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福島県に設定された 警 戒 区 域 で 私 が 見 た も の

今本成樹

2011年 3月 11日14時 46分， 1900年以降で 4番

1::1というマク、、ニチュード 9.0の地誌が発生した。そ

の時，私は家族(妻と， 4人の子供)と共に常磐線に

来っており，その電車が屯有の!択を通過するあたり

で，突然の緊急停Iq工を知lらせるアナウンスがり，そ

の数秒後に大きな指れを感じた。その後，約 211右前

w戸、lに開じ込めら;JLるtltで，i反主戒WI，yr!'での余jぷにも

民われた。 11工内に 211寺間ほど閉じ込められた。 車体]

は停電し，エアコンは伴Jj二し， トイレは流せない状

態で、あった。そのとにどんどん排祉が繰り返されて

し、き，便器からはみ出す寸前であった。夜、と同じ車

両には，仙台出身の方が乗り合わせており，その方

のJY，5~:g:電話lこ， r {山台の:fnを;判皮が襲っている。 Jと，

'rli:話があった。乗客全てが不安になった。日本が大

変なことになっているとI，li.~じた。しかし， 111内でf寺

院することを指示された以外に何もやることはな

かった。

その後，線路を通って駅まで徒歩で避難が始まっ

た。乗客は，我先に1:1¥1こlへは殺到しなかった。みな

1i1J'i詐を1C'I'ち，子会ダIJしi!liftSfiしていた。夜、は， lej分が乗っ

ていた つ前の車両で、乗客の誘導を行った。みんな

がその誘導に従ってくださり， Jiln番を守り，大きな

トラブルもなく列車から線路(こj駐日(を1]二えたO そし

て， Iと!分たちも降りる順呑が来た。線路では，高校

生が鞄をおil路わきに Wi~いて，来容が降りる手伝いを

していた。夜、の 7か月の般も，彼らに抱かれて降ろ

していただけた。この日本人が，このような;主災時

にも助け合い，先を争うことなく避難する様子を，

u土界各国が出道で失11り主弘、たそうだ。これが，日本

人の休に染みついた行動特性なのだ、ろうとιLっ

線路を歩いて!日」に行き，混乱している駅前広場に

出て，行き交う人々の表情やその会話，その[1"から

i泌さ 1fJ( ~L る情報から，布、は尋~ij~'ではないということ

を感じた。屯IIIはほぼストップし，幹線道路も大渋

ifiiだとわかった。そして，テレビの映像では逃げ惑

う取が津波にのみこまれていく様子が流れていた。

すぐにレンタカーを借りるために奔走し，主の実家

;可IHVJ1知的!i)'e jijひと <ShigekiImumoto) 

までは， 3kmの距離を 6時間かけて移動した。その

II~，歩道には人は滋れているものの，全員が先を争

うことなく足早に家路を急いでいる。数件の牛ナ1:屋

さんの府員さんが手書きの段ボールに「トイレあり

ます」と書いた紙を持って立っていた。「みんなが

D)]け合っている。 Jそう感じた。その道中で何度も

緊急、地混迷報を開いた。あの音は，今でも聞くと烏

!JJLが丘つほどの恐怖J惑を私(こ伺え付けた。 JiEjnから

約 8fI寺間経過した 2311寺に何とか目的地である妻の

実家に到活ーした。妻の祖同の家は，液状化現象で傾

き住めなくなっていた。そして，翌日から断水の中

で数日を過ごした。本来で、あれば，学会での発表や

家族旅行の予定が入っていたが，すべてがキャンセ

ルとなった。そして原子力災:与が起こった。子供を

寝かしつけ，テレビにかじりついた。何かあれば，

奈良に逃げ帰ろうと思っていた。その[1"]何度も緊急

liEj{ミ速報の音にドキッとした。そんな経験から，被

災地に数日でも身をiiHし、たものとしては何かでき

ないものかと考え続けるようになった。

さて，そんなことを経験した私が初島の地へ入っ

たのは，民災から 35日経過した4月15日で、あった。

そこまでに環境省で非られていた動物のボラン

ティア獣医i':ìlî として 3~~録をしていた。しかし，登録

から 1 か月。全く機能していなかった。今[I~ilの13災

では，情報系統や指揮系統の麻療があったことは明

日主であった。動物悶辿ーのことに対しても同じだったっ

4月 15日に福島県に入ったのには理111があった。

福島県に自主的に動物ボランティアに行かれてい

るカから原発対辺の住人が避難して取り残され

た動物たちが大変なことになっている。」と述絡を

受けたからである。その連結を受けて，J2~7J(省や福

島県庁=の I~~J係各部署や福島県獣医師会にも連絡をし

た。民災当初から情報は混乱し，その時期も混乱が

続いており，医師として何かできるかどうかとの

課題の整期もできていないのが現状であった。その

11寺は，なぜこのような情'l'f~が入らないのかは不思議

であったが，現地へ入ってみてその理由がわかった。

0:369-52，17/12/1'500/1 ，i(，jI文/JCOPY
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現地の被容は甚大であった。東京電力株式会社福島

第一原子力発電所で発生した事故に関し，原子力災

(平成 11年法律第 156号)第 20条

第 3頃の規定;こ基づき 4月 22日午前 O時より設定

された警戒区域にあたる部分の情報は，皆無に泣い

状態、であった。私自身この現実を知り，何かできな

し、かという思し、で現地に向かっていた。それ以降，

、て許可(主に家禽の衛生調資を理性l

に立ち入りが認められている。)を受けて活動をさ

せていただいているc 今回の大震災後の約半年の聞

で，拡が見て記録してきたものを紹介してし、く。こ

れを読んだ皆様がその現状を読み考えていただき

たいと思う O

さて， 4月 15S に警~Jf支区域で私が見たのは，筆舌

に尽くしがたい惨状で、あった。結論から書くと，私

の人生において，これだけの動物が死んでいるのを

見たのは初めてだ、った。そして，これからもこのよ

うな場所に出くわすことはないと思えた。この犠牲

の記録が残されないことは大きな|渇題になること

を疫J惑し，必死に記録をとった。ある牛舎では，生

存個体と死亡個体の数を克明に記録、した。その牛舎

では，次々と餓死しており，それを見かねた方々(自

主的に避難準備区域内で、活動していた動物ボラン

ティア)が必死で、餌ゃりゃ近くのJ11から水を汲んで、

牛に与ーえていた。時には遠方からトラックで艇を購

入し運んで与えていた。すでに住人は避難し，戻っ

てくることができないがと況で、あった。しかし，満足

な管理はできなくおに日に死体が増えていった。

1 4月 15日

この牛舎では， 72頭のホルスタインをF史認。そのう
ち生存していたのは， 27頭て、あった。死亡は 45頭で
あった。生存していた 27頭のうち 4iJ交は，衰弱は激し
く起立不能であった。生存剣{本の栄養状態{土悪かった。

2 9月 2日撮影

牛舎がすや，照illにおける生存綴体はいなかった。
また，死体は水分もなくなり，自'骨化していた。
牛舎内{こ腐敗~~はなく，勝敗し乾燥しさった遺体が

そのまま放置されている。

'fJ:爽 3 道路のすぐそばで主主主と食べる牛。
このような光景はおま珍しいものではなかった。
しかし，終成区域の家南に対しての殺処分の決定後か
ら徐々に数は減少している。度外のLI二や隊の多くは，
殺処分された。

一方で，自主的に活動した動物ボランティアが，

餓死させるのであれば牛を放してしまえばいいと

考えた行動も認められた。このような行動により，

撃さ戒区域が設定される前後から，牛舎の外で牛を見

ることが多くなった 3)。これは，後に農家か

らのとアリングなどで、わかったことで、あるが，

区域が設定されるにあたり，飼育していた家資に対

して農家がとった行動は，三つのパターンがあった。

タイプ l 避簸指示の際に fすぐに帰ることができ

る。jとの説lifJを受け，そのままの状態で

~難したタイプ

タイプ 2 避難するにあたり，避難は長J羽化するか

もしれないので，その儒に放した牛や豚

近所を荒らすことを懸念し，やむなく牛

舎や豚舎にそのまま残したタイプ

タイプ 3 避難が長1羽化すると判断し，世話がで、き

なかた場合には餓死させてしまうと判

断し，放してから避難したタイプ
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避難は長期化し，タイプ 1や 2の場合には，

は餓死という運命をたどることとなった。ごくわず

かではあるが震災で破損した部分から抜け出した

やや豚もいたことも確認されているがほとんどが

餓死していた。最後に簡を求めるような姿で餓死し

ていた午も確認している(写真心。タイプ 3の場合

には，牛舎や統合の周辺でそれらの家港が群れをな

していた。それらの群れをなしていた午や!ほの栄養

牛舎や豚舎内にいたものよりも良好であっ

た。また， "1二舎や!隊舎において認められた大量の死

体は，牛舎や豚舎外では認められていなかっ

写}'!;4 jすから散を出じて長致死していたLI"c
討をよuしているこのも:災内の守ーは，すべて死亡していた。

その状慾から，餓死の可能十!j:t6iC~Hj正であると 'Iólll析した。

このような記録を取りながら，東京電力株式会お

福島第一原子力発電所より 20km圏内の諦査を継続

して実施してきたc4月 15Iヨに器内を間交した報告

をはじめとした際係各所に 4

凡打日に作成し，送付している。福島燃は 4月24

の守二や)ド誌などの家造について，

を埋耐とし，所有者の同意があれば殺処分

を行うことを決めている。死

亡した家産に対しては，消石灰そとまさブルーシート

うことを実施している。この段階では，

針が決定していなかったために，域外への搬出は難

しいとしづ判断のもと，健康な家苦手は送舎に戻して

いる。これは，周辺環境への記慮であると考えられ

る。国の方針が決定しない中，福島県として独自の

動きであり，その当時の最替の対策であったと考え

ている。その後， 2011年 5月 2，3 1=1に東京でF1~俄

された福島第一原発周辺のllJ}J!汝ドj女済に関しての対

応在検討する IFAW (International Fund of Animal 

Welfare : [議際動物福祉基金)

の家蔭や伴侶動物に対して機々な対策が提案され

たが，その提案が具体的に警戒区域における家畜の

救済に対して成果;こ結びついてはし、ない。こ

でも，お本側の資料として著者の成した資料が用い

それほど，警戒区域の資料が少なかったと

ざるをえない。

らは， 5月 21=1と 7rヨに相馬野馬追用

の馬について， 31頭が移動済されている。著者自身

も移酪に同行をしたが，警戒区域内の農家らの協力

もあり，初日だけで，そのほとんどが輸送できた(写

5)。この農家は， 4月 15fヨに戒区域に行った

|深に実際話をさせていただき，農家への説明や情報

が行き結いていない現状についての不安や不i術を

話されていた。どのように対応するのが

何に従えばいいのかということが不透暁なやで，先

が見えない不安の中にいたというのが印象である。

この潟に関しては，食用に供しない伝統行事用の馬

との理由で移動が許可されている。さらに，学術研

究用の豚については， 6 J=J 28日に 26頭が移融され

ている。相j志野路追汀jの馬が出されてしばらくし

5 n 12日

て，原子力

該区域内で生存している

に残されている家資につい

ら福島娠に対して，当

同意をえて，当該家主誌の安楽死処分を行う

よう指示がなされている。その判断材料として，

史ち入り禁止で家産の釘l育が不可能なことや衛生

百五が考慮されて，殺処分が必姿と判!析している。

写真 5 5 FJ 2自の潟の移動の際の現地におけるスク
リーニング検資の{恭子。

スグリ‘ーニング検資において問題はなかった。 I討i織の
総量のj也Jl支の動物であっても，スクワーニング検交を

実施して移動することは，実現しなかったc 家浴の移
動が然止されているのは解除されなかった。
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1 JJj(発から半径 20キ

Lj二が約 3400頭， 11家が

約 31500頭，鶏が約 63万羽であったとされるが，

このゆで公式に救済された記銑があるのは，潟 31

とJJ家26顕のみで、ある。しかし，非公式では相当

訟が有志により移動されている。その

数は， JEl1{ilには把慌できていなし、。

この民11:]の有志の救済の手がj吊かなかった段家

や，出家自身が避難時に鍵をかけて避難し

は，多くが餓死していた。少ないケースではあるが，

これらの守二舎や豚舎内に入り込み，やや!ほ

を放した191Jもある。 iili郊準備区域において，牧草に

関連してのセシウム汚染の話題が出ていたttUこ，

牛舎内で飼料管理をして汚染された銅粍を

に与えないように銅育していたが，第三者により放

されてしまった事慨が散見された。被II!~を避け何と

かして生かし続けたい農家と， 1立話をされないまま

での餓死を避けて生かしてやりたいと殿い牛や誌

を斎舎の外に放した阿者の患いは，生かしたいとい

う点では|湾じではあったが，ややJJ家の所有者にとっ

ては迷惑なことで、あった。

に|おしては原子力発電所事故を踏まえた

(平成 23年 3JJ 19 13付

れた涼乳から食品衛生法上の定基準M:を超える

放射性物質が検出されていることや，茨城県産ほう

れん草からも放射性物質が検出されていたことが

公表されており，与える牧草について粉じん等に付

して務下してくる放射能をもっ物質(放射性物

質)が飼料や水にかからないよう，館養管理に対し

ては，事故の発生前に刈り取った続料や倉庫など廃

内で保管された銅料，屋外で保管されている飼料に

ついては，ラップ等で空気に触れない状態のものを

使うように指示が出されている。飲用水に関しても

同等の指示が出されている。自己j養方法についても舎

外で銅義すると，水 E存やオ二から放射性物質を摂取

する可能性があるために，三当商，放牧等はやめて者

るよう

報は全てに伝わっていなかっ

地を襲った飼料不足ゆえに，

*21を給餌しての被I!暴併もあっ

出されている。この情

それと共に，被災

く汚染された館

さて，話を戒区域における家奇の調査報告に渓し

ます。この記鈷は，警戒区域とし、う人間が決めた境界

より， w命の線引きJがなされた記録でもあると

した劉体では死後すでに

'1長j'-G7 4 JJ 15 13綴ift
~g:v 、メ|二 28 r!fjがいたが 27r!fjが死亡していた。

8 6 JJ 25 1=1 
'l::J: ~~~ 7とおlじ牛合c すでに腐敗が進んでいた。{也の

ぬIfrでもそうであったが，石がくをかけて処耳Hなした
形跡がある部分でも，ハコニやウジの総生がlf{H;恋された。

-j!(，j!Ulil境としては，劣怒であるとヌえるc
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9 4 Jj l!iドi

この}隊合では多，100 りが死亡していた。;おまで、

あったυ 腐敗央がJ主主じく，長時r~u の ~ilげとでは， 1制支;こ羽詰

〈いをii'うほどでふった心ミ災から約半床経過したIi"J点での

誌名の湯上忠誠査で、[主9 この豚舎は片付けられていなかったじ

1 )J いにはJ 8トISv/hの線:尽;で、あり全設 JJ むの段階でも

7ドSv;hであった心

写真 10 J:J 1 口線

写真 9と同じ豚合マプじり数少ない依存!ほっ

~ì~:I)に共食いの 1応対も認め Lつれた。

写真!L 8月 13Il撮 影 前日]悶充獣医師掠彩

9ぺGと!iJ]じ隊合のタトで綴 I隊合での獄死惑と

~tL丈二阪であると jil iJ!IJ される。

写j二 )i
10とjiijじ部隊すでに死後 5かnほど経過し

てし、るυ このような状j髭ではP 手-，);どをまくたどはすーでに

意味は然くっているの ウジペコノリ[主唱すでに?を生しつ

くした後である。ふI:iJ-j!こ{士、ウジとハエの大長発ノが

;近、められている、からえちえると， M いのなとお

が度延しな7)￥ったのは不幸'-1
'
0)一本いをあっ士と己;えるに

一位!のめjクミのj波布だけではドト分であったと 1三わざる

をど討ない。

13 殺処分された午が四却された跡地。

花が添えられている c 空宇1戎{玄j或!村 iこも宗十撃が入り，

処分が進んだよ初好で I1情?の会まっていた。
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間辺氏家への被害が住人の一時帰宅の|部こ確認、され

ており|習態となっている。警戒区j戒を調王室すると，小

規綾な牛の群れを見ることができるが，今後，こう

いった小規模な群れそとどう管:理するかが課題になる。

、にして，取り残された牛や'11家の出産での異常出産

は確認されてし、ない。該当する地域におけ

とそこで暮らす動物(野生動物を含む)

ことは，大きな意味があるとも考えられる。

さて，ここまで紹介した状況は，地震によってこ

の地域が被災し建物などが儲壊しただけでなく，政

府の発表した避難指訴によって管服者自身が環境

のおl養及び保管に関する

におけるな管出者は，地震，火災

等の非常災害が発生した時は，速やかに産業動物を

し，及び産業動物による事故の紡止に努めるこ

とjの墳に対しそ

る。そ

国となった政Ji1の指示に対し，政時@Iらあるいは旅

行政による管理者責任への代行対処

がなされていない結果ということもできる。

辺に事実上放翠されている

物の現状が与える国内外の公序

めて大きい。そして， I主|民が現状に対し抱いている

動物の命の平等性および生命尊重への感情，ま

の f防災基本計画jおよび環境省の定める「動物愛

これらを教訓に速やかに行われ

れる。

日本人の心の中には，武て伝道わ竹IIJがii'iっ

ていると告じてきた。これから語る武士道神とは，

「戦(し、くさ)Jがない江戸川I'{¥;に幕府市を維持する

w とを図的として作られた精神論ではなく，道徳的思

としての武士道という部分である。夜、[~

た被災者さんの心の奥に[i民っていると感じた

のは，こういった思想がベースになってきたのではな

いかと感じている。(その道徳としての)武士道におい

ては，以下のように記されている。

自らを節すること!滋しく，

の者に仁惑を以てし，数には憐みをかけ，私欲を忌み，

りも名誉を以て段し，となすj

と，記されている。この考えを福島の方々に夜、は見

じ，そして，自らの動物が迷惑をかけるこ

とを危倶し， J隊舎や牛舎に閉じ込めて，そして自らが

避難所生活となった方々を多く見てきた。 牛飼いの

写真 14 殺処分された!隊を援対]した土地に!;!32支が手作そ
りで建てた祭成。
この災に 2000領以上が殺処分後， t!JU，IJされている。
この養!ほ均では， iな前まで飼育があtし、ていた。

りを捻てない人々は，それで、も耐え続けたO 国から

の鯖{託金が下りなし、状況で，自らの資産の限界までや

を剣し そして最後まで劫けがこなかった。写:

14で紹介した養豚家は， 3凡1213に幸子戒|玄域となっ

た場所から福島市1こ非難してし、る。しかし，封殺して

すぐ，家族を置いて，約 60km離れている路舎に戻り，

大事な!ほに餌をやり lこ戻っている。その後，ほぼ初:臼，

餌のある限り 4月21日の夜まで¥与え続けた。親探，

種;弘義fl家， {子!ほの区別なく，いつものように均等に

その当時は，今後の状況もどうなるか分

からないままで、あったが， iJl奈が死ねば，自分も死ぬj

と訪っていた。養豚業約 45年の方の言である。 f手

日のように，福島市と養綜場合往復しながら， I浪界ま

られた。しかし， 2011年 08JJ 03 1ミ|に

l原発から 20km間内の警戒区域で家南の殺処分を

てきた福島県が， 7月末までの約 2か月間で，隊

約 3000顕，牛約 50頭，ニワトリiI{'.l400羽を処分した

と発表したことが報じられた。これまで、に餓死した分

も含めると，豚とニワトリの処分はほぼ終了し，これ

から牛の処分を本絡化させる。ともInJB寺に発表された。

事故によって立ち入り禁止になり，家畜のi立話も不可

能になったため，福島県は 5月 2713から所有者の了

解を得た上で処分しているが，震災から 2か月以上経

i品している。警戒区域が設定されてからも 1か月以上

が経過している状況である。実は，その時も，許可を

得て園内に入った人々が餌やりなどをしている。私自

り，家高の衛生を実施してきた

が，支にある牛舎を視察した終に，スタンチョンにつ

していた。この状況が何を意

味したのかは，それぞれが考えていただければと忠弘
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近隣の茂みのやまで合わせると，相当数の豚が生息して
いる。テー)隊も生まれている。処分の手を逃れた豚たちが
I~j IEIに主主らす景色がそこにはあった。線量のifJ旬、地域に
/1ミ怠、するこの君tの研究をすることは，放射線研究として
は大きな2主義があるのではないだろうか。

殺処分が完了したとの報道後に，我々が見たのが，

15である。同:び繁殖が始まっている。野生イヒ

をど問題とするなら，このままではいけない。動物愛

護の観点、から考えるのであれば，この飼料倉庫に備

蓄されていた資料が底をつけば，時び自民死の危機が

くる。適切な対応策が望まれるのは言うまでもなく，

現段階での対応のみでは不十分であったことを認

めざるを得ない。

近年，生命倫理学という言葉を耳にする機会が多

くなった。それはH寺に過剰ではないかと思われるほ

どの適応範閉で広く使われているが，今回の場合に

ついては，どうだ、ろうか。ヒトの生命すなわち人命

に眼らず，動植物など全ての生命体を対象とする生

命倫理学という溺応範悶を考えると，今回の資産動

物への対処が残した問題はあまりにも大きいと言

わざるを得ない。生かし続けたい護産家の意思は11十

えられることなく，ヨドなさ動物たちが，餓死という

運命をたどり，最後は殺処分という形となった。こ

れに対して，海外からは多くの批判の戸が上がった。

f何もできないはずがない。J

こう言われた時に私が感じたのは，耳L、ずかしいとい

う思いと，強行突破でもなんとかしたいという思いで

あった。この気持ちを上手く説明したものがある。ア

メリカの文化人芸員学者であるルーズ・ベネディクトに

より 1946 年に出版された『菊と刀~ (ηle 

Chrysanthemum and the Sword)である。この書物の苦z

し懇しは横に置いて置くとして，この中で説明された

日本文化では，欺米の文化を f界の文化glliltycllltllre J ， 

a本の文化を rlf.G、の文化 shamecultureJ とし、うように

対上としている。 f恥の文化j は正義より名誉が優先さ

れると書かれている。まさに強行突破でも，自分の信

じたE義感を寅こうとするのを上手く説明している

と思った。陪時に，この『菊と刀Jでは集匝や組

織の名誉のゴゴが優先するようになると，劉人個人の正

よりも組織の名誉のために時には犠牲となるモ

ノが存在する。j と指摘されている。震災後に私が

福島で見たのは，多くの方の助け合う姿だった。それ

ぞれが朗人の考えで動き，時に同じ考え(正義)の人が

協力していた。自の前の助けを必要な状況をp 一致出

結して明り聞こうとする姿で、あった。

一方で，今の日本人は，どうだろうか?その人が

何をしたかとか，どのような人格を持っかよりもど

のような集匝や組織に属しているかで，個人の存在

価値をはかる傾向が強くなっている感じがあり，そ

の意見があたかも正論であるかのように受け止め

てしまう印象がある。いい会社，社会的に認められ

た組織に属することで，その中に燥する人が，自分

の考えが肯定されていると錯覚してしまいがちな

のも事実である。多くの人が助け合う状況では，ど

この組織の人間であるか?などは重要ではなく，立JJ

lす合うことが重要だと痛感した。どこの討をでもいい

のだ。ただ，助けが欲しい，誰の助けでもいい。そ

れが被災地での現状であっ

ある組織の方が私も福島に助けに行きたい。

しかし，組織の中では，部下が福島に行きたいと

言ったら，止める立場にある。Jと，おっしゃった

のが印象深く残っている。 まさに，このねじれの形

が問題なので、ある。組織集毘のリーダーは，集匝の

評価をi認めることこそが最高の尽擦と考え，傭人の

権利や人格を軽視する額向を持つようになったの

ではないか?集屈の名誉という全体の利益を導け

ば，リーダーとしての能力は，その組織の中では評

{泌される。そして，個人の言論の自由・思想、などの

権利は，単なるエゴイズムとされる。これこそが，

f菊と刀Jで指摘された自律的な人格は育ちにくい

という指摘でもある。「赤信託皆で渡れば怖くな

しリというのも，人間としての尊厳と責任ある個人

としての自覚のなさと言われてしまっても仕方な

いのかもしれない。海外の方から，今自の震災の件

で，二つの評価をいただいた。一つは，立ち kがろ

うとする日本の姿(手を取り合う姿や献身的な姿)

への感銘と応援で、あった。もう一つは，残念ながら
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大きな力が窃jかなかったことで、あった。なんとかし

ようと思えば，できたはずの大きな組織や力が動か

なかった。現場の状況が把擬されないまま様々な決

定が下された。それが，被災者を傷つけ，苦しめた

こと私は感じている。今後，日本で同じような災害

が起これば，間じことが繰り返されるのだろうか?

今回のことは，反省点在探して，未来への対策につ

なげていただきたいものである。

さらに，今後の課題として，放射線被i擦による食

肉・産業動物への影響を調査することは，今後の原子

力災答の有事・防災計調にとっても十分な鍛えを行う

という点では必要な課題になってくる。これだけ被様

した動物が多数存在する地域はw:界中どこを探しで

もないだろう。生命倫理や，動物愛護の観点からも，

これだけ大規模な被爆実験はできないのも現状であ

る。この現状を逆手に取り，オリジナリティーが高く，

医学的，生物学的にも大きな意義のある研究をするの

も研究者の責務ではないだろうか?

今，セシウムをはじめとした放射性物質に対して

の風評被害はすさまじい。しかし，一部では過剰な

風評被害があるものの，セシウム汚染が深刻である

のも事実であり認めざるを得ないところでもある。

実は，農業環境技術研究所の平成 19年度の研究成

果情報にも舎かれていたが，黄砂に乗りセシウムが

飛来しているとの報告はすでにあげられているの

である。このようにセシウムは，一部では注悶をさ

れてはいるものの，一般にここまで注目される物質

ではなかった。今問，警戒区域に残された牛や豚の

畜産動物，犬や猫といった伴侶動物，野鳥や猪やタ

ヌキといった野生動物などは，警戒区域にまだまだ

されている。すでに述べたが，様々な核穏が存在

し，線量の異なる地域が存在する警戒区域において，

これらの動物への影響告と調べることは，非常に有意

義な調変であると考えられる。宣言j物愛護という観点

からでは，動物を救う研究につながればその研究は

支持されるであろう。実際に，多くの動物愛護を掲

げる一段の方々から，なぜ，これらの動物が救えな

いのか?との声があがっているのも事実である。現

段階では，研究目的で 2件の事例で警戒区域から搬

出が許可されたのみである。しかし，未だ警戒区域

では，牛が意味なく処分されるのは忍びないと，館

やりに通う もいる。彼らはこのよドたちは，

人のために生まれてきたのだから， {百Jか活用できな

いかj としづ O これらの牛を助けるには， t立ー話をす
る酪農家を救うことも必要であることを考えなく

てはならない。動物愛護の観点とはいえ，牛を生か

すために，彼らに無給で世話をさせることはできな

い。なにより，彼らは被災者なのだ。だからといっ

て，処分という決定だけでは納得しない被災者もい

る。社会的に認められた組織に屑Jすることで，その

やに属するノ、が，自分の考えが常定されていると錯

覚してしまいがちなのも事実であることは，既述し

たが，もう一度被災者に目を向けて細やかな対誌を

考え直しでもいい時期に来ているのではなし、かと，

夜、は考える。動物愛護の鏡点から考えると，牛をと救

うには，農家を救うしかないのだ。夫:捺，農家を救

おうと，自治体の職員さんも震災当初から動き出し

ている。関係業種の方々全白から支援している。本

当に，被災地では助け合いの心があった。私が猫を

保護したある駐車場で，原子力発電所で、働く方に会

い話をした。彼らは， r今，俺らがやらないと。Jと，

語っていた。そんな彼らの癒しになっていたのが駐

車場の猫で、あった。毎日，自分たちの弁当を少し残

して猫に与えていた。ここの猫は，福島を守るため，

日本を守るために命をかけている方の癒しになっ

ていた。人と動物のつながりは，現代で、は切っても

切れないものになっている。その関係を原子力

はいとも簡単に切ってしまった。

今回の大震災においては，原子力災害ということで，

県が作成していた災害時の動物救護マニュアルも使

えなかった。ここまで述べてきたように，動物問題に

関しては，動物愛護の分野からも，動物研究の分野か

らも，ほぼ何もできなかったという印象がある。さら

に，設定された警戒区域の影響もあり，立ち入りもお1]

寵されたことで多くの動物が犠牲となり，そして福島

県の浜通りの音産が大打磐を受けた。現に，多くの農

家が再起を断念している。原子力災答により，住み領

れた土地を奪われ，先祖の代からの仕事を奪われた被

災者に対して，何ができるかをもっと考える必要が

あった。我々は，この方々や福島の斎藤を守れなかっ

たのである。それぞれに突きつけられた課題は膨大で

あると感じる。今からでも悶を向けていただきたい。

鼠を向けることで辛い現実が見えるだろう。現実から

良を逸らすのは，逃げ道でしかない。伺じ日本人とし

て，少し苦難の道を共に歩くのが復興を加速させるの

ではなし、かと考える。.
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