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イラク・モスル
― 戦闘が子どもたちに与えている深刻な心的外傷が明らかに ―
子ども支援の国際 NGO セーブ・ザ・チルドレンが調査報告を発表
セーブ・ザ・チルドレンは、最新の調査に基づく報告
書で、イラク第 2 の都市モスルにおける凄惨な戦闘と、
何年にもおよぶ過激派組織「IS（イスラミックステート
/イスラム国）」支配下での暮らしによって、子どもた
ちが危険な水準の心的外傷を受けていると明らかに
しました。
今年 4 月に実施した本調査は、モスル南部に位置す
る避難民キャンプで、モスルから避難してきたばかり
の 10 歳～15 歳の子ども 65 人（男子 32 人、女子 33
人）を対象に、フォーカス・グループ・ディスカッション
（特定のテーマに関して参加者が意見を交わしなが
ら議論を進める手法）を用いて行われました。モスル

両親と 3 人の兄とともにモスルから避難してきたスーハさん
(2 歳、仮名）。避難の途中で砲撃に巻き込まれ、母親と三
男が負傷した。

における戦闘が子どもたちのメンタルヘルスに及ぼ
す影響を調べた調査のなかでは、最大規模のものです。
調査に参加した子どもの 90%が、戦闘の犠牲や誘拐などで家族や親族を失っており、それが子どもたちにとって
最大のストレス要因であることがわかりました。子どもたちからは、目の前で家族や親族が殺害されたこと、街中
で遺体や血の海を目撃したこと、爆弾で自宅が破壊されたこと、避難の途中で家族の一員がスナイパーに狙撃さ
れたり、地雷や爆弾の犠牲になったりしたことなどが語られました。さらには、IS から処罰を受けるのではないかと
いう絶え間ない恐怖や、IS の決めたルールに従わなかったため親族が殺されたり拘束されたりした経験などとと
もに、比較的安全な避難民キャンプにいても、IS から攻撃されるのではないかという恐怖を感じると訴える子ども
もいました。
多くの子どもたち（女子に関しては 78％）が、悪夢を見る、あるいは、眠れないと話したほか、得体のしれない「も
の」や「ひと」、「怪物」などへの恐怖を語っており、衝撃的な経験の心像と悪夢により、子どもたちの日常生活が脅
かされている状況が浮き彫りになりました。調査に参加した子どもたちのほぼ全員が、指示を理解できるまでに時
間がかかり、多くの子どもたちが、遊ぶことや感情を表すことがうまくできず、ロボットのような無機質な態度をみ
せました。
遊びの手法を使った調査で、人生の中からもう欲しくないと思うものを何でも「マジック・バック(魔法の袋)」に入れ
るというゲームをしたところ、「戦闘」、「武器」、「悲しみ」、「IS」が、最も頻繁に選ばれました(表 2 参照)。次に、袋
の中から何かひとつ、自分自身をよりよくするアイテムを取り出すようにお願いすると、子どもたちは、しばしば返
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答に窮し、そして、ひとつ選ぶことができた子どもたちのほとんどが「幸せ」や「失った家族や親族」を選びました
(表 3 参照)。
セーブ・ザ・チルドレンで中東地域におけるメンタルヘルスのシニアアドバイザーを務めるマルシア・ブロフィ博士
（Dr Marcia Brophy）は、「子どもたちがとても内向的で引きこもりがちになっていることに、衝撃を受けました。ほと
んど笑顔すら見せない様子は、まるで子どもでいる能力を失ったかのようでした。子どもたちに、自分自身の好き
なところはどこかと尋ねると、『おとなしいところ』とか、『安全な場所に暮らしていること』、あるいは『命令に従うと
ころ』などの答えが返ってきました。IS の支配下で暮らしていた期間や生死を分ける避難の経験が、子どもたちに
深刻な代償を負わせています。子どもたちが負った傷は数週間や数ヶ月で癒えるものではなく、彼らには、数年
におよぶ支援が必要です」と訴えます。
両親や家族からの支えは、子どもたちが極度のストレスから回復するのにきわめて重要ですが、紛争は、家族の
つながりを引き裂いています。多くの親たちも、これまでの経験によって精神的に影響を受けているため、子ども
たちをケアすることが困難です。実際に、避難民キャンプにおける家庭内暴力は増加しており、85％の子どもたち
が叩かれたり、ほか子どもたちが叩かれたりしているのを見ていて、子どもたちの持続する怒りや悲しみの原因と
なっています。
ブロフィ博士はまた、凄まじい暴力にさらされた経験や喪失により、調査に参加した全ての子どもたちに、毒性スト
レス(toxic stress)の兆候が見られると指摘します。この状態は、精神が常に戦闘もしくは逃避態勢にある、最も危
険な形のストレス反応です。適切な対処がなされなければ、毒性ストレスが脳の機能を損傷し、心臓病のリスクの
増大や抑うつ症状、不安症状、糖尿病、薬物乱用といった問題を引き起こすなど、子どもの精神的・身体的な健
康に、生涯にわたる影響を及ぼす可能性があります。
しかし、このような深刻な状況にも関わらず、子どもとその保護者などへの精神保健・心理社会的支援のために
必要な資金は、慢性的に不足しており、2017 年度においては、必要な資金の 2％しか集まっていません 1。国連の
人道対応計画を見ても、全体の人道支援で必要とされる資金の半分も調達できていない状況です。
1 国連人道問題調整事務所 (OCHA) https://fts.unocha.org/appeals/550/projects?order=project_property_2&sort=asc

こうした状況を受け、セーブ・ザ・チルドレンは、国際ドナーに対して精神保健・心理社会的支援のための拠出金を
早急に、大幅に増額すること、また、イラク政府に対して児童精神科医と児童心理カウンセラーの育成に投資する
ことを求めます。
「モスルから避難してきた子どもたちは、恐怖に次ぐ恐怖をくぐり抜けてきました。モスルでは飢餓や虐待を経験し、
全ての武装勢力が、子どもたちへの影響を無視して、道幅が狭い地域に爆弾を投下しています。子どもたちへの
影響は明らかで、たとえ生きて脱出できたとしても、心身ともに傷付き、崩壊しています。それは、モスルの現在の
姿であり、未来の姿です。シェルターや食料、水といった命を守るための人道支援は必要不可欠ですが、過酷な
経験をした子どもたちの回復と再生を支えるためには、精神保健・心理社会的支援もまた、最優先に取り組まな
ければなりません。子どもたちが受けた傷を修復するために、国際社会は、さらなる支援や対応を講じるべきで
す。」セーブ・ザ・チルドレン イラク事務所代表アナ・ロクシン
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[調査の概要]
表 1

回答数

6 つの感情（怒り、悲しみ、驚き、恐怖、不安、退屈または混乱）を盛り込んだサイコロを使って、

(複数回答可)

それぞれの感情をもっとも感じたときについて尋ねました。子どもたちの多くは、「悲しみ」「恐怖」
または「泣きたい気持ち」を選んだ主な理由として、暴力の記憶や家族や親族の死、叩かれたこ
となどを挙げました。
質問：あなたがもっとも怒りを感じるとき、悲しい気持ちになるとき、恐怖を感じるとき、驚くとき、
混乱するときはいつですか?
攻撃／暴力を思い出すとき

40

家族や親族の死を思い出すとき

39

叩かれたとき

34

悪夢を見たとき

22

家族や親族と離ればなれになったとき

18

誰かに、怒鳴られたり、罵られたり、悪口を言われるなどされたとき

18

IS を思い出すとき（IS から逃げる、IS による拉致、IS の写真、IS に見つかるなど）

13

避難民キャンプの中で、怖い物や人を見たとき

8

争いを目撃したり、巻き込まれたとき

7

一人ぼっちになったとき

2

家を離れたとき

2

※フォーカス・グループ・ディスカッションで使用した 6 つの感情のサイコロ

表 2
質問：「もしこの「マジック・バック(魔法の袋)」の中に、あなたの人生の中でもう欲しくないものや、

回答数

あなたを悲しい気持ちにさせるもの、恐怖を感じるもの、混乱してしまうものを入れることができ

(複数回答可)

るとしたら、何を入れますか？」
戦争＆武器（ミサイル、空爆、飛行機、ナイフなどを含む）

35

悲しみ

31

IS

25

悪夢

11

悪い／怖いこと・もの

11

自分のことを憎む人、または、嫌いな人たち

10

自分を悩ませる、または、悲しい気持ちにさせること・もの

7

意地悪をする人たち

6

死ぬこと

5

怒り

4
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欲しくない玩具

4

恐怖

3

火

3

わからない／沈黙

3

避難民キャンプを離れること

2

避難民キャンプを離れ、家に帰ること

2

犬

2

泥棒

2

蛇

1

トラなどの野生動物

1

家族が悲しんでいるとき

1

表3

回答数

質問：「もし、その「マジック・バック(魔法の袋)」の中から、あなたをより良くするものや幸せにする

(複数回答可)

ものを取り出せるとしたら、何を取り出しますか？」
幸せ

20

亡くなってしまった大切な人

18

モスルに戻ること

8

大切な人

7

わからない

4

持ち物

4

モスルにいる大切な人

4

サッカーボール

4

春／花

3

幸せな人たちをみること

3

自分

3

睡眠

2

衣服

2

フォーカス・グループ・ディスカッションで聞かれた子どもたちの生の声
「顔中を血で覆われた女性の夢を見ます」(女子 10～12 歳)
「私のおばは、料理をしていたときに突然襲われ殺されました。おばさんのことが大好きだったので、怖くてショッ
クで、悲しいです」(女子 10～12 歳)
「IS は、女性たちを車内に連れ込み、逃げることができなかった彼女たちを殺害し、そして、その遺体をごみ捨て
場に投げました」(女子 10～12 歳)
「死体が出てくる嫌な夢を見ます」(女子 10～12 歳)
「家も、学校も、人々も、モスルのすべてが破壊される、嫌な夢を見ます」(女子 13～15 歳)
「幼い妹に食べさせるものが十分になかったとき、怖くなりました」(女子 13～15 歳)
「ここにいることが信じられないので、避難民キャンプに到着しても、安全だと思えません。そして、IS から遠く離れ
られたとも思えません」(女子 13～15 歳)
「何もかも壊され、あちこちに遺体があり、人々は血だらけで泣いていました」(女子 13～15 歳)
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「IS が僕の家の壁をよじ登り、祖父母の部屋に行って二人を連れ去りました。それからたくさんの家族を殺しまし
た」(男子 10～12 歳)
「IS は、軍隊や警察から人々を連れ去っているから、次はここに来るでしょう」(男子 10～12 歳)
「僕のいとこは、IS にたばこを勧められ、それを受け取ると、背後から拳銃で撃たれて殺されました」(男子 10～12
歳)
「僕のおじは、地面を掘っているときに頭上を飛行した戦闘機からロケット弾を落とされ、体が粉々になりました」
(男子 10～12 歳)
「モンスターのような怖い物を目の当たりにしたり、死体が道に横たわっているのを見たときショックを受けました」
(男子 13～15 歳)
「IS から逃げているときは、怖かったです。彼らは僕たちを撃ち殺そうとするからです」(男子 13-15 歳)
「地雷の爆発が怖いです」(男子 13～15 歳)
※モスルで行った本調査は、セーブ・ザ・チルドレンが実施した、6 年に及ぶ紛争がシリアの子どもたちのメンタルヘルスへ与える影
響に関する調査に続くものです。http://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=2430

■現地の写真、素材映像などのダウンロードはこちらから可能です。
https://storycentral.savethechildren.org.uk/pages/search.php?search=%21collection48388&k=c3ba17eb8c#
【セーブ・ザ・チルドレン概要】
セーブ・ザ・チルドレンは、すべての子どもにとって、生きる、育つ、守られる、参加する、「子どもの権利」が実現さ
れている世界を目指して活動する子ども支援の国際 NGO です。1919 年に英国で設立され、現在、おそよ 2 万 5
千人のスタッフが、日本を含む約 120 ヶ国で子ども支援活動を展開しています。2016 年には、5,600 万人を超える
子どもたちに支援を届けました。
【セーブ・ザ・チルドレンによるイラク事業】
セーブ・ザ・チルドレンは、1991 年にイラク事務所を開設しました。以来、イラクの子どもたちやその家族への支援
を続けています。現在、モスルにおける戦闘を逃れた子どもたちやその家族に対して、寝具や調理器具、衛生用
品などの緊急支援物資の配布や、食料・生計、水・衛生、子ども保護、教育支援などを行っています。
＜イラクの子どもたちを含む、セーブ・ザ・チルドレンによる支援活動へのご寄付の受付先＞
ゆうちょ銀行口座名： セーブ・ザ・チルドレン 子ども基金
口座番号： 00900-1-120760
クレジットカードによる寄付はこちら
http://www.savechildren.or.jp/contribute/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 広報 田代範子、太田しのぶ
TEL: 03-6859-0011 E-mail: press@savechildren.or.jp
インタビューのお申込み（英語）
E-mail: simona.sikimic@savethechildren.org TEL: +447760221890

5/5

