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はじめに 

今年は２月末にベラルーシを訪問。その後ド

イツ、日本、ベラルーシ医師団と合流して、３

月のドイツ国際医師会議に参加。それに引き続

いて、ヨーロッパ・アクション・ウィークに参

加した。ヨーロッパ・アクション・ウィークの

テーマは「チェルノブイリと福島の事故の後の

未来を考える」で、それぞれの事故の証言者を

各地・各国に派遣するとりくみだった。私（守

田）はトルコに派遣された。日本がトルコに原

発を輸出しようとしているからだ。 

ヨーロッパ・アクション・ウィークを主催し

ているのはＩＢＢ（国際的な教育と交流の場の

提供をしている組織）で、教育と交流のプログ

ラムを熱心にやっている団体。チェルノブイリ

支援もものすごくやっていて、さらにもう一つ

はドイツの子どもたちをアウシュビッツに連れ

ていくことなども積極的にやっている。 

３月にトルコを訪問した縁で、８月、再びト

ルコから招かれた。トルコのシノップ県ゲルゼ

市の夏祭りへの招待で、その夏祭りのテーマが

脱原発、反原発だった。 

   トルコ・シノップの原発建設予定地 

 

１０月、ヨーロッパ・アクション・ウィーク

によるポーランド国際会議が開催された。ヨー

ロッパ・アクション・ウィークで各国に派遣さ

れた人たちがそれぞれの成果を持ち寄り、今後

の脱原発運動をどうすすめるかについて語り合

おうという会議で、私は日本とトルコの間で新

しく作り上げた脱原発ネットワークについて発

言をしてきた。 

そして、ポーランド訪問の機会を活かして、

 
ポーランド訪問で学んだこと 

ユダヤ人をめぐる歴史の深層を踏まえつつ、 

チェルノブイリ原発事故による被ばくの現実を捉えなおす   
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アウシュビッツを訪問し、いろんなことを学ん

できた。 

２月、３月、８月のベラルーシ、ドイツ、ト

ルコ訪問は、２０１４年８月９日の「２世・３

世の会」学習会ですでにお話ししているので今

回は省略。今日は１０月のポーランド国際会議、

及びポーランド訪問で学んだこと、それらを通

じて、特にウクライナについて深めてきたこと

にフォーカスしてお話ししたい。 

 

ポーランドにおけるユダヤ人の歴史とアウシ

ュビッツ 

■ポーランドにおけるユダヤ人の歴史概観 

ポーランドは１０世紀に建国された国だが、

現在の領土はほぼ建国時と一致する。 

      現在のポーランドの地図 

 

ポーランドの歴史を見ていくと、まず、ポー

ランドという国はヨーロッパの中で最も宗教的

に寛容的だったことを知らされる。言うまでも

なくヨーロッパは歴史的にキリスト教中心の社

会だった。そのことはユダヤ教や異教徒に対し

て非常に迫害的、差別的であったことを意味す

る。キリスト教は対外的にはイスラム教と対立

し、ヨーロッパの内側では絶えずユダヤ教や異

教徒との対立を続けてきた。ヨーロッパのそう

した宗教的土壌の中で、ポーランドのみはユダ

ヤ教に対しても寛容的な国として歴史を歩んで

いた。 

具体的には、１２６４年９月８日「ユダヤ人

の自由に関する一般教書」（カリッシュ法）が制

定され、ユダヤ人の人権保護が明記されている。 

その後、ドイツ騎士団と度々戦争が繰り返さ

れる。１４世紀末グルンヴァルドの戦いでポー

ランドが勝利、１４１４年コンスタンツ会議で

論争が行われた。ドイツ騎士団はポーランドが

異教徒のリトアニア人と連合したことを批判。

これに対してポーランドは、「異教徒と言えども

まったく同じ人間であり、リトアニア人には自

らの政府を持つ権利、平和に暮らす権利、財産

に対する権利があり、これらを自衛する権利が

ある」と主張。教皇庁もこの主張を採択した。

正確には、教皇庁はリトアニア人の人権は認め

ないが、ポーランドがリトアニア人と連合した

ことは認めた。 

こうした歴史から、ポーランドにはたくさん

のユダヤ人が流入するようになっていった。 

加えて１４世紀、ヨーロッパでペストが大蔓

延した時、ペストの流行をユダヤ人の犯行とす

る風評が広がり、たくさんのユダヤ人が虐殺さ

れた。この時も、唯一このような風評の広がら

なかったのがポーランドで、そのことがユダヤ

人の流入をさらに加速させる結果となった。 

ユダヤ人は迫害されてきた民であるため貧し

さから逃れることはできなかった。その中での

しあがろうとする一部のユダヤ人は金融業者と

して力をつけていった。中世キリスト教社会は

建前的には金融業（特に利子）を否定していた。

神の司る時間を使って金儲けをすることはけし

からん、利子は人を堕落させるというのがその

理由だった。しかし、現実的には社会における

貨幣経済の浸透、拡大にともなって、金融業の

必要性は高まり、それを「下賤な仕事」として

ユダヤ人が携わることになっていった。ユダヤ

人を社会の真っ当な構成員として認めず、彼ら

はしばしば共同体の外に置かれていたからだ。 

ポーランド最盛期の地図 
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金融的な力を持つユダヤ人の流入によって、

ポーランドは大国として成長していくことにな

った。ポーランドは１５６９年～１７９５年の

時期に最盛期を迎える。現在のベラルーシ、バ

ルト三国、ウクライナの地域なども含む、ヨー

ロッパ最大の強国となった。 

その後、１８世紀中頃からヨーロッパ全体は

新しい激動の時代を迎え、特にプロテスタント

の台頭等が顕著になっていった。そうした中、

ポーランドは弱体化していく。１７９５年、ポ

ーランドは隣接するロシア帝国、プロシア王国、

オーストリアの３強国によって分割されること

になる。 

ポーランドは領土分割され独立国としての立

場を失うが、多くのユダヤ人は旧ポーランド領

（現在のポーランド、ベラルーシ、ウクライナ

等）一帯に止まり、そこを安住の地として住み

続けた。 

後年、こうした地域にナチスは攻め込むこと

になる。 

■ユダヤ人とは何か？ 

現在のユダヤ人は民族的、文化的に統合され

ておらず、言語も同一ではなく、宗教との関係

も様々であっても、かれらは特殊で、痛ましい、

永く続いた歴史によってつながれている。（『ポ

ーランドのユダヤ人』より） 

ユダヤ人＝ユダヤ教徒と考えられがちだが、

それは正しくない。１８世紀以降ヨーロッパで

は、キリスト教徒であることを否定し、無神論、

非キリスト教徒宣言する人たちが登場してくる

時代となる。ユダヤ人においても同様で、自分

はユダヤ教徒ではないと主張し、さらにはユダ

ヤ人であることを辞める人たちもたくさん生ま

れてきた。そのため実際には、ユダヤ人とは何

かという問いに対して、その回答は大変難しく

複雑なものになっていた。 

しかし一方で、「お前はユダヤ人だ！」と外か

らの決めつけによって「ユダヤ人」とされ、多

くの人が迫害、虐殺されることになっていった。

自分はユダヤ人だとは思っていなかったのにユ

ダヤ人とされた一人の典型がアンネ・フランク

だ。彼女などはユダヤ人としてのアイデンティ

ティはほとんど持っていなかったのに、ナチス

によって「ユダヤ人」にされてしまった人だ。

ナチスは、祖父、祖母のどちらかがユダヤ人で

あった人は全員強制的に「ユダヤ人」と決めつ

け、迫害、虐殺を行っていった。ユダヤ人とさ

れた人々がユダヤ人であることを止めようとし

てもヨーロッパ社会は許してくれなかった。 

ユダヤ人とは何か？「その歴史の始源は旧約

聖書によって知られている。そこにはユダヤ人

の自己意識の基礎的な要素が示されている。す

なわち族長アブラハムに始まるかれらの出自、

イスラエルの地、つまり聖書の約束の地との絶

えることのないこだわり、それに信仰あるユダ

ヤ人とキリスト教徒とのきずなである唯一のヤ

ーヴェへの信仰である。ユダヤ人の運命の独自

性は、迫害のない自由な土地を求めて続けられ

た永い放浪、つまり他民族の間にちりぢりに営

まれたディアスポラの生活、それに加えてユダ

ヤ人以外の環境との関係に由来する。（『ポーラ

ンドのユダヤ人』より） 

非常に分かりにくい説明だが、しかし、敢え

てユダヤ人について説明すると、こう言うしか

ない。「ユダヤ人とは何か？」それは常に繰り返

されてきた問いであって、容易に回答すること

のできない問題だ。 

ユダヤ人は自己の解放の方向性をどこに求め

ていったのか？ 

第一に、非常に象徴的なことして、ユダヤ人

としての民族解放ではなく、普遍的な人間とし

ての解放を求め、その人たちはマルクス主義に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%B8%9D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%9B%BD
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傾倒していった。ロシア社会民主党（ボリシェ

ビキ）に結集していった。そのことは革命直後

の党中央委員会にユダヤ人が圧倒的に多いこと

に表されている。例えば、トロッキー、ジノヴ

ィエフ、カーメネフ、ラデック、クループスカ

ヤなど。 

一方、ユダヤ人であることにこだわりつつ社

会主義を模索した人々は独自組織を作っていっ

た。（ユダヤ人ブンド） 

さらに社会主義ではなく、ユダヤ人だけの国

家建設を求める人々はシオニズムに傾倒してい

った。これが現在のイスラエル建国につながる。 

■ポーランドの独立回復とドイツ・ソ連による侵

攻・分割 

１９１７年のロシア革命と第一次世界大戦終

結により、１９１８年、ポーランドは独立を回

復した。 

しかし、１９３９年、ポーランドはナチスド

イツから攻め込まれ、独ソ不可侵条約締結によ

ってドイツとソ連によって分割されることにな

った。このことが、アウシュビッツ収容所がド

イツではなく、たくさんのユダヤ人の住むポー

ランドの中に作られた理由だ。 

１９３９年のドイツとソ連による分割 

 

 さらに１９４１年、ナチスドイツはポーラン

ドを足場に、ソ連侵攻＝バルバロッサ作戦を展

開するに至る。 

ポーランド一帯がドイツとソ連に分割された

時、ウクライナ地域ではナチスの力を利用して

ソ連の侵攻に抵抗する勢力があった。その勢力

は第二次大戦後のソ連領時代に徹底して弾圧さ

れ、その勢力の名前も消失していたが、ソ連崩

壊、ウクライナの独立を機会に復活してきた。

ネオナチだ。２０１４年２月のウクライナ政変、

新政府発足を機に台頭し、新政府内の一部を構

成するに至っている。 

■アウシュビッツ 

アウシュビッツは最初からユダヤ人殺害のた

めの収容所として作られたわけではない。最初

は「強制収容所」と言われ、主にポーランド占

領に抵抗したポーランド人やソ連軍捕虜の収容

を目的に作られた。その後徐々にユダヤ人、ロ

マ（ジプシー）、障害者などに収容が拡大し、ヨ

ーロッパ中からこうした人々を集めてくる所に

なっていった。 

最終的には収容所の目的がユダヤ人の「絶滅

収容所」に転換されていった。アウシュビッツ

に送られたユダヤ人の４分の３は実際は収容さ

れることもなく、直接ガス室に送られ殺害され

ている。 

アウシュビッツでは何人の人が殺されたのか

正確にはどうしてもわからないのだそうだ。一

説に１５０万人とも言われている。ちなみに、

当時のポーランドに住んでいたユダヤ人は３０

０万人、生き残った人は５万人、したがって２

９５万人のユダヤ人がポーランド一帯で殺され

た。ヨーロッパ全体で殺されたユダヤ人は６０

０万人だから、その半分がポーランドに住んで

いたユダヤ人ということになる。 

ちなみに現在のポーランドにはユダヤ人はほ

とんど住んでいない。 

アウシュビッツケ―トに掲げられているスローガン 

「労働すれば自由になる」 
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実際にアウシュビッツを視察しての私の第一

の感想（感覚）は、すごく慰霊はされているな

と思ったことだ。博物館になってから物凄く多

くの人々が訪れており、花が手向けられ、虐殺

のひどさにみんなが胸を痛めていて、ここで亡

くなった人たちはもう彷徨っていないのではな

いかなと思った（感じた）。私にとっては、最近

三陸海岸を通った時の方が、肌に感じる、何と

も言えない、自分が不安になるようなものを感

じた。全然慰霊がされていないからだ。 

アウシュビッツには今でもたくさんの人が訪

れていて、特に若者が多く、若い人がこうして

たくさん訪問してくるのはいいことだと思った。

私自身がこのようなことに自分の人生の中でず

っと向き合って生きてきていたので、ある種の

覚悟ができていたのだとも思う。アウシュビッ

ツでは確かにあまりにも残酷な虐殺の証拠や記

録が示されているけれど、事前に学習していた

とおりの印象を受けた。 

それよりも、現代のことに関わる問題ですご

くびっくりすることになった。 

■ヒトラーチルドレンと現代の問題 

ＮＨＫ・ＢＳ世界のドキュメンタリー「ヒト

ラー・チルドレン～ナチスの罪を背負って」と

いう番組があり（２０１３年８月１５日放映）、

私はそれを見てから今回アウシュビッツを訪問

した。その番組は以下のような内容だった。（Ｎ

ＨＫホームページなどを参考に） 

ナチスの重要人物の息子や孫、子孫に当た

る５人のドイツ人を取材し、親族をホロコー

ストで亡くしたユダヤ人監督が、過去を背負

アウシュビッツ内処刑場 

ナチス高官と軍医が強制労働とガス室を振り分け 

ガス室に投げ込まれた殺虫剤（チクロンＢ）の空缶 

ビルケナウ（第二アウシュビッツ）への引き込み線 

ガス室へと並ぶ親子 
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いながら生きる彼らの姿を描いた番組。（イス

ラエルとドイツの共同制作） 

アウシュビッツの初代所長ルドルフ・ヘス

の孫ライネル・ヘスも取材され登場する人物

の一人。彼は長くアウシュビッツを訪れるこ

とすら許されていなかったが、今回初めてア

ウシュヴィッツを訪問する。ルドルフ・ヘス

の住んでいた家が収容所の壁の向こうにあっ

て、そこで子育てもしていた。ライネルは、

邸宅から壁一枚隔てた場所にガス室があった

ことを知り、絶句する。イスラエルから訪れ

ていた学生たちから辛辣な質問を浴びせられ

るライネル。しかし、ホロコーストを生き延

びた老人から「君がやったわけじゃない」と

声をかけられ、堪えていたものがあふれ出す。 

番組の中で語ったライネル・ヘスの言葉。

「この罪の意識を背負って苦しむために私の

人生はある。祖父がしなかったことを私がや

る。償いではなく、祖父がすべきことを私が

やるということ」 

ガス室と焼却炉の煙突（ヘスの屋敷の近く） 

 

 この番組と重ね合わせながら、収容所の現場

を視察することになった。番組を見て、過去の

罪に向き合いながら、それを背負って生きる人

の凄さ、尊さというものを思った。これが今の

時代において一番尊いことなのではないか。自

虐史観なんてまったく正反対のことだ。過去の

罪を認めて、それを悔いようとする生き方こそ

が素晴らしいと思うし、その姿をみたら犠牲者

の人たちだって、「あなたの罪ではない」と言っ

てくれる。そういう関係が作られていく。 

アウシュビッツの象徴的なモニュメントとし

てルドルフ・ヘスを吊るした絞首刑台がある。

その前で、イスラエルから来ていた高校生たち

が、イスラエルの国旗を掲げながら集まり、絞

首刑台の前で記念撮影をする現場に遭遇した。

その姿を見て私はウワーッと思った。彼らは間

違いなくイスラエルに帰って徴兵される。そし

てガザの侵攻に派兵されるかもしれない。まさ

に現代の問題だ。イスラエル国家は“アウシュ

ビッツを利用している”と思った。 

アウシュビッツ収容所の日本人ガイド・中谷

剛さんは次のようなことを話された。 

 アウシュビッツへの訪問者は増えている。

特に若者が多い。それはヨーロッパが悟っ

たからではない。排外主義がまた強くなっ

ていることに対し、これではいけないと思

う人たちが若者を送り込んでいるからだ。 

 イスラエルのガザ攻撃をどう止めるか。ユ

ダヤ人たちが安心できる世の中を作ること

が問われている。アウシュビッツ博物館で

各国の若者がすれ違うのは、そのための一

つの良い機会だ。 

 アジア人はドイツ人を美化し過ぎだ。ヨー

ロッパではそれぐらいして当然という受け

止め。それだけ日常的にたくさんの人々が

ユダヤ人大量虐殺に関わったのだ。ここま

でしなければドイツ人はヨーロッパで受け

入れられなかった。 

 ライネル・ヘスさんもドイツでは「変人」。

ヒットラーチルドレンのすべてが罪を捉え

返しているわけではない。捉え返さず、眼

をそむけている人もたくさんいる。ヘスさ

んのような人はまれなのだ。 

排外主義は日本だけではない。ヨーロッパ全

体にも今、排外主義が強まっている。新自由主

義によって貧富の格差が拡大し、その中から排

外主義は生まれ台頭してくる。これではいけな

いと思う人たちが、今、多くの若者をアウシュ

ビッツへ送ってきている。 

ドイツ人だったらみんなが過去の歴史に向き

合っているかというとそうではない。真剣に自

身を問うて真面目に生きようとしない限りなか

なか向き合えるものではない。だから、ドイツ
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より日本が立ち遅れているなどと考える必要は

ない。むしろ、日本にも、日本の罪を捉え返し

て生きようとする人たちはたくさんいて、それ

が尊いことであり、それが世界で本当に戦争を

止める力となるのであって、日本は日本の条件

の中でずっとそれを行ってきたことを確信にし

たい。河野談話もその攻防の産物としてあった。 

それと、安倍晋三はやはり危険だと思う。彼

も言わばＡ級戦犯である岸信介を祖父に持つ

「ヒットラーチルドレン」だ。しかも岸信介は

強制連行の張本人である商工業大臣をやってい

た人物だ。安倍晋三が慰安婦問題を否定しよう

とする根底には、岸家に対する強烈な自己肯定

観があることを見ておく必要がある。 

 

ポーランド国際会議（１０月２３日～２６日） 

ポーランド国際会議の様子 

国際会議のスタッフたち 

 

冒頭話したようにこのポーランド国際会議は

ＩＢＢによるチェルノブイリ支援の目的で開催

された。主催者は、「私たちにとって一番大切な、

私たちがこれから一番力を入れていきたい国、

ポーランドにやってきてこの会議を開くことが

できた」と挨拶した。ナチスドイツのユダヤ人

大虐殺の歴史に向き合い、それを忘れず、償い

続けようとする姿勢が国際会議の根底にある。 

■原子力の黄昏 

国際会議では「原子力の黄昏」と題したマイ

ケル・シュナイダー氏の講演が行われた。 

チェルノブイリ以降世界の原発は増えておら

ず、ヨーロッパではむしろ明らかな減少傾向に

ある。老朽化も進行している。世界の原発の平

均年齢は２７歳になる。世界の原発はこれから

どんどん廃炉に向かっていく趨勢にある。廃炉

時期を引き延ばそうとする動きが出てくるので

それを許さない運動も大切だ。 

ヨーロッパの原発は減っている 

老いる原発 

ウランの国際価格の暴落という事態が生じて

いる。これは日本の全原発稼働停止が大きな原

因だ。世界最大の原発は東電の柏崎刈羽原発だ

が、それも含めて日本の５０基以上の原発が全

部止まっている。これがウランの国際価格暴落

をもたらしてきた。 
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日本の民衆行動がここまで国際的な原発村を 

追いつめているのだ。私たちの運動は選挙の議

席数などだけではかれるものではない。大いに

自信を持つようにしよう。これから一つ二つの

原発が動かされることはあるかもしれない。け

れど、何十もの原発が再稼働するようなことに

は絶対にさせない。事態はここまで来ている。

原子力は本当に黄昏なのだ。 

ウラン国際価格の暴落 

 

今回のこの国際会議のいいところは、リクビ

ダートル（原発事故の処理作業に従事する人々）

もたくさん参加した会議であることだ。国際会

議と言うと、学者だとか医者だとかだけの会議

をイメージされがちだが、そうではなく、こう

した庶民もたくさん参加した会議であったこと、

そういうポリシーのあり方に胸を打たれた。 

私は脱原発運動のトルコとの連携したとりく

みの報告を発言したが、発言の後、ウクライナ

のリクビダートルが私に駆け寄ってきて、とて

もいい発言だったと感激してくれた。 

リクビダートルの方たち 

 

国際会議にはカザフスタンの政府からも参加

があった。カザフスタンは長年セミパラチンス

クで核実験が行われてきた国で、私が被爆二世

だと自己紹介して発言したことに凄く関心をも

たれたようだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カザフ政府 

の方たちと 

 

 

 

■核政策推進の国際機関に立ち向かう『ウクラ

イナ政府報告書』 

最後にウクライナのことについてお話しする。 

２０１１年４月に、チェルノブイリ原発事故被

災についての『ウクライナ政府報告書』が発表

された。これは２０１２年時点では２３６万４

５３８人にもなるウクライナの被災者のデータ

に基づく、物凄く画期的な報告書だ。 

調査された被災者の内訳は、 

 原発事故作業員 ３１万７，１５７人 

 立入禁止区域からの避難民 ８万１，４４２人 

 低線量汚染地域の住民 １５３万１，５４５人 

 これらの第２世代 ３１万９，３２３人 

 すでに死亡している人 １１万５，０７２人 

被災者の中に１５３万人の「低線量汚染地域

の住民」が含まれおり、このことがとても重要

な意味を持つ。これまでの国際機関が認めてい

た放射線被害とは異なり、あらゆる病気がたく

さん発生している事実を、世界で初めて、政府

報告書として明らかにした。中身を見てみると、

原発周辺の立ち入り禁止区域からの避難民は、

１９８８年には３１．５％の人が、２００８年

には７８．５％の人が何らかの慢性疾患に侵さ

れている。なんと８割もの人だ！ 

これまで国際機関の認めてこなかった病気を

ウクライナ政府報告書は原発事故の影響による
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病気だとして発表した。このことはＮＨＫのド

キュメンタリー番組でも放送されており、そこ

では下表のように比較して紹介された。 

ウクライナ政府 国連科学委員会 

白血病 白血病 

白内障 白内障 

小児甲状腺がん 小児甲状腺がん 

心筋梗塞  

狭心症  

脳血管障害  

気管支炎 など  

ＵＮＳＣＥＡＲ（国連科学委員会）は上表の

３つの病気しか放射線による障害を認めてこな

かった。このことが物凄く大きな攻防点になっ

てきていた。福島でもそうだ。実際は心筋梗塞

などたくさん発症しているのに、その原因を原

発事故だとは認めてこなかった。これを認める

と、これまで国際機関の言ってきた体系がすべ

て崩れることになる。だから、向こう側にとっ

てもこのウクライナ政府報告書は物凄く大変な

報告書だったはず。 

ウクライナで実際に発生しているがん以外の

病気では、最も重大なのは循環器系異常が疾患

の３０％を占めていること。がん以外の慢性疾

患による死因の８９％が循環器系疾患だ。脳出

血、脳梗塞、心不全、心筋梗塞、狭心症等。次

いで消化器系疾患の２６％、さらに呼吸器管疾

患で慢性気管支炎などが続く。発症時期の早い

のが甲状腺異常だ。 

■第２世代に広がる病気 

『ウクライナ政府報告書』の示しているもう

一つの大きな問題は、第２世代への影響につい

て報告されていること。これは私たち「２世・

３世の会」にとっても特に重大関心事となる。 

慢性疾患を持つ第２世代は１９９２年には２

１．１％、２００８年では７８．２％にもなる。

第２世代では健康な子は２割しかいない。疾患

の内訳は、内分泌系疾患１１．６１倍、筋骨系

疾患５．３４倍、消化器系５．００倍、精神及

び行動の異常３．８３倍、循環器系疾患３．７

５倍、泌尿器系３．６０倍。 

被災地の学校では特別規則が作られていて、

１９８７年から４５分の授業時間を低学年は１

０分、高学年は５分短縮している。子どもの体

力がもたないからだ。チェルノブイリ事故前は

５年生から１１年生まで各学年で試験を実施し

ていたが、事故後は９年生と最終学年の１１年

生以外は試験を廃止した。子どもが試験中に倒

れるからだ。低学年には宿題も出さないことに

なっている。 

被災地のある学校の実例（コロステンにある

学校で生徒数４８５人）によると、甲状腺など

の内分泌疾患を持つ子が４８．２％、肉体的発

達障害（背骨が曲がっている、背中に異常があ

るなど）２２．１％、目の障害１９．２％、呼

吸器管の障害６．７％、消化器系疾患・神経疾

患５．０％となっている。学校ではもはや体育

の授業ができなくなっている。 

第２世代の慢性疾患の増加 

第２世代の健康被害を考えるとき、第２世代

の継続被曝の実態を考える必要がある。遺伝的

影響だけでなく、母親が懐妊した時から汚染地

域に住み続けてきたことによる直接被曝の当事

者でもあることも間違いない事実であって、し

かもその影響が大きい。従って、ウクライナの

第２世代の健康被害のデータはただちに遺伝的

影響を証明するものではなく、継続被曝による

影響が中心となる。しかし、すでに汚染地帯か

ら転出している人たち（今回の調査対象には含

まれていない）も含めてしっかりとした疫学調

査をすれば、遺伝的影響も明らかになるのでは

ないか。 

放射線の遺伝的影響については、実はＩＣＲ

Ｐ（国際放射線防護委員会）も認めている。影

響はまったくないとは言っていない。但し、そ
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れは物凄い高線量被曝の場合でないと発生しな

いとしており、だから広島・長崎では「遺伝的

影響は確認されない」ことをＩＣＲＰや国際機

関の見解としている。動物実験では遺伝的影響

は証明されていることだが、その場合も８００

ミリシーベルト以上を被曝ラインとしている。 

『ウクライナ政府報告書』のことはＮＨＫ「Ｅ

ＴＶ特集」で放映され、その後『低線量汚染地

域からの報告 チェルノブイリ２６年後の健康

被害』（ＮＨＫ出版）というタイトルで出版もさ

れた。こちらも是非参考にして欲しい。 

■ウクライナ政府報告書の画期的な位置 

この報告書は一国の政府という最も大きな公

共機関が国を挙げた調査をもとにして国際的な

原子力推進派の放射線量評価体系を抜本的に批

判したものだ。批判の対象となった国際機関は、

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）、国際原子力

機関（ＩＡＥＡ）、国連科学委員会（ＵＮＳＣＥ

ＡＲ）。『ウクライナ政府報告書』を認めれば、

現行の世界の放射線防護（核擁護）体系の瓦解

につながることになる。 

例えばＩＣＲＰとＥＣＲＲ（ヨーロッパ放射

線リスク委員会）との違いはどれほどのもの

か？ 

 ＩＣＲＰとＥＣＲＲの被曝死者数見積も

りの違い 

     

 
線量

ｍSv 
死者数 

線量

ｍSv 
死者数 

がん死 4,464 1,173, 000 104 61,691,512 

小児死亡 1 0 24 1,600,000 

生活の質喪

失 
4,464 0 104 10％ 

初期胎児死

亡＋死産 
1 0 24 1,880,000 

   総計 65,099,512 

 

■ウクライナの危機 

ウクライナに今起こっていることはチェルノ

ブイリ原発事故の後遺症とも言える事態だ。甚

大な被害がチェルノブイリ原発事故による被害

と認知されず、十分な国際的援助が受けられず

にきた。ここがベラルーシとの大きな違いとな

っている。ベラルーシは国際的核推進機関の見

解を受け入れ、その見返りとして国際的な援助

を獲得してきた。一方ウクライナは国際的核推

進機関と真っ向から対決し、その結果援助を退

けられてきた。そのことが大きな原因となって

ウクライナ社会は疲弊し、ウクライナ社会の分

裂を招いてきた。 

２０１４年２月、ウクライナの政変が起こり、

それを機に内戦にまで至っている。ウクライナ

新政府ＶＳ新ロシア派という構図だが、新政府

には明らかにアメリカが加担し、新ロシア派に

はロシアが加担している。さらに新政府側には

ネオナチも参加している。かってのソ連邦崩壊

過程のオレンジ革命などと言われた変革とは明

らかに異なる異常な事態だ。単純にどちらが正

義とも言えない。 

今回の政変は『ウクライナ政府報告書』抹殺

のためではないかとさえ思えてしまう。 

ウクライナ・サボリージャ原発 

ウクライナでは１１月２８日、原発事故も発

生した。ヨーロッパ最大の原発・サボリージャ

原発の３号機が緊急停止した。事故内容は外部

の電源回路のショートだとされているが、真相、

原因については不明、非公開となっている。そ

してわずか１週間で再稼働しており、十分な点

検もしないまま再稼働したとしか思えない。 

ウクライナでは内戦のためドネツクの炭鉱が

生産停止し、エネルギー、電力不足が深刻にな

っている。原発を早く動かさないと冬を越せな

ＩＣＲＰ ＥＣＲＲ 
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い、という事態が背景にある。内戦の中におけ

る原発の危機、の象徴的な出来事だ。 

ウクライナでは原発が内戦の戦闘に巻き込ま

れる可能性もある。５月１７日、銃で武装した

ネオナチグループが「親ロシア派から原発を守

るため」と主張して原発施設に乱入しようとし

た事件があった。かろうじて警官隊によって乱

入は阻止された。７月１７日に発生したマレー

シア航空機撃墜事件は依然として犯行者不明の

ままだ。最も深刻なことは、真相不明であるこ

とが人々を疑心暗鬼の状態にしていき、不測の

事態を招きかねない危険性を持っていることだ。 

さらにウクライナの原発にはウラン燃料問題

もある。ロシア製ウラン燃料が枯渇したため２

００５年～２００９年、南ウクライナのロシア

製原発３号機に、東芝傘下の米ウェスティング

ハウス社製燃料を装填して運転した。ロシア製

とアメリカ製とでは全然企画が違うにも関わら

ずだ。その後、燃料棒の深刻な破損が発見され

て２０１２年この燃料棒の使用は禁止となった。

しかし、２０１４年２月新政府が発足して、こ

の政府はまたウェスティングハウス社との契約

を行った。再び企画違いの燃料棒装填の可能性

がある。重大な原発事故発生の危険をともなっ

て。 

 

最後に 

今、私たちは戦争と原発事故の痛みをシェア

し、国際的な連帯の下に乗り越えていく必要が

ある。そのために何をなすべきか。 

① 排外主義を許さず戦争を止める！ 

② チェルノブイリ、福島をはじめ、世界の

ヒバクシャを救済する！ 

③ これ以上の核事故を防止する！ 

ウクライナにおける“チェルノブイリの痛み”

を世界がさらに受け止めて支援していく必要が

ある。その時に、福島の事故を経験した私たち

は、外から支援していく立場ではなく、同じ痛

みを共有するものとして、共に歩んでいく姿勢

が大切だ。そのことが本当に問われていると思

う。 

同時に、ＩＣＲＰの、放射線被曝の影響を非

常に低く見積もったあり方が、すべての被曝者

を苦しめてきた根源となっていて、それを解体

していかなければならない。 

みなさん、国境を越えた連帯を！ 

Ｐｏｗｅｒ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ！ 

ポーランド国際会議にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


