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一般論文

「福島第一原発」をめぐる事件被害と「災害復興」ナラティブの齟齬に関する考察
－チェルノブイリ被害地の語彙の変遷から考える―
Inappropriate application of the narrative for post-natural disaster situation to the nuclear incidence at
Fukushima Daiichi NPP
an analysis based on a study of Chernobyl Catastrophe related vocabulary
〇尾松亮*1
Ryo OMATSU*1
2011年3月に福島第一原発で発生した事態とその影響を受けた地域の「今後のあり方」について、日本では「災害
被災地」の「復興」という文脈で論じられてきた。1986年4月にチェルノブイリ原発4号炉で起きた爆発とその影響
を受けた人々の状態について、被害を受けた国々では「カタストロフィ」と「押し付けられたリスクに対する補償」
の文脈で語られており、チェルノブイリ被害地域に「復興」という語彙はない。核施設で起きた爆発と放射性物質
の拡散という面では類似する事態でありながら、日本とチェルノブイリ原発被害国では事態の語り方、論じ方（ナ
ラティブ）が明確に異なる。チェルノブイリ原発被害地域における「被害補償・リスク補償」のナラティブと比較
することにより、原子力発電所で生じた危機的な事態を「災害復興」の文脈で語ることが、日本に特有の文化的現
象であることが浮かび上がる。
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１．本稿の問題意識

「チェルノブイリや福島第一原発で起きたことを＜

2018年9月の災害復興学会連続研究会で「災害復

災害復興＞の文脈で論じることに根本的な無理があ

興」の世界各地の事例を検討するという枠組みで、

るのではないか」
「外国の災害被災地の事例でも「復

ロシアノボズィプコフ市（ブリャンスク州）の事例

興」の同義語は使われておらず、＜復興＞という語

を報告した。ノボズィプコフ市は筆者が2011年以来

自体が高度に日本文化・歴史的背景を背負った特殊

フィールドワークの対象としてきたロシアの「チェ

な概念なのではないか」という筆者の問いかけは、

ルノブイリ原発カタストロフィ(1)による放射能汚染

意外なほどに真剣に取り上げていただき、その後も

地域」（ロシア語の法制度でそのように呼ばれてい

研究会で議論を続けてもらえた。筆者自身も報告会

る）である。報告では、ノボズィプコフ市の地域コ

での質疑を通じ、核の関連した国家犯罪犠牲者に

ミュニティ、特に教育者たちの「放射能リスク」を

「災害復興」のナラティブを当てはめることへの違

語り継ぐ取り組みに焦点を当てた。

和感を、より明確に認識できたように思う。

連続研究会のそれまでの報告では中国の四川大地

本稿では上記2018年9月の報告をもとに、「チェル

震やインドシアの大津波被災地域のケースが取り上

ノブイリ・カタストロフィ」による「放射能汚染地

げられており、これら「災害被災地」と「チェルノ

域」ではどんな語彙で、被害を受けた人々の生活や

ブイリ・カタストロフィ」による放射能汚染地域の

コミュニティを守る取り組みが記述され、語られて

ケースを並べて比較することに当初から大きな違和

いるのか概略を紹介する。そのうえで、なぜ「チェ

感を抱えて研究会に参加した。筆者は災害学や防災

ルノブイリ被害地」では「復興」という言葉がなく、

の専門家というよりも、ロシアやウクライナの社会

カタストロフィ発生当初に社会に浸透していた「戦

制度やエネルギー政策（原発含め）を専門としてお

争と勝利」の語彙から「汚染地域居住リスク」とい

り、その面でも「災害復興」の文脈で話をするのは

う語り方に変わっていったのか、を論じたい。その

不適任であるようにも思えた。しかし、結果的には

際に語彙転換を象徴する文献として、「チェルノブ
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イリ法」（91年成立）とベラルーシのノーベル賞作

リ放射能汚染地域の多くで汚染レベル認定が見直さ

家アレクシエヴィチ作『チェルノブイリの祈り』に

れ、ノボズィプコフ市は第3ゾーン（移住権付居住地

注目する。

域）に認定が引き下げられた。第2ゾーン、第3ゾー
ンでは「汚染地域に居住するリスク」に対する各種

２．チェルノブイリ・カタストロフィによる放射能

の補償・支援策がある一方、住民が世帯単位で希望

汚染地域、ノボズィプコフ市の位置づけ

すれば汚染地域外の別地域への「移住」を国の予算

2016年4月「チェルノブイリ・カタストロフィ」

で実施（移住先での雇用支援や住宅確保を含む）す

（1986年4月26日）から30年を迎えようという時期に、

る決まりとなっている。日本では「避難の権利ゾー

筆者はロシア西部ブリャンスク州の汚染地域「ノボ

ン」などと訳されてきたが、正確に訳すと「居住地

ズィプコフ」市を訪問した(2)。

替えの権利を有する地域」ということになる。カタ

ノボズィプコフ市はロシア西部ブリャンスク州の

ストロフィの影響を住民がどう受け止め語り次ぐの

中でも特にウクライナ・ベラルーシ国境と隣接した

か、という観点からこの「居住地替えの権利を有す

場所にあり、チェルノブイリ原発からは200㎞近く

る汚染地域」という法的位置づけは無視のできない

離れているものの、原子炉爆発後の風向きと集中的

意味を持つ。自らが住む地域の汚染リスクのとらえ

な降水の影響で集中的な汚染を受けた(図1)。

方は個々人で異なる(4)が、法律で「汚染リスクのあ
る地域」と認められており、住民は金額に不満はあ
りながらも「汚染地域に住むリスクに対する月額補
償金」を受けながら生活している。そして同じ町に
住む住民の一定数が「汚染地域から汚染されていな
い地域に居住地替えする」権利を行使して町を出て
行った。その権利の行使についても個々人で意見は
分かれるとしても、法律で認められている権利であ
り「汚染リスクはないのに勝手に出て行く行為」と
は評価されにくい。
３．カタストロフィ30年後、放射能汚染リスクを伝
え続ける汚染地域の学校

図1：チェルノブイリ原発と被害地ノボズィプコフ市の位

このようなノボズィプコフ市の地理的・制度的な

置(3)(出所：ロシア政府報告書（2001）を基に筆者作成 )

位置づけをおさえたうえで、カタストロフィから30
年経過した時点での地域コミュニティの取り組みを

90年代にはエリツィン大統領がノボズィプコフを

紹介したい。2016年4月の訪問の際に筆者が注目し

直接訪問し、チェルノブイリ被害対策の重点地域と

たのはカタストロフィから30年が経過した2016年当

して「ロシアチェルノブイリ問題の中心地」と名付

時、カタストロフィを実体験としては知らない子ど

けたことでも注目を集めた。ノボズィプコフ市はブ

もたちに、教育者たちがどのようにカタストロフィ

リャンスク州の州都（県庁所在地に当たる）ブリャ

の影響を語り継いでいるのかという取り組みであっ

ンスク市からやはり200㎞近く離れており、州の中

た。

心地へのアクセスが悪い。同様に集中的な汚染を受

筆者が訪問したのはギムナジアとよばれる教育機

けた隣国ベラルーシのゴメリ州との方が商業を含む

関およびそれら教育機関で働く教員を養成する教員

日常的交流は深い。

養成カレッジ、そして教育機関と協力して「放射線

カタストロフィから5年後（91年）に制定されたチ

防護教材」や授業プログラムを作る市民団体「ラジ

ェルノブイリ被害者保護法（通称チェルノブイリ法）

ミチ・チェルノブイリの子ども達へ」である(図2)。

は地域の汚染リスクレベルに応じて被害地を1～4の

ギムナジアはロシア等旧ソ連圏に特有の教育機関

ゾーンに区分しているが、ノボズィプコフ市は長い

で、日本でいうなら小学1年生～高校2年生(5)までが

間放射能汚染リスクレベルで上から2番目の「第二ゾ

学ぶ一貫校である。筆者が見学、意見交換させても

ーン（退去対象地域）」に位置付けられてきた。2015

らったのは中学三年生に当たる9年生の授業であっ

年末の政府決定により、ロシア国内のチェルノブイ

た。ギムナジアではチェルノブイリカタストロフィ
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30年の記念行事に向けたイベント（追悼式典や作文
コンクール等）を準備している最中であった。生徒
や教師に話を聞くと、歴史としてチェルノブイリを
振り返る「記念行事」以外にも、年度を通じて様々
な授業で地域の汚染状況や汚染リスクから身を守る
防護法について学んでいるという。

図3 生活安全の基礎教科書(出所：筆者撮影)

図2 ノボズィプコフ市の教育機関ギムナジア
(出所：筆者撮影)

生徒たちの話によれば、「健康学」という授業で
「放射線の身体への影響」について学び、「エコロ
ジー」（理科の一部）で学校周辺の放射線状況を測
定してマップを作るなどの取り組みを行っている。
そして「放射線防護」について最も時間を割いて取
り上げるのが「生活安全の基礎」という科目である。
「生活安全の基礎」もソ連時代からの教育制度に特

図4 野生食物の汚染について教える副教材

有な科目であり、災害・戦争など非常事態を想定し

(出所：筆者撮影)

た避難訓練や防護方法、遭難時の対応法に保健体育
や衛生学を組み合わせたような内容だ。一言で言う

さらに同ギムナジアでは、市民団体「ラジミチ・

と総合的なサバイバル力を育てる科目である。もと

チェルノブイリの子ども達へ」と協力して子どもた

もとソ連時代には、有事における一般住民の民間防

ちの年齢に合わせた、年齢別の放射能防護授業のプ

衛力を育てるための授業であった。この「生活安全

ログラムを作っている。「放射線防護」といっても、

の基礎」の科目の中に放射線防護の項目はあるが、

小学生くらいの年齢の学童には放射性核種の名前や

本来は「放射線防護」に特化した授業ではない。そ

半減期など、理論的なことを教えているわけではな

れでも地域にホットスポットや食品汚染のリスクが

い。市民団体のホールで実施された低学年から中学

残っていることを考慮して、教師たちはこれらの科

年程度の子供向けの「放射線防護」の授業を見学し

目の枠内で「汚染されていない食品の選び方」「季

てみると、クイズや絵合わせなどゲーム形式のプロ

節ごとにかわる放射能汚染マップ」「避けるべきホ

グラムであった。ゲームやクイズを通じて、子ども

ットスポット」などを子どもたちに教えている。そ

達に「山菜やキイチゴ、キノコなどが汚染されやす

の際に教育省の認定を受けた教科書だけではなく、

いので気を付けること」「町の周辺の森や野原で入

市民団体が作成した副教材も使用して、ノボズィプ

ってはいけない場所」などを教えている。一番印象

コフと周辺地域に特化した内容を授業に盛り込んで

に残ったのは「汚染されている可能性のある食品」

いる(図3,図4)。

と「汚染されていない食品」を見分ける、絵のカー
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ドを使った分類クイズであった(図5,図6)。

に住みながら教えないでいいっていうことはありえ

このような授業を見学して筆者が抱いた疑問は主

ない」などの回答であった。

に二つある。

教員養成カレッジのニコライ・マカルキン学長は、

一つは「30年もたった今、チェルノブイリを知ら

放射線防護教育を続けることの必要性について、筆

ない子どもたちが、チェルノブイリ・カタストロフ

者に次のように語っている。

ィの影響という問題を「自分に関係のあること」と

「ゾーン（放射能汚染地域）に住んでいるという

受け止められるのか」、二つ目は「地産の野菜を通

ことは、住民の共通理解。この地域に住むことにリ

じた内部被ばくリスクや、住んでいる地域の汚染状

スクがあることを子供たちに教えることが、「地域

況を公的教育機関が取り上げることについて地域か

発展の妨げ」という意識はない。「子どもを怖がら

ら批判はないのか」（地域の農業にマイナスイメー

せている」のではない。「怖がらなくて済むような

ジになる等）という疑問であった。

状況」を作るため、それほど難しく無い防護策を教
えている。放射線防護を必修科目にしたいが、現状
難しいので「生活安全の基礎」科目の中で教えてい
る」
ギムナジアの授業や市民団体での課外授業から見
えてくるのは、「汚染された地域に住んでいる」と
いうことが「チェルノブイリを知らない世代の子ど
も達」を含む住民の共通認識になっていることだ。
「＜ここに＞住んでいるんだから」「ゾーンに住ん
でいるからには（教えなければならない）」などの
回答には、教師や生徒たちが「地域が汚染されてい
る事実」を前提として共有していることが読み取れ
る。
４．「放射能リスクについて語る」前提としての法

図5 汚染食品を見分けるカードクイズ(出所：筆者撮影)

的語彙と「復興」概念の不在
ノボズィプコフ市は「汚染地域」であり「居住地
替えの権利」も認められている。同時に、リスクを
低減するための様々な取り組みをしながら「住み続
ける」ことも認められた「居住地域」でもある。筆
者が訪問した教育機関の教員や生徒たちは「居住地
替えする権利」はありながらも「住み続ける」こと
を選んだ人々である。ここで重要なのは、彼ら「住
み続けることを選んだ人たち」が「地域に住むリス
クはないと決めた人々」ではないことだ。彼らはむ
しろ「生まれ育った」あるいは「住み慣れた」ノボ
ズィプコフでの生活を続けるためにこそ「汚染リス
クを把握し、子ども達にも伝えなければならない」

図6 甲状腺など体の構造を確かめる子ども達
(出所：筆者撮影)

と考えているようだ。
チェルノブイリ法には「居住するリスクに対する

一つ目の疑問については生徒たちから「皆に関係

補償」という概念がある。汚染地域に住んでいて癌

のある問題。親戚でも甲状腺がんになった子どもが

などの病気になったから賠償を受けるというのでは

いる」「ゾーンに住んでいるんだから知らなくちゃ

ない。「住んでいる（いた）地域に一定レベル以上

(6)

の汚染が押し付けられたリスク」に対して国が住民

いけないこと」などの回答が返ってきた 。

に補償する、という考え方だ。

二つ目の質問については教師たちからやはり「そ
ういう批判は聞いたことがない」「ここ（ゾーン）
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「ロシア連邦市民には、本法に規定されたチェル

響を最小化」(8)しようという政策である。ノボズィ

ノブイリ原発事故の結果受けた健康・財産の被害補

プコフ市は住民に「居住地替えの権利」が認められ

償、チェルノブイリ原発事故の結果許容レベルを超

ているように、一定の人口流出を前提とした制度の

える放射能汚染を受けた地域に居住・就労すること

中にある。ブリャンスク州の統計を見るとカタスト

に伴うリスクに対する補償、また社会的支援策を受

ロフィから25年後の2011年時点でも、この「居住地

けることが保証される」(7)（下線は筆者による）

替え」の権利を行使して同州の汚染地域から移住す
る住民は600人以上いた (9) 。この「居住地替えの権

繰り返しになるが、この「居住リスクのある地域」

利」を行使して移住する隣人に対して、住み続ける

という法的な位置づけがノボズィプコフ市には与え

市民たちから複雑な感情はあったとしても、移住の

られている。もちろん住民皆が上記チェルノブイリ

選択自体は「法的な権利」として認めざるを得ない。

法の条文を熟知しているわけではない。しかし教員

「自分たちはここに住んでいても、ちゃんと防護

をはじめとする住民は「居住リスク補償金」という

策を教えれば子供たちも十分生活できると考えてい

名目で少額でも毎月の補償金を受け、保護者や子ど

る。「この地域は危険だから出ていきなさい」とは

も達は「汚染地域の学童への児童手当上乗せ」や「汚

誰も言っていない。でもそれでもリスクを完全に回

染地域の学童への給食費補填」など汚染リスクに応

避したいなら、汚染されていない地域に引っ越すこ

じた補償・支援を受けながら生活している。汚染地

とはその人の権利。移住の権利は選択肢としては必

域住民として定期的な健康診断を受けることも義務

要」とノボズィプコフに住み続け、放射線防護の教

付けられている。補償額が十分であるかどうかは別

材作成に取り組む市民団体職員のカーチャさんは言

として、日々住民が利用する社会保障制度に、「地

っている。

域の汚染リスク」の認識が組み込まれている。「ゾ

「ノボズィプコフをチェルノブイリ以前よりも活

ーンに住む以上、そのリスクを把握し子どもたちに

気のある町に成長させよう」というようなスローガ

伝える必要がある」というギムナジヤ教員達やマカ

ンが街の広報に掲載されたり、学校の教師がそのス

ルキン学長のような意見が、共通認識となりやすい

ローガンに沿った教育を求められることもない。皮

土壌があるといえる。もちろん具体的に「汚染リス

肉なことにも思えるが、この「復興の語彙の不在」

クがどのようなもので、どうすれば避けられるの

が、ノボズィプコフ市の人々に「地域の汚染リスク

か」という知識普及については、「放射線防護」と

について語りやすい」条件を与えているともいえ

いう必修科目がない中で、現場教員達が30年かけて

る。

蓄積してきた「現場の努力」に負うところも大きい。

チェルノブイリ原発4号炉の爆発と放射性物質の

マカルキン学長は、「「放射線防護」が必修科目化

拡散の影響を受けた地域や住民の「状態」や「その

されていないため、学校ごと、教師ごとに教え方が

状態への対応」の語られ方、記述のされ方は「災害

異なり生徒の間で知識に差が生じる」という問題も

からの復興」の物語ではない。極端な例としては、

指摘していた。

チェルノブイリ法では原発周辺30㎞圏を「隔離ゾー

ノボズィプコフ市をはじめチェルノブイリ・カタ

ン（第一ゾーン）」と規定して、このゾーン内への

ストロフィの被害を受けた地域の政策文書や人々の

許可なき立ち入りや定住を禁止している。これは爆

会話の中に「復興」に類する語彙が出てこないこと

発が起きた4号炉施設周辺エリアには、汚染レベル

にも注目したい。例えば「ノボズィプコフ市集中復

に関係なく「距離的な配慮」から市民の居住を認め

興計画」などというものはない。「農地のリハビリ

ないという厳しい方針である。当然この第一ゾーン

テーション」策などのことばはあるが、これは地域

に「地域復興」という言葉が入る余地はない。

復興策というよりも土壌の化学的性質変容を示す用

「チェルノブイリ法」という法律は、「カタスト

語である。ロシア連邦中央政府レベルで「チェルノ

ロフィの影響にさらされた人々(10)」が「その影響を

ブイリ・カタストロフィの被害克服プログラム」が

できるだけ低減しつつ」生きていくこと、「どうに

策定され、その枠内でノボズィプコフ市内でも汚染

も回復不可能な影響（死亡や治療不可能な疾病な

された道路のアスファルト舗装や、薪燃料を使用し

ど）」を「被害」と承認して補償することを目的と

する地域へのガス供給インフラ整備などが実施され

する。「地域を発展させる」というテーマは前面に

てきた。しかしここにおいても「復興」という言葉

出てこない。

はなく「被害」があることを前提にその「被害の影
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５．「戦争勝利」のナラティブを覆す『チェルノブ

タス（国家英雄としての待遇）を求めたからだ。い

イリの祈り』

まだに4月26日のチェルノブイリ式典には収束作業

しかし86年の4号炉爆発直後からこのようなチェ

員団体の代表者が軍服にメダルを下げて壇上に立ち、

ルノブイリ法の「ナラティブ」（語り方）が確立さ

表彰される。彼らは「祖国防衛の義務を語り継ぐた

れていたわけではない。チェルノブイリ法が成立し

め」に地域の小学校に呼ばれたりもする。収束作業

たのは5年後91年である。4号炉爆発直後に強制避難

員をめぐる言説にはカタストロフィから30年以上た

対象となった30㎞圏の外では、汚染状況が長い間隠

ってもまだ「戦争」に関連した語彙が多い。

されており、多くの住民は「影響にさらされた」こ

「戦争勝利」とは別の「語り方」を探した試みの

とを知らずに生活していた。収束作業員達が各地か

一つが、アレクシエヴィチの代表作『チェルノブイ

ら召集され、むき出しになった原子炉を消火しコン

リの祈り』である。この作品はチェルノブイリから

クリートシェルターで封じる作業に投じられた。こ

10年後に「出来事の目撃者達」（Svideteli)(12)を訪ね

の状況を当時の新聞や政府広報は「災害復興」でも

て回り、著者と証言者のプライベートな「対話」を

「被害補償」でもなく、「戦争勝利」の語彙で語っ

文学のことばで記述し直したものだ。

た。収束作業に参加した人々やその家族たちもやは

証言者たちの語りは「モノローグ」と名付けられ

り、「戦地に赴く」物語としてその状況を語った。

ているが、そこには文学的な加工がある。この作品

ノーベル文学賞受賞スピーチ「負け戦」(11)でベラ

はアレクシエヴィチと証言者たちのプライベートな

ルーシの作家アレクシエヴィチはこの「戦争のナラ

ダイアローグ（対話）がもとになっている。アレク

ティブ」について次のように述べている。「長い間

シエヴィチはその「対話」から自分の姿を隠蔽し、

チェルノブイリのことは書きたくなかった。チェル

「世界中に翻訳される」などと思ってもいない証言

ノブイリについてどう書けばいいのか、わからなか

者たちのことばを加工して晒すことで、「それまで

ったから。（中略）

とは違う」チェルノブイリの語り方を獲得していく。

新聞に載るチェルノブイリに

関する情報には、軍事用語ばかり使われていた。爆

この作品はノンフィクションと呼ばれるが、実はと

発、英雄、弊紙、撤退・・・・。原発の中で活動し

ても巧みなフィクションである。文学的加工処理を

ていたのはKGBで、スパイや破壊分子を見つけ出

施している意味で、いわゆる「聞き書き」や「オー

そうとしていた。事故は西側の秘密諜報部が計画的

ラルヒストリー」とも違う。
『チェルノブイリの祈り』1章に「兵士のコーラス」

に起こしたもので、社会主義陣営を切り崩すためだ

と題した、収束作業参加者の証言集がある。ここに

などという噂が流れた」
チェルノブイリ4号炉爆発後の収束作業自体が、

登場するアレクシエヴィチの対話相手は、皆が職業

ミリタリーオペレーションだった。兵役義務者たち

軍人ではない。それでも招集された人々であり、

は投入されることを拒めない。拒むなど頭にも浮か

「兵士のコーラス」と呼ぶことで「前線にいるわけ

ばず、「祖国防衛」の義務に燃えて（何から祖国を

でもないのに死と隣り合わせで、戦争でもないのに

守るかもわからず）現場に向かった者達も多い。偵

命がけの」あやふやなアイデンティティを浮かび上

察、諜報、突撃、勝利・・・。語彙を戦争が埋め尽

がらせている。この「兵士のコーラス」からいくつ

くした。4号炉に被せるコンクリートシェルターが

かの証言の断片を引用したい（引用中の下線は筆者

建設完了した日（11月30日）を、収束作業員たちは

による）(13)。

「勝利の日」と呼び祝う。
いつから人々が「これは戦争ではない」と感じ、

「なぜか私たちは「パルチザン兵」と呼ばれまし

語るようになったのか、それを正確にたどることは

た。平時なのに。軍服を着ていた。農家の人々は、

難しい。5年後にできた「チェルノブイリ法」（91

なんで庭のバケツやひしゃく、のこぎりや斧を持っ

年）は、環境犯罪被害者救済法と傷痍軍人保護法を

て行ってはいけないのか、理解ができなかった（中

組み合わせた性格をもつ。チェルノブイリ法の収束

略）新聞では私たちの英雄的偉業について書きたて

作業員補償規定には「傷痍軍人保護」同様の語彙（軍

られていました。英雄なんかじゃありません、ただ

務、予備兵登録者、兵役者未亡人等）が散見され、

の共産党青年団のボランティアですよ！あの時私た

その意味で「戦争」の語彙から抜け切れていない。

ちは何者だったんでしょう。何を成し遂げたのでし

収束作業員達自身が、チェルノブイリ法を勝ち取る

ょう？」

運動の中で「第二次大戦功労軍人」と同等のステー
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の対応を「戦争勝利」のナラティブで語ったのだろ

「最初武器を渡されました。機関銃です。米兵が
攻撃してきたときのためでした。政治の授業で、西

うか。アレクシエヴィチは上述のスピーチ「負け戦」

側の破壊工作員と爆破工作について習いました。そ

で次のように言う。
「チェルノブイリはすでに起こってしまったけど、

の夜には、私たちは武器をキャンプの中の別のテン
トにおいて。一か月後には運び去られました。破壊

私たちはまだ「チェルノブイリ前」の人間でした。

工作員などいませんでした。レントゲン、キュリー

私たちはチェルノブイリ前の怖がり方をして、この

ばかりで・・・」

カタストロフィを「戦争」と一緒くたにしました。
当時最も怖いことは戦争だったから」

「アフガニスタンから戻った時は、これで生き残

『チェルノブイリの祈り』ではこの「戦争勝利」

ったとわかりました。でもチェルノブイリの後は、

のナラティブがひっくり返される。兵士の世話をし

すべてが逆で、家に戻った後殺されるんです」

た洗濯女たちが、とんでもない危険な偉業を成し遂
げた者たちとして語られる。「男らしい偉業」を果
たして帰ってきたはずの英雄は「男不全」として、

「家に戻って。ディスコに行く。気に入った女の
子に声をかけた。

妻や恋人に見捨てられていく。「家に帰ってからが

－ねえ、遊ぼうよ。

地獄であった」とその「負け戦」ぶりが露呈される。
「歴史で習った戦争じゃない」「父が語ってくれ

－なんで？あんたチェルノブイリでしょ。誰もつい
てきゃしないわ。

た戦争とはまるで違う」「アフガンの時はこうでは

別の娘とは付き合うところまで行った。キスもして、

なかった」と、収束作業者達の「戦争ではない」と

抱き合って。結婚の寸前まで。

の証言が引き出される。招集されながら「兵士にな

－結婚してよ。ってプロポーズすると。

れなかった者」たちのアイデンティティの揺らぎが

聞き返されるんだ。「できるの？無理でしょ？」っ

暴き出される。ここで浮かびあがるのは、使い捨て

ていう感じ。もうどこか別の場所に行きたい。行く

にされ、家族からも見捨てられた「敗走兵」の姿で

ことになるだろうな。ただ、親に申しわけなくて

ある。このような「敗北」の弁は、チェルノブイリ

さ」

式典の演説や偉業をたたえる報道には出てこない。
このようにチェルノブイリを語る公式ナラティブ

「我々のためにシーツの洗濯をしてくれた女たち

（＝「戦争勝利の物語」）から零れ落ちる呻きを掬

が忘れられません。（中略）全部手洗いでした。み

い取りまとめたのが『チェルノブイリの祈り』であ

んな若くありませんでした。彼女らの手は水あれが

ったといえる。ここで重要なのはアレクシエヴィチ

ひどく、黒ずんでいました。シーツはただ汚れてい

が「戦争と勝利」の公式な物語に対して、「敗北と

たのではなく、数十レントゲン・・・。「坊やたち、

立ち直り」というような別の物語を提示しないこと

おたべ」「坊やたち、おやすみ」「坊やたち、まだ

だ。アレクシエヴィチはあえてまとまりのない証言

若いのに、気を付けるんだよ」。私たちを憐れんで

の断片を提示するという手法をとることで「物語化」

泣いてくれました。彼女たち、まだ生きてるんだろ

を拒否する。表に出にくかった個々人の呻きを公に

うか？」

し、「一つの物語」「一つの方向性」に集約しない
ことで、「事態のとらえ難さ」を浮き彫りにしてい

この「兵士のコーラス」は「戦争勝利」の物語か

る。

ら零れ落ちる「みじめな打ち明け話」に満ちている。

『チェルノブイリの祈り』という文学作品がチェ

そこには「華々しい突撃」も「勝利」もなく、称え

ルノブイリ被害地域の語彙にどの程度の影響を与え

られる「英雄」はいない。みな招集されて武器も渡

たのか定量的に測ることは難しい。しかしこの作品

されて現地へ行ったら、「戦争」ではかった。敵兵

がこれらの国で一定の反響を得たことは、「戦争勝

などいなかった。勇敢な偉業などでなく、家を取り

利」のナラティブを相対化することに寄与したと思

壊して埋めたり。残された犬や猫を殺したりという

われる。

作業であった。敵国が投げ込んだ爆弾ではなく、自

このような作品が発表されるまで、10年かかって

分の国の原子炉が燃えていて、そこに砂や鉛を放り

いることは興味深い。日本でも「災害復興」の物語

込む。

から零れ落ちる、「影響にさらされた人々」（「被

なぜそもそもソ連では原子炉の爆発とその事態へ

災者」ではなく）の呻きやつぶやきが、様々なプラ
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イベートな場面で発せられている。それらの言葉は

事態の後の「復興政策」については、「人間無き復

「否定的」「後ろ向き」な言明も含み、式典や講演

興である」、「現在の復興政策は地域の未来を奪っ

会、インタビューなどには表れにくい。「復興なん

ている」との批判的なとらえなおしがなされている

て無理だ」「ほっておいてくれ」「話すことなんか

(17)

。地域住民や「避難者」と呼ばれる人々、個々人

ない」というような言葉も含め、これら個々人の言

の願いを無視した復興政策を批判する視点である。

葉がパブリックな場に流入するとき、事態を語る語

そしてそのような「地域発展重視の復興」に対して

彙にも変化が生じるのかもしれない。そのとき、

「人間の復興」や「復興の個人主義化」の理念を対

2011年3月12日以降生じた事態を「災害復興」の文脈

置した問題提起もなされている(18)。

で語るナラティブが終わるのかもしれない。

これらの問題提起は、「復興政策」の中で顧みら
れない個々人の体感や願いを救い出そうとする試み

６．核施設爆発後の事態を「災害復興」の文脈で語

として重要な指摘であったと評価できる。しかし仮

ることの文化的特殊性

に全体主義的な「地域復興政策」に「人間の復興」

チェルノブイリ原発4号炉の爆発と放射性物質の

「個人の復興」という概念を対置したとしても、そ

拡散に対する対応を「戦争と勝利」の語彙で語った

れによって個々人の言語化されていない（あるいは

ソ連社会を見て日本で生まれ育った人々の多くは

言語化されるまでまだ時間のかかる）願いを救い出

「特殊な文化」と感じるのではないだろうか。原則

せるとは思えない。「人間の復興」「個人の復興」

全国民が兵役義務者であり、第二次世界大戦の戦勝

を掲げたとしても、そもそもの事態を「災害」とし

国であるという社会・歴史的背景があって成立した

て語る限り、やはり「災害復興」のナラティブが続

「ナラティブ」であると考えられる。

くだろう。

逆に、チェルノブイリを体験した人々から、福島

ここからは筆者の露和翻訳、和露翻訳の経験から

第一原発で起きた事態（三基のメルトダウンと放射

の感想に過ぎないが「復興」という言葉自体が不可

性物質の拡散）を「災害」と呼び、「いかに地域を

避的に主語を「地域（市町村、東北、東日本、日本）」

復興するか」を語る日本の政策や学術研究は「特殊

や「集団（コミュニティ）」とする「全体主義」的

な文化」と受け止められている。チェルノブイリ被

性格をはらんだ語彙なのではないか。「復興」を語

害者からは「なぜ兵役義務でもないのに民間企業従

る限りは「みんなで頑張ろう」に象徴されるような

業員が収束作業に参加したのか？」「メルトダウン

「全体動員性」、「集中復興期間」に象徴されるよ

した原発を封じ込めもせず周辺地域に住民を戻して

うな一つの目的に加速的に突き進む「有期限目標性」、

「地域再生」とはどういうことか？」というような

「被災地の方の観戦機会を増やし、また、盛り上が

疑問が、しばしば提示される。彼らにとっては「核

る姿を世界に伝えて、復興をアピールしたい」とい

施設爆発」という事態を「災害復興」の文脈で語る

う五輪大会組織委員の発言に見られるような「対外

我々のナラティブは「日本に特殊な文化」に見える

アピール性」から逃れられないのではないか。「復

のだろう。

興」の語が元来「非個人的」であるとすれば「人間
(14)

と放射性

の復興」という概念は、矛盾をはらんだ実現不可能

物質の拡散」という事態を「災害」ととらえてそこ

な造語となる。むしろ「復興」という言葉でくくら

からの「地域復興」を語ってきたのだろうか。2011

ずに、一人一人の不満や呻きも含めて表に出やすい

ではなぜ我々は「原子力発電所の爆発

(15)

年3月11日の地震と津波を背景に起きた 「事態」で

状況を作ることが「全体主義的な復興」とは違う語

あるから、自然災害からの復興の文脈と重ねやすか

りを獲得することにつながるのではないだろうか。

ったということはあるだろう。そこから本来性質も

次に引用するのは、東京電力幹部の刑事責任を問う

影響も全く異なる「核施設の事態」を地震や津波と

裁判における遺族女性の証言（東京地方裁判所2018

ひとまとめにして「複合災害」と呼ぶ語彙も生まれ

年9月19日審理）である。

た。そもそも国による不作為（規制義務の不履行）
で生じた(16)原発の事態を「災害」と呼ぶことが適切

「認知症の父を母が温かく見守る夫婦でした。原

なのか。それを「複合災害」と呼ぼうが「人災」と

発事故さえなければ２人とももっと長く生きられま

呼ぼうが「災害」のナラティブの上にあることには

した。こんなに大きな事故を起こしたのに誰も責任

変わりがない。

を取っていない」

すでに日本の研究者からも福島第一原発で生じた
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両親を失ったこの証言者にとっての「人間の復興」

福島第一原発の事態を世界の国家犯罪被害の歴史に

とは何なのか。そもそも彼女の願いを「人間の復興」

位置付けて「語りなおす」と何が見えてくるのか、

と言い表すことは、本人にとって「しっくりくる」

日本で「災害復興学」と名の付くディシプリンはい

ものなのか。少なくとも「責任追及」を願う人々の

かに形成されてきたのか。このように問いを立てて

思いを反映できるほど、「復興」という語彙が「多

「災害復興学」を歴史的・地理的に相対化していく

様性」や「包括性」を持つようには、筆者には思え

試みが今後求められるのではないか。

ない。民事裁判では「国の責任」が認められた事態
であり、2020年3月現在刑事訴訟のプロセスが続い

補注

ている。そもそも「人災」の語をふくめ「災害」と

(1)本稿では対象とするロシアの被害地で住民が使ってい

して語ることが不適切であり、「事件」とその被害

る語彙、その地域の制度を規定したチェルノブイリ法で

者の尊厳にまつわる物事として、語りなおしていく

使用されている語彙を忠実に翻訳して使用する。そのた

視点が必要なのではないか。

め「被災地」「事故」という日本で意訳された名詞よりも

もちろん事件被害者は個別バラバラに存在してい

「汚染地域」「カタストロフィ」など、彼の地の法律に記

るわけではない。被害者の願いの中には、なじみ深

され人々が使用している語彙をそのまま使うよう努め

い地域や近隣住民とのつながりに係る願いもあるだ

た。

ろう。被害者の願いに「地域との関係」が含まれる

(2)このノボズィプコフ市の人々の「汚染地域で暮らすリ

場合に、その限りにおいて地域の問題が議論される

スク低減の取り組み」については拙著『3.11とチェルノブ

のではないか。そこで被害者救済に、災害被災者支

イリ法』東洋書店新社（2016）および『チェルノブイリと

援のノウハウが役に立つ場合もあるのかもしれない。

いう経験』岩波書店（2016）に詳しい。

「災害」や「地域社会」分野の専門家の事件被害者

(3)当該地図は色の濃さによってセシウム137による汚染

へのかかわり方とは、そのような順序になるのでは

濃度を色分けしたもの。チェルノブイリ原発周辺に濃い

ないか。

色が集中しているのと同時に、原発から北東に離れた部
分にも同じように汚染度の高い（濃い赤）の地域があるこ

７．問題の再設定：「復興とは何か」ではなく「災

とがわかる。これは原発からは100㎞以上離れており、原

害復興学とはなんだったのか」

発爆発直後に住民避難は行われなかったが汚染実態がの

2018年9月の災害復興学会連続研究会で「復興とは

ちに公表された北東ホットスポットと呼ばれるエリアで、

何か考える」という文脈で報告を求められた際に筆

ノボズィプコフ市もそこに入る。

者が感じた違和感についてはすでに述べた。「災害

(4)実際2016年4月の筆者のヒアリングでは「30年も経った

復興」の文脈で「核の絡む事件」を扱うのは「不適

のでもう地域の汚染は大したことはない。怖がりすぎる

切」とまで言わなくても、避けがたい歪曲や「語り

方がよくない」という意見を述べる住民もいた。

損ね」を生みかねない、と感じたのだ。

(5)ロシアでは大学に進むのが日本や欧米よりも1年早く、

報告ではその「違和感」についても話をさせてい

その代わりに大学に5課年制がある。

ただき、研究会の出席者からは「災害復興の概念自

(6)なおここで子どもたちが「放射性核種や放射線の物理

体が日本文化に特有な＜語り＞ではないか」という

学的な側面」まで詳しく学んでいるわけではない。あくま

筆者の問題提起を真剣に受け止めてもらえた。

で自分たちの住む地域で日々の生活に必要な習慣を知ら

そこで一歩踏み込んだ問題提起をしたい。提起し

なければならない、というニュアンスのいい方である。

たいのは「復興とは何か」ではなく、本来災害では

(7)同法第3条 「チェルノブイリ原発事故により放射能被

ない事態（敗戦や公害事件）にすら「災害復興」の

害を受けたロシア連邦市民の被害補償と社会支援を受け

語彙を当てはめて語ってしまう「我々とは何者か」、

る権利」

そのナラティブである「災害復興学とは一体何だっ

(8)「被害の最小化」という言葉もチェルノブイリ後の政

たのか」、という問いである。自然災害に関しても、

策で頻繁に用いられる語彙である。

気候変動に伴う災害の頻発を受けて「災害の後地域

(9)この統計はブリャンスク州全体の数字しか示しておら

再生を目指す」ことを所与の前提としてよいのか、

ず、同時期のノボズィプコフ市からの移住者の数は把握

世界では議論が始まっている。

できなかった。

諸外国では国家犯罪の被害者救済にあたって同様

(10)チェルノブイリ法では対象となる市民を«Граждане,
подвергшиеся воздействию»（影響にさらされた市民）と

に「災害」の語彙を当てはめて語る事例はあるのか、
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呼び、これには収束作業参加者、強制避難者、汚染地域
居住者およびかつて汚染地域に住んでいた者など幅広い
カテゴリーの市民が含まれる。被災者カテゴリーの定義
を同法13条に定め、実際に病気になった人も、病気には
なっていないがリスクのある地域に住んでいる人も「影響
にさらされた市民」と認め、それぞれ補償する。
(11)本稿では雑誌『世界』2016年3月号に掲載された同ス
ピーチ沼野恭子訳から引用する。
(12)アレクシエヴィチは「被災者」「被害者」「当事者」
等の言葉を使っていない。登場する人々は証言者・目撃
者と呼ばれる。
(13)本稿では2016年に出版された版から筆者訳出。原典
はСветлана Алексиевич "Чернобыльская молитва : хрон
ика будущего " Время. Москва. 2016.
(14)核爆発かどうかはここでは問わない。
(15)津波が原因なのか地震だけでもメルトダウンは引き
起こされたのか、という議論はいまだ続いているのでここ
ではあえて「背景として」という表現にとどめた。
(16)福島地裁判決（2017年10月10日）、京都地裁判決（2018
年3月15日）など複数の司法判断でそう認められている。
(17)山下 祐介、市村 高志 、佐藤 彰彦 『人間なき復興:
原発避難と国民の「不理解」をめぐって 』筑摩書房（2016）
等
(18)山中 茂樹

「理念の変遷からたどる災害復興の系譜

学 : 復興の個人主義と集団主義の構造的解明を試みる 」
//『災害復興研究』10号 pp. 1-37.等
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