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

桂木 忍

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、
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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
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被害をもたらすとは、誰も考えもして
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いなかったのです。
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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

リのテーマに関心がなかったようでし

ました。私は 2 年間減感療法を受け、

た。

それによってアレルギーは完全に消え
ました。

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

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

ハイムに戻りました。そして、マンハ

の時間をマンハイムで過ごしていまし

イムに戻って、約半年ほどしたころか

た。そのうえ、私は仲のいい友達が住

ら、強いアレルギーの兆候が現れ始め
たのです。

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

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。

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

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。

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

さらに、呼吸すら苦しくなりました。

展に入りました。その写真展ではチェ

ぜんそくの症状が出始めたのです。

ルノブイリの子供たちが今も病気に苦

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

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

法が処方されました。私の症状は命の

ルノブイリとフクシマ、そして放射能

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

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。

は、のどの粘膜が腫れて呼吸道がふさ

今のチェルノブイリがフクシマの未来

がれる窒息死の危険があると言ってい

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

脱原発運動の中、警察権力の恐ろしさ

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

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

大阪に避難してきた人でした。メグミ

が警察に拘束されました。一部の仲間

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

は有罪判決すら受けました。

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。

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

大阪での脱原発デモにて 2014 年 7 月

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

活動の中では、子供を持つ女性たちと

高い気持ちしかありません。そして、

数多く知り合いになりました。たいて

自ら被災した人たちにとっても、自分

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

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

者もいました。

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

当時、私がドイツ語を教えていた高校

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

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

大メディアの報道することを信じ込も

ティアをさせました。私はそれを黙っ

うとしました。

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

一方、私は日本に住むドイツ人の反応

をさせないために生徒と教師を対象に

も見ました。ドイツ大使が東京から脱

学習会を開きました。講師としてやっ

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

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

ました。ルフトハンザの乗務員は東京

たお医者さんでした。

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

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

状況でした。母は、安いという理由だ

福島からの子供を受け入れるための保

けで汚染された地域の野菜を買い、福

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

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

たちが、福島の近くではなく大阪でボ

んでした。

ランティアできるようにしたかったか
らでした。

反対に、当時大阪で出会あったドイツ

その時に驚かされたのは、私の生徒た

人は、人々に放射能の危険性について

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

射能による健康被害に関心はありませ

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。

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

当時一緒に活動していた多くの仲間が

は、私にとって大きなショックでした。

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

ベルリンでの IPPNW 国際会議にて
2016 年 2 月

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

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

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

てくれていたドイツの友人のところに

題に対処するのか見ていると、ここに

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

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。

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。

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

