数の人たちは、この問題はもはや自分たちに関係な
い、チェルノブイリは過去に起きたことだ、と考えていました。各省の公務員たちは、あんたの記録は国のイ
メージを悪くすると私に警告しました。 

「何でもかんでも暗い色で塗りつぶしてはだめだ、ベラルーシで死んでいく子供たちがみなチェルノブイリ事
故の犠牲者ではない」と私を非難する医者もいました。「これらの写真には悲しみばかりがありすぎだ」と
美術館や画廊の長は私に写真を返しました。新聞や雑誌は私のレポートや記事がチェルノブイリの次の
記念日に公開すべきだと仕方なく認めました。 



この間に汚染地域にはおよそ 3000 ケ所の住宅地が出来ています。そこには現在およそ 200万人が住
み、その半分は子供たちです。この国の内分泌学センターでは甲状腺がんの理由で毎年 1000人が手
術を受けています。ベラルーシで有名な学者であり、このセンターの創立者でもあるイエフゲニー・デームチッ
ク氏は、政党に対しても放射能の健康への危険性を警告しました。事故後、ベラルーシでは子供の甲状
腺がんの件数が、それ以前よりもおよそ 100倍も増えています。そもそも事故以前は統計全体で、わず
か 8件しか診断されていませんでした。 

 

今日まで私はベラルーシの、一人のお母さんの手紙を保存しています。このお母さんの娘さんの写真をチェ
ルノブイリ写真展に展示した後、彼女は心のうちを書きました。 

 

「・・・私の娘アナスターシャは 1995年 8月 6日に亡くなりました。わずか 7歳でした。彼女は生きていた
いと大変願っていました。亡くなる 1週間前に言った言葉を思い出すと、とても辛くなります、― お母さ
ん、私がもし急に死んだら？でも死にたくないよ、大きくなりたいよーそう言ったんです、私は病気の子供を
産んでしまってしじゅう罪悪感に襲われています。お医者さんは、ナスチャは生まれつき白血病にかかってい
た、と言いました。けれども、今になって、私は 何故そういうことになってしまったか、わかりました。 

 

妊娠する前の 1987年の春と、妊娠後の夏にも、麻つくりの工場で働いていました。そこには放射能汚染
されたゴメラ地方でとれた 1986年に収穫された麻のわらが運ばれていたのです。そして一体、ヴィトブスカ
地方に住んでいる私たちにチェルノブイリについて何がわかったのでしょうか？あの頃、私は何も考えていま
せんでした、私はその時 24歳でした。一体どこから事故の影響なんてことを知り得たのでしょうか。ひょっと
したら、私のナスチャはそのせいで病気になったのではないかもしれません、でも私はすべてが、あのチェルノ
ブイリ・麻のせいだと思います。娘の肺にいくつも転移がんが見つかって病院に運ばれました。お医者さん
はとても強い化学療法を行い、緊急手術もしました。最善のことが起きるようにと願いました、でもあの悪
性がんの細胞との戦いに勝てる薬はありませんでした。もし神様が私にもっと十分な時間をお与えになっ
たら、娘を救うために多分何かを探せたかもしれません。けれどもあの病気は非常に速く進み、数週間後
に娘は逝ってしまいました。 息が出来ず、とても苦しそうだった最後の夜に、娘は言いました。「一体何
故私は生まれてきたのかしら！」それで私は娘を腕にだきかかえ 部屋中を走りまわりましたが、娘を救う
ことはできませんでした。死を前にして恐怖と不安でいっぱいになり、大きく開かれた娘の両目を私は一生
忘れないと思います。みなさんがナスチャと別れを告げるためにやってきて、「ナステ二カは一人にしないで、
助けを乞うかのように私を見た」と皆さんは言いました。深い悲しみと不公平への思い、生き残った私たち
への非難、運命が彼女にはあまりに辛くあたったとでもいうような表情が彼女の表情に残っていました。 

私はあなた様にとても感謝しています、病気の子供たちの写真を撮影し、それについて書き、展示会をな
さることについて！」 
 



 
 

しかしその後は、何か間違った流れになっています。チェルノブイリはもう歴史だなどと私はよく耳にします。
原発は閉鎖され、住民はそこから移住した、何をまだ心配する種があるというのか？と。 そうであればい
いと私は願います！ さまざまな病院を駆け巡ったり、「死刑宣告」は無く、両親たちが子供の埋葬をし
なくてはならない事など無ければいいと思います。けれども災はいくら願っても消滅しません。チェルノブイリ
はまだ存在し、ずっと危険が続いています。セシウムやストロンチウムやプルトニウムの放射性崩壊の終わり
はまだ来ていません。そして破壊原子炉はまだまだ危険の源であり続けます。ある人達が、チェルノブイリ
からは何も影響を受けていないと言うとき、その人たちが、ベラルーシの数千の家族が背負う、子供たちや
孫たちの命を奪われた、そうした苦しみを何も見ていないように私には思えます。そして、ゴメル、モギリョ
フ、ブレスト、ポレッシャという危険区域や、チェルノブイリからずっと離れた地方、ミンスクやグロドノに住む
ことを余儀なくされた人たちにどのような未来があるのでしょうか？ 

 

これらの写真は 15年間の難しい作業で出来上がったものです。撮影はこの子供たちへの愛情なしでは
出来ませんでした、写真が成功することへの喜びや子供たちの運命への心配なしでは撮影できませんでし
た。子供たちが長い間とどまる環境を私はそのまま受け入れるしかありませんでした。これらの病院を立ち
去る時、容態が悪くなっていた少年少女のことを考えないわけにはいきませんでした、「あの子たちに、2、3

日後、また会えるのだろうか？」と。 

 

私は自分が単に時代の証人であるにも不足だと思いました。そして逆にそれだけにもなりたくありませんで
した。それはただ、たくさんの顔とか、涙とか、死を宣告された人たちの姿とか、苦しみだけではありません。
この悲しい時代の物語は具体的な人間から成り立っていました。私は人がそれを思い出すことを望みまし
た。 

 



   
 

この文章と写真は、アナトール・クリャシュチュッホ氏がこの講演のために提供して下さった。これらの文章や
写真を使いたい場合は本人の許可が必要である。パウル・コッホに連絡を乞う。 

（paul.koch47@gmx.de) 

 

講演 II 

 

今日は私にとって特別なしあわせな日です。私は以前、腫瘍学の「捕虜」だった人に会ったからです。この
前、最後に会ってからもう 15年になりますが、そのころはずっと、髪のない禿げ頭で、脱脂綿でできた毛
布をかぶり、薬の点滴を受けていた、この少年や、そのバラウリャニーの病院にいた、他の多くの少年少女
を撮影してきました。当時、彼は白血病にかかり、死にそうでした。以前、このような病気の子供たちをチェ
ルノブイリの子供たちと呼びましたが、それは今も同じです。彼らのうち幾人がこの病室を、病気の苦しみ
に力を失って、もはや立ち去ることができなかったのでしょうか。けれどもこの少年は幸運でした。幸せな少
年です！私は今、全く違う人間に会いました、背が高く、がっしりして、ハンサムな青年で、目は輝いてい
ました、彼が何を乗り越えたのか示唆するものは全くありません。彼はモギリョフの大学で学び、エンジニア
になる予定で、たくさんの友人がいて恋人もいました。 

他の若者と何も変らず、自分の人生を自分で決定する権利が守られている新しい世代の一人でした。 

 

もちろん、私はこの出会いを非常にうれしく思いました、もっともそういうことはめったにありませんが。このよ
うな人達を見て、自分が長い間、死を前にした子供たちが横たわっているがん病棟の薄暗い廊下を歩き
回った甲斐があったと感じます。数十人、数百人の子供たち・・・彼らは私が他人の人生や痛みという、
非常に親しい親戚の人でも入れないような領域に足を踏み入れたことを正当化してくれます。一体、私
は一度でも、今日のような日が来ると希望したことがあったのでしょうか？いまそれを正直にいうのは難し
いのですが、当時、私はそんなことは考えていませんでした。 

 



   
 

窓が一つある小さな部屋。ベッドは 4台あり、各ベッドのわきに点滴用のビン。部屋にはたくさんの人たち
がいる。各ベッドには子供が横たわっている。そのかたわらにはお母さん。部屋は不自然に静か。ホルモン
治療を受けている子供たちは青白く腫れた顔をして点滴を受ける静脈のある腕は動かない。 

母親たちは透明な管を化学薬品が通っていくのを目で追っている。彼女たちは前かがみで力ない姿勢な
ので、一切を運命に任せ、くたびれ切っているのがわかる。悲し気で、泣きはらした目をみれば、心配でい
っぱいの重い考えが頭を占めているのが容易に見える。最後のほんのわずかな希望だけが彼女たちに力
を与えている。これは母親のもつ原初的な心持だ。壁の向こうの隣の部屋でも、次の部屋でも、また次の
部屋でも私は同じ光景を目にする。 

 

外科医たちが手術室で 3歳の男の子の腎臓摘出を始めています・・・この子供たちは、見知らぬ、目に
見えぬものによって死を宣告されています。医者たちはこの子供たちの命を出来る限り救おうと戦い、その
母親たちは運がよくなるようにと、はかない望みを持っています。あるとき、私はそれと知らずに見かけてし
まいました、一人の若いお母さんがその小さな娘にキスして、お医者の言葉のように、女の子の命が何日
もないなんて信じようとしていません。チェルノブイリの田舎村出身の、ある家族がこの設備の悪い古ぼけ
た病院にいたこと、これは私にとって、チェルノブイリの苦悩との対決の中での絶えることのない、克服され
ることのない信仰のシンボルとなったのです。この女の子はまだ 2歳でした、ちょうどチェルノブイリ原発事故
から 2年の時でした。 

 

チェルノブイリ原発事故後、ベラルーシの状況は信じられないほど、把握できないほど変りました。放射能
の雲の 70 パーセントが落ちたこの国では 10年間、甲状腺がんの患者が事故の犠牲者であると認めら
れませんでした。事故前後に生まれた病気の子供たちもそうでした。社会はまず公正さへの権利を戦い
取らねばなりませんでした。そして皆は痛みをこらえながら、それを忍耐強く勝ち取りました。けれども他の
病人については話題にもなりませんでした。がん病棟は患者であふれていました。 



今日私たちは幾分情報を知っていて、放射能が人間の健康に悪影響を与えると語るのを恐れません。
しかし当時はチェルノブイリという原因はわざと留意されませんでした。個々の患者のみならず、一世代全
体が脅かされていました。 

 

この戦いの最初の犠牲者は子供たちでした。でも一体どうすれば、何も問題はないふりをして、一切を知
り、見、感じることができましょう・・・ 
 

   
 

ベラルーシの甲状腺がんセンターは、チェルノブイリ原発事故直前に建てられたものですが、事後後 20年
たっても、大人や子供の入院患者でいっぱいです。センターのの設立者であり院長でもある Ja ジャウヘン・
デイアミジチック医学博士はベラルーシで初めてチェルノブイリ放射能が健康に与える危険性についての警
告者の一人でした。事故後ベラルーシの子供たちの甲状腺がんの発病率は 50倍に上りました。事故前
の 13年間にはわずか 8症例記録されているのに、事故後 13年間には 726例となりました。35歳以
下の若い世代が最も影響を受けています。 

  

 ナードセヤ・クリモヴィッチという 少女は 2 年後に生まれました。7 歳の時に脳水腫の診断を受け、ミンス
クの病院の血液外科に送られました。そこにはベラルーシ全体から白血病の子供たちが送られていました。
治療は困難で長く続き、少女はまる一年間病院にいました。まだ読み書きのできない状態なのに、少女
は初めて、難しくて稀に聴く言葉の数々を耳にしました。チェルノブイリ、放射線、ストロンチウム、甲状腺、
穿刺、生体検査、化学療法、集中治療室などなど。お母さんはいつもそばにいました。でも彼女はなぜ
か、これらの言葉の意味を娘に説明することはできません。お母さんは、何故隣室にいたナスチャが挨拶も
せずに「帰って」しまったかも言いません。前の日には二人は一緒に廊下で遊び、人形を交換していました
が、ナスチャは何も言いませんでした。それに別の病室にいた同じ年のヴィタリックも姿を消しました。昨日、
その男の子は移動用ベッドに乗せられて運ばれましたが、それ以来男の子を見ていません。けれどもナス
チャのお母さんは見かけました、顔を両手にうずめて泣いています。それでナジェヤは気持ちが悪くなりまし



た。だからお母さんに体をもっと強く押し付けました。このお母さんがいっしょにいたことで少女の回復は進み
ました。二人は幸せそうに帰っていきました、がんは消え、転移もなく、検査結果も良性でした。二人はナ
ジェヤがやっとのことで学校へ通えると、夢を見ました、家やなじみの道や親戚に会えて喜んでいました。し
かしこの喜びは長く続かず、やがて、再発し、体調は急激に悪くなり、再度ミンスクへ急いで行かねばなり
ませんでした。あの馴染みの病院、集中治療室、そして今度はお医者たちの努力の甲斐もありませんで
した。 

 

ナジェヤの死はがんの犠牲者の悲劇的なリストに入れられ、子供たちが死んでいく国に私たちが住んでい
るという意識と思いを強めざるを得ません。まだ多くの子供たちがこの小さなナジェヤのように文明の犠牲
者になることでしょう。それを考えるだけでぞっとします。なぜなら、どこの息子が、どこの娘が次の犠牲者に
なるのか、誰にも分らないからです。私はナジェヤとのお別れに立ち会わないわけにはいきませんでした、そ
して倫理的に不在の権利も持っていませんでした。私たちは友達でした、彼女が病院にいる間、私はこの
女の子を何度も撮影しました。私は、彼女が必ずや元気になって、面白く楽しい人生を送り、幸運に巡
りあうだろうと確信して撮影したのです。 

 

そしてもう一度撮影して、幸運な人生を証明したかったのです。お医者たちはナジェヤをよく写真モデルだ
と呼びました、そしてこの何でも信じやすい患者は白い服をきた人達の微笑みが早く退院できることだと思
っていました。彼女はお母さんが涙を流すのが何故かわかりませんでした。お医者さんたちは、何故いいこ
とばかり言ってるのかしら・・・ナジェヤ、希望という意味の名前も、両親の祈りも、放射線治療も化学療
法もこんどは女の子の命を救ってはくれませんでした。重い病気はそれが治らないものであることをここでも
う一度証明しました。 

 

    

こういうことがあると私は一切を投げ出したくなりました。特にこのときはそうでした。私はカメラをガン病棟
の壁に投げつけて病人のように泣き叫びたくなりました。けれどもナジェヤが亡くなったことで、この悲しい記
録をやめてしまうことはできないと私はわかっていました。私は世界の人たちに、私の祖国がいい加減に造
られた原発事故のせいで苦悩していることを言わなければなりませんでした。そして私は再度、この間にヨ



ーロッパで著名になった、バラウリャニーがん治療センターに赴きました。そこでは痛みと死、希望と救済が
痛々しく出あい、併行して存在しています。毎年、この病院にはおよそ 300人の子供たちがおのおの異な
る血液や身体のがんにかかって治療を受けています。当然、全員が生き延びる幸運を得るわけではありま
せん。けれども誰もがここで何かを犠牲にして、何かを試みる同じ機会を得ます。この病院は一種の戦場
です、そこでは絶え間なく、ほとんど展望も希望もない成功しない戦いが続いています。しかしお母さんが
たが信じ、希望し、祈る限り、これらの一様でない戦いは続きます。チェルノブイリのお母さん方のために、
できれば記念碑を建てたいものです。このお母さん方は死を前にした子供たちと一緒に苦しみで一杯の道
を歩んでいくのです。 

 

その後、放射能で汚染された地域におよそ 2百万人の人々が住むようになりました。そのうちの、およそ
50万人は子供です。医学記録は、これらの地域で内分泌系や神経系の病気が 2倍になっていることを
証明しています。さらに呼吸器系の罹病件数は 76 パーセント、消化器系では 79 パーセント、生まれつき
の奇形 80 パーセント、がんは 27 パーセント、甲状腺がんは 30 パーセント増加しています。38件の病種
で子供の発病が上昇しています。子供の死亡率も 3倍になりました。 

ベラ―ルーシの人口はもはや増えません。もちろん、このような悲しい数字にはチェルノブイリだけが反映し
ているわけではありません。放射能は触媒でした・・・ 
 

11歳のナターシャの家に初めて黒い雲が近づいてきたのかを、誰もはっきりとは思い出せません。きっと、ナ
ターシャが足の痛みがだんだん強くなった来たと感じた時ではないと思います。農家では子供たちの訴えを
あまり気にしません。少女が痛みが強くなって夜眠れなくてもそれは変りませんでした。そのうち自然に良く
なるだろうとみな、思いました。少女は地方病院へ連れていかれて、足にはともかくギプスをあてられまし
た。ひょっとしたら皆は近所の 9歳の少女が白血病で亡くなったのでこうした不運を予期していたのでしょ
うか。 

 

ミンスクの緊急病院に娘が移されたと聞いてお母さんは衝撃を受けました。ベラルーシに住む人の誰が、バ
ラウリャニーの意味がわからないことでしょう。そしてそこで恐ろしい診断が下りました。がんでした。 

 

その時にすぐに足を切断していたとしても今になって思えば、後悔しなかったかもしれません。けれども、一
体どこのお母さんが最後まで戦う危険を犯さないでしょうか。生き延びるための重い劇的な戦いが、痛み
と苦しみと涙で一杯の 2年間が続きました。専門の医者はできる限りの手を尽くしました。転移がんを殺
すために化学療法、放射線治療が行われ、肝臓と肺の手術が行われました。病気の骨の部分に替わり
のプラスチックが嵌められました。医学がもっと進歩している外国でならば、手術で最悪の事態は防げたの
かもしれません。しかし、誰が普通の貧しい農民を助けてくれたのでしょうか。足の切断は避けられません
でした。 

 



今、ナターシャは別の人間です。ある意味、彼女は生まれ変り、自由を得たのです。彼女は義肢をつけて
歩いたり泳いだり、自転車に乗ることを新たに学ばねばなりませんでした。彼女は再び学校へ通い、妹や
弟の面倒を見なければなりませんでした。彼女は自分の状況を理解し、それどころか満足したのです。も
う苦々しい表情を見せません。しかし以前からの将来への不安は残っていました。彼女は自分の病気に
ついて何もかも知っていたからです。5年間バラウリャニー病院にいたからだけではありません。そのころ同じ
村でがんで亡くなった人が何人もいたからです。誰が彼女にも同じことが起きないと断言できるでしょうか。
一つだけわかっていたのは、チェルノブイリ事故前にはそういうことはなかったと言うことです。そしてその影響
がただ人にだけ起きたのであればまだよかったのに！ 

 

その村のコルホーズ農場では乳牛の群れ全体が白血病にかかってしまいました。そして生まれる子牛もみ
な病気なのです・・・ 
 

   
 

私は、子供たちのこのような恐ろしい苦しみと死の記録が何に役立つとか、それを続ける甲斐があるか、
すでに十分語られ、書かれているのではないかとか、写真も十分撮影されているのではないかとか、もはや
自分に問わなくなりました。初めのうちは、人がこのような質問を発して私を苦しめたり、あるいは、悲しい
出来事はもう十分にあるのだから、「コースを変更」すべきかとと思ったりしました。けれども社会は何か奇
妙な方向へ展開してきました。多数の人たちが チェルノブイリはもう過去の話だと思っています。事故原
発のあるチェルノブイリから住民はみな移住したのだから、どういう理由で理不尽な経済援助が必要だと
いうのでしょう？ 

確かにその通りです。けれども、そのように考える人たちは数千人の子供たちとその親の苦しみに一度も
直面したことがないように見えます。無論、事故から 20年経っているので、何もかも盗まれ、誰もが避難
した事故現場でその影響を探すことは、もうそこまで緊急の問題ではありません。しかしチェルノブイリは私
たちの体の中に、血と骨の中にとどまっています。私たちの意志とチェルノブイリに係わる要望はこの国の住
民の体調の問題や、個々人と全国民の健康問題に集中すべきです。この人のいない地帯は人が好むと



好まぬにかかわらず、これからまだ長い間、私たちの関心の的となるでしょう。私自身、たまにその地帯を、
固有で珍しい、あるいはぞっとさせる発見をするために訪問しています。この地帯は大事故の象徴です、し
かしそれはこの災害の第一の、あるいは最も重要な徴ではありません。それは無論、悲劇の目に見える
部分ではありますが、時間が経つにつれてその徴を誰もが認められなくなっています。 

そして悲しみも痛みも知らぬ私たち幸運な人間と、不吉な死との境へぎりぎりまですでに追い込まれた人
たちとを分ける、目に見えない壁の向こうで自分が何を探しているか私は知っています。医学研究所の患
者たち、子供たちを写したその写真を通じて何を言いたいのか、その子供たちが「清算された」という非難
をお母さんたちの目にこれほど長い間、読み取り、何故に私が罪悪感を覚えるのか、それを私は知ってい
ます。 

誰も私にそれをするように強制していません、また、頼まれてもいませんし、命令もされていません。それから
それを禁止されてもいません。しかしながら、これを知っていること、見ること、写真撮影して、他者に示す
事は、何故これほど重要なのでしょうか？がん病棟で撮影された写真は肯定的な感情の代わりに、不
安と気がかりな思いを呼び起こし、新しい多くの難しいいくつかの問題を提起します、その一つは必ず問
われることですが、一体、これはチェルノブイリが原因なのか、ということです。20年過ぎても、何が私たち
の元で起きたのか、そして未来に何が起きるのか、という問いに正確に答えることはできません。そしてチェ
ルノブイリがもはや問題でなくなるような境界はどこにあるのでしょうか。 

 

この文章と写真は、アナトール・クリャシュチュッホ氏がこの講演のために提供して下さった。これらの文章や
写真を使いたい場合は本人の許可が必要である。パウル・コッホに連絡を乞う。 

（paul.koch47@gmx.de) 

 

 

 

 
 

2010年 3月、シェッペンシュテットの市役所で。クリャシュチュッホ・リュブリッヒ写真展の開幕の際、ベラルーシ大使、ザム
ト地区女性市長、市長、州議会議員、および開催主催者の立会いの下、 市の黄金の本に署名。 

 

 

 



ビャチェスラフ・プレスカッチ 

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏 はベラルーシの視力障碍者協会の外国担当者でした、
そういうわけで、シェッペンシュテット・司祭職のチェルノブイリ・イニシアチブの開始
以来のお付き合いでした。後に代表交代が行われるまでですが（追悼報告あり）。シェッ
ペンシュテット司祭職・チェルノブイリ・イニシアチブは「未来への希望」をもって、ミ
ヒャエル・カスロフスキーという、ふさわしい後継者に出会い、20 年後の 2012 年にこの
イニシアチブ（初めの 3 年間はプロテスタント・ユーゲントの活動内で、17 年はイニシア
チブとして）が解散するまでつながりがありました。

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏は何度もチェルノブイリの子供たちのための、ドイツ・
シェッペンシュテット・チェルノブイリ・イニチアチブ主催の 4 週間の療養の責任者とし
てグループをひきつれて来られました。この財政は寄付金や会員の会費で賄われました。

2001 年 4 月に彼は ミカイル・マルコ 博士と共にシェッエペンシュテット・司会職・チェ
ルブイリ・イニシアチブの年会議の際、名誉会員になりました。

支援活動のはじめのころ、彼は視力障碍者会の車両でいくつかの支援物資運送を行いまし
た。例えば、シェッペンシュテットで廃業された医院からレントゲン機器を大変な手続き
をして入手したり、あるいは衣服やおもちゃを運びました。

このような支援作業のかかわりで、彼は 1996 年 10 月にお嬢さんのエレーナとともに私た
ちの地方に滞在しました。彼はシニア・グループ・指導者訓練の一貫として、またメナー
アルバイト（男性作業会）との会合でベラ―ルーシのソーシャルワークについて報告しま
した。

私は 1996 年におこなわれた、被爆して病気になったチェルノブイリの子供たちの保養の
際、ビャチェスラフ・プレスカッチ氏がヴォルフェンビュッテル市郡内グロース・デンケ
村の友好の家で行った挨拶をシェッペンシュテット・司祭職・チェルノブイリ・イニシア
チブの書庫で発見しました。

この挨拶から、そして第二部の追悼の中で、チェルノブイリがどんな影響をベラルーシに
与えたか、また、視覚障碍協会との共同作業、とくにビャチェスラフ・プレスカッチ氏や



ミカイル・マルコ博士と一緒に行ったことが明確になっています。(マルコ氏については
別の記事で報告できればと思っています。）

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2017/12/30/tag-des-kindes/

子供の日

パウル・コッホさん　レーネ・コッホさん、チェルノブイリ・イニシアチブの皆さん、ド
イツの友人のみなさん、

ドイツに来ることのできた子供たちの両親を代表して、この子供たちがファルケンハイム
で療養できることについて皆さま方に深く感謝申し上げます。6 年来、私たちは強い友情
とお互いへの理解で結ばれています。おかげさまでベラルーシの視覚障碍者協会の子供た
ちは 3 度もドイツに来ることができました。今回は 11 歳から 15 歳までの子供たちで、出
身地はモギレフ、ゴメル、モセル、ミンスクの各地です。これらの地方はチェルノブイリ
原発事故の影響を多大に受けました。この子供たちの親御さんはベラルーシ視覚障碍者協
会の会員です。

    

          

本日私たちがドイツに参りましたことは非常に象徴的なことなんです、というのは私たち
のもとでは夏休みが今日、始まったからです。そして

今日は祭日なんです。6 月 1 日は子供の日です。ですから皆さまが私たちにいろいろとお
世話をして下さることを、とてもありがたく思います。

                   

現在、ベラルーシの 1km2あたり 15 キュリーの地方に 6000 人以上の子供たちが親ととも
に住んでいます。5 キュリーから 15 キュリーの地方には 75000 人の子供が住んでいます。
さらに１ km2あたり 1 から 5 キュリーの地方には 34 万人のこどもがすんでいます。

ベラルーシ国内では、保養施設がチェルノブイリ原発事故の影響を受けた地方にあるので、
子供の保養は難しいのです。



チェルノブイリ原発事故から放出した放射性物質の 80 パーセントが雨に混じってベラ
ルーシに落ちました。森林は汚染され、次の地方が大きく影響を受けました。それは以下
のようになります。

ゴメル地方の 67,4 % が汚染しました。モギレフ地方は 49,1% 、ブレスト地方は 12 %、ミ
ンスク地方は 10 % が汚染したのです。ベラルーシでは子供の保養に関連する様々な対策
が取られました。今年は 14400 人以上の子供たちのために 59 ケ所の保養地に行く可能性
が得られました。大人のためにはサナトリウムもあります。しかしこれは十分ではありま
せん。この点、ドイツからは大きな援助をいただき、特にシェッペンシュテット司祭職・
チェルノブイリ・イニシアチブには大変お世話になります。会員の皆様に御礼申し上げま
す。

     

けれども私たちは子供の保養だけに係わっているわけではありません。私の祖国はいま、
深刻な危機に陥っています。そこにチェルノブイリ・イニシアチブからベラルーシ視覚障
碍者協会へ 2 台の支援物資が届けられました。費用は約 25000 ドイツマルクでした。そし
て 6 年間、ブラウンシュヴァイク周辺地域でカントス（視覚障碍者の合唱団）によるコン
サートが行われてきました。いわゆるチェルノブイリの子供たちが寄宿させていただいた
ドイツのご家族の皆さんは視覚障碍者協会の招待によりベラルーシを訪問していただくこ
ともできました。

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏とヴォルフェンビュッテル市の当時のブルクハル
ト・ドラーケ郡長。（すべて 1998 年の青少年保養対策歓迎会の際の写真）

最後に申し上げたいのは、子供たちが皆、ドイツについて多くの知識を得、



お国の様子と住んでいる方々と知り合い、学校に通い、また帰国することができるものと
私は確信しています。

1998 年 6 月 1 日　ビャチェスラフ・プレスカッチ　

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏はあまりに早く、急に亡くなられた。以下は当時、ドイツ・ベラ
ルーシ共同作業と友好会が認めた追悼の言葉。

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏の思い出

パウル・コッホ

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏と初めて会った時のことはよくおぼえています。当時、
私は、シェッペンシュテット・司祭職・チェルノブイリ・イニシアチブの代表で、他方、
彼は当時、私たちがニーダーザクセン州の地方に招待したカントス・合唱団の旅行ガイド
でした。私たちはシェ―ニンゲンの駐車場で出会いました、というのは彼らのバスの運転
手がシェッペンシュテットを見つけられなかったからです。私たちは二人とも以前に何も
知り合っていなかったのに、初めて出会った時から、互いに敬意と友情を感じました。こ
のお互いへの敬意と友情は其の後の出会いを通じてずっと見えない赤い糸のように続いて
いました。

ビャチェスラフ・プレスカッチ氏はカントス合唱団の旅行ガイドであるのみならず、ベラ
ルーシ視覚障碍者協会側の担当者で其の後、10 年間、接触を続けていきました。物資援
助、ドイツでの子供たちの保養、ポジェルニキでの母と子の療養、そしてチェルノブイ
リ・イニシアチブのベラルーシへの旅行、ビャチェスラフは常に正確で注意深い、相談相
手でありガイドでありました。

彼らの視覚障碍者協会の構造内実については外からはあまりわかりませんでしたが、私が
非常に高く評価していた、彼の正確さは協会内でそこまで理解されていないようでした。
しかし彼は私に、そのことを嘆くとか

あるいは協会内の誰かの悪口を言うなどということは全くありませんでした。視覚障碍者
協会の会員上部の人たちのグループがドイツを訪れた時、ビャチェスラフが何か失敗をし
たと理不尽に問い詰められたことを私はすぐ近くにいて知りました。私が中に入っても収
まりません。この上部会員は自分の間違った意見をひっこめず、彼を苦しめました。しか
し彼は彼自身の正しさと確信を取下げません。結局、この視覚障碍者協会との私たちの関
係も複雑になってしまいました。そしてそのため別離が来ました。ビャチェスラフはとて
も残念がっていましたが、その原因をよくわかっていたので、彼も私たちの決定を了解し
てくれました。

ビャチェスラフとその家族のみなさまとの友情は彼が亡くなるまで続き、いまはプレス
カッチ家の皆さまとの友情が続いています。私の妻イレーネ、私の家族と私は彼との良い
思い出を持っています。

この友情はマルコ家との友情に連結しました。イレーネと私はベラルーシを訪問するたび
に何度彼らの家族とともに過ごしたことでしょう。
私の 60 歳の誕生日にはビャチェスラフ、奥さんのガリーナ、ミカイル・マルコと奥さん
のラヤをドイツで歓迎できて非常にうれしいことでした。2013 年 9 月の 65 歳の誕生日に
はベラルーシの友人たちは再度私を訪問して下さいましたが、その時点で残念ながらガ
リーナ夫人は一人で来独、深い悲嘆にくれていました。

さて、今日のような日には私たちは特にビャチェスラフについても心を寄せます。



さらにガリーナ夫人やご家族や友人の方々についても思います。御主人だった、お父さん
だった、友人だった人を失くした状況で、これらの方々が生きていく御力を得られますよ
うに。けれども人生は続き、あらゆる死というものは、生きていくための呼びかけであり
指示であります。例えば聖書の詩編 90・12 に、「われらにおのが日を数えることを教え
て、 知恵の心を得させてください。」とありますように。  

2013 年 4 月 2 日　ニーダーザクセン州、ヴァッツム

元副牧師　パウル・コッホ

次の写真はビャチェスラフ・プレスカッチ 氏がガイドを務めたドイツでの子供たちの保
養の際のもの。

  

追記

提供された文章に私はいつも適切なタイトルを付けている。今回は「子供の日」となった。

子供の日とは子供たちや、私たちの未来の価値づけだけでなく、人生そのものの基本的価
値づけである。

このブログを読み、IAEA が次のようなことを主張するのを知らねばならない時、二つの
世界は衝突する、

それは原子力産業は一年に一度チェルノブイリのような大事故が起きても大丈夫だろうと
いうことだ。命と子供たちと次の世代をなんと無視していることか。

一体、IAEA が原子力産業のロビイストの集合体だと、誰があえて暴露してくれるだろ
う？誰が命の未来のためにあえて貢献してくれるだろう？

一体、メデイアにとって人のもつ健全な理性の代わりに、IAEA を信じるほうが安易なの
だろうか？



Zitate zum Thema „Umgang mit der Radioaktivität“  

「放射能とのつきあい」 

というテーマの引用文 

*** 

 

原子力の、解消できずに残り続ける危険性とは 

私達を毎日台無しにできる危険性である 

フランツ・アルト （1938年 7月 17日生まれ）ドイツのジャーナリスト、著作者 

*** 

 

原子力発電所とは、戦争を大量自殺と 

入れ替える知的な試みである 

ヴェルナー・シュナイダー（1937年 1月 25日生まれ） 

オーストリアの寄席芸人、著作者、俳優、演出家、ボクシングの審判 

*** 

 

2012年 5月 23日に行われた、ヨーロッパ・アカデミー・ボ―ツエンにおける   「ワークショップ・最後まで残るリスクのマネージメント」の結びの言葉 

私はある認識を得ました、 

リスクマネージメントとは専門家の特許行為であるだけでなく 

行政と住民の間で行われる意志交換の過程でもあります。 

リスクマネージメントは何かしら紛争をともない 

それを規制することはできても、解決はできません。 

最後まで残るリスクとは共に生きるしかありません。 

完璧な安全というものはあり得ません。 

医学博士・カール・ヴェーバー教授 （1942年 8月 10日生まれ） 

ドイツのスポーツ学者かつ元ドイツテニス連盟会長 



感謝の言葉 

 

 

「チェルノブイリの記憶」という本の編集者として私はこの本の著者やご協力の 

皆様方に感謝いたします。合計 18 人の著者の方々の御協力なしでは、そこまで多数 

ではないとしても非常にさまざまな報告がまとまることはなかったでしょう。 

また、ある寄稿文を英語に翻訳して下さった方（ギード・ビュルクナー）いくつも 

の報告をロシア語に翻訳して下さった方（スヴェトラナ・マルゴリーナおよび 

イゴール・マスレニコフ）そして全部の報告を日本語に翻訳した方々（ぺートラ・ 

アルト、ギード・ビュルクナー、桂木忍、わしお とよ、）にも感謝いたします。 

 

まだ完成していない翻訳もありますが、完全になれば日本語版も PDF でインター 

ネットからダウンロードできます。近々このヴァージョンも少数ですが印刷される 

予定です。 

「チェルノブイリの記憶」に関連の著者や翻訳にかかわられた皆様方のご協力に、 

もう一度感謝申し上げます。 

 

 

 

パウル・コッホ        Paul Koch; Watzum, den 02.20.2020 (paul.koch47@gmx.de) 
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Informationen zum Buch und Buchbestellung hier:  

本についての情報やご注文のためには以下のサイトをご覧下さい。 

https://www.morebooks.de/store/gb/book/tschernobyl-erinnerungen/isbn/978-620-2-44282-4 
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Foto zur Titelseite タイトルの写真 

*** 

 

 

記念碑の言葉 

ここにオソウイ村があった。1986年より前には38所帯の住居があった。 

チェルノブイリ大事故のせいで村民は1993年に移住させられた。 

そして村は埋められた。 

（翻訳・S・マルゴリーナ、T・わしお） 

 


