
  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「捕虜」 

 

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) 
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