


リベリアの首都モンロヴィアで訓練を受ける、リベリア赤十字社の遺体管理チーム新任者。

エボラの大流行による犠牲者の増加に伴い、リベリア赤十字社は「安全かつ尊厳のある埋

葬」を行うチームの国内活動数を増やした。（写真：©Victor Lacken/IFRC） 

              人道の実践                    
最悪の致死的な病に対し、何千人ものボランティアが、勇気と慈しみの眼差しを持って

立ち向かっている。しかし、果たしてそれだけでエボラを食い止めることができるのだろ

うか？ 
 

患者の１人、オスマン・セ

サイ（Osman Sesay、37歳）

は、自分がなぜ感染した

のかいまだに分からないし、

シエラレオネのフリータウン

にある自宅から 5 時間か

けて車で運ばれ、国際赤

十字・赤新月社連盟（以

下、連盟）が運営するケネ

マのエボラ治療センターに

着いたときのことも覚えて

いない。彼の記憶にあるの

は、赤十字のスタッフが全

員、仰々しい防護服に身

を包んで近づいてきたとき

のことだけだ。「もちろん怖

かったです。でも、センター

の人たちは私にとてもよくし

てくれました」とセサイは言

う。彼は、エボラ治療セン

ターが受け入れた 2人目の確定患者だ。 

 

センターに到着したときの彼は昏睡状態で、顔にはまるで生気がなかった。この病気の、典型的な症

状だ。エボラ出血熱が最初に大流行したギアナ、リベリア、シエラレオネの 3 カ国では、この病によっ

て、当時すでに約 2,800人の命が失われていた（本記事の日本語版アップデートの 2015年 8月時

点での総死亡者数は、11,000人を超えた）。 

 

セサイは、入院していた 2週間のうちに、11人の同病者ができたばかりの墓に葬られるのを目の当た

りにした。その一方で、彼は体力を取り戻していった。「センターの人たちは私に話しかけてくれ、薬を

処方し、食事を提供してくれました。そうすることで、回復を助けてくれました」そう話す彼の職業は、

廃品売買だ。 

 

2014年9月後半、血液検査の結果が２回とも陰性となり、セサイのエボラ出血熱の治癒が確認され

た。センターで初めての治癒例だった。彼は言う。「なぜ自分が治り、他の患者たちが治らなかったの

かはわかりませんが、自宅に帰れるようになったことはとてもうれしいです」 

 

 

その同じ日、同じ病で入院していた11歳の少女、カディアトゥ（Kadiatu）の治療が成功したと発表され

た。この少女もまた、ケネマのエボラ治療センターが最初に受け入れた患者の 1 人だ。彼女は高リス

ク区画にいたため、「幸福のシャワー」を浴びなければならなかった。つまり、塩素風呂に入ってから

通常の石鹸シャワーを浴びるのだ。まだ残っているかもしれないウイルスを、全て取り除くためだ。彼

女の汚染された衣服は処分され、代わりに新しい清潔な衣類とサンダルが渡された。 



リベリアのバンジョールでエボラ犠牲者の遺体を自宅から運び出した後、保護服を消毒

するリベリア赤十字社のボランティア。（写真：©Victor Lacken/連盟） 

２人の治癒例を見ると、「人は手当を受ければエボラから生還できる」という希望を持つことができる

が、実際にはこれまでのところ、彼らのような治癒例は極めてまれである。我々が直面している情け容

赦のないウイルスには、治療法がないのだ。 

 

そもそも、感染者が死に至る主な原因は、ウイルスに器官を攻撃されたことによって起こる体内出血

だ。頭痛、発熱、下痢、嘔吐といった初期症状はコレラやマラリア、食中毒にも見られる症状だ。しか

し、エボラ罹患者が数週間以上生き延びられることはほとんどない。多くの患者は、どこかの治療セン

ターにたどり着くことすらできない。だが、たどり着くことができれば、見慣れない白い防護具に全身を

覆われた、最も人道支援者らしからぬ姿の医療従事者に出会うことができる。 

 

ただ、生還したセサイの場合でさえも、完璧なハッピーエンドとはいえない。「センターを出ることができ

たことは、もちろん幸せです。ですが、同じくエボラにかかった妻と 3 カ月の双子の息子は亡くなりまし

た。13歳の息子 1人が残りましたが、その子の安否はわかりません」と彼は言う。 

 

 

人道の実践者たち 
この極めて残酷な疾病の流

行を前にしている現地の医

療従事者たちこそ、人道の

真の体現者であろう。彼らは、

専門用語で「個人防護具

（PPE）」と呼ばれる、宇宙服

のような奇妙な服を身に着け

ている。それはジャンプスー

ツとブーツにゴーグル、ゴム

製の手術用手袋を組み合わ

せたものだ。コミュニティ看護

師のブリマ・モモドゥ・ジュニア

（Brima Momodu Jr、28 歳）

たちは、この異様ないでたち

のおかげで、患者が生き延び

る可能性を最も高めること

ができる。保護服のおかげ

でウイルスを遮断することが

できるので、彼らの苦痛を軽減するためのことは何でもできるのだ。 

 

「ここには、とても安定した状態の患者さんたちもいます。彼らは、なんとか自力で水分を摂ったり移動

したりすることができますし、少しなら会話もできます。その一方で、とても弱った患者さんたちもいます。

彼らは、自分では何もできません。食べ物を口にするどころか、水を飲むことさえできないのです」とモ

モドゥは話す。 

 

「患者さんたちに元気をつけてもらうためには、水分や栄養を摂ってもらわなければなりません」と彼は

続ける。「排便や排尿、嘔吐で全身を汚してしまう患者さんには、少なくとも清拭はするようにしていま

す。さっぱりした状態の方が、より健やかに感じてもらえますからね。その後、着替えを持っていきま

す」 

 

 



高リスク区画での仕事の合間も、モモドゥはマスクを外し、顔を表に出して、新鮮な空気を思いきり深く

吸い込む。暑苦しい PPEを 45分間着用したため出てきた汗で、その顔は照り輝いている。「休憩のと

きには、外に座って、少しでも新鮮な空気を吸うようにしています。患者さんたちとうまく接するために

は、まず自分が健康でいなくてはならないと思うからです」と彼は言う。 

 

この疾病の急速な拡大を食い止めるには、モモドゥのような介護者が健康であることが肝要だ。だがこ

の任務は、極めてリスクが高く困難で、ストレスが大きく、気持ちを消耗させるので、健康でいるために

は、常に自分の状態を把握する必要がある。ここで話を聞いた医療従事者のほとんどは、全身をカバ

ーする PPEを着て適切な作業手順に従っているので、安心感があると話していた。 

 

 

「高リスク」区画 
とはいえ、ここでは常に死の危険と隣り合わせだ。エボラ出血熱は空気感染ではなく、感染者の体液

に直接触れることで感染する。だから医療従事者は、患者との接触の際、咳やくしゃみだけでなく、た

だ１滴の汗や嘔吐物でも、皮膚に触れないようにしなくてはいけない。自分自身の手袋にさえ、触れ

てはならないのだ。 

 

高リスク区画で働く医療従事者は、PPE にほんのわずかでも裂け目が見つかれば、直ちに治療区域

を離れてそれを脱ぎ、その間中塩素溶液のスプレーを何度も浴び続けなければならない。 

 

最も危険な感染源の１つは、彼らが毎日使う道具、つまり血液検体を採取するための針だ。検体採

血（ほとんどの場合、彼らの日常業務だ）をする際、彼らは訓練中に知った恐ろしい事実を思い出して、

動揺せざるを得ない。その事実とは、エボラ治療区域内で汚染した針が刺さった医療従事者の生存

率はゼロ、というものだ。 

 

だから、視界が制約され、一刻を争い、患者たちが思わぬ動きをしかねない環境下では、ほんの少し

動作を誤っただけでも死を招く可能性がある。全ての作業をゆっくりと、極めて慎重に行わなければな

らない。 

 

地元や国外から集まった医療従事者たちは、そのような状況下でエボラにかかり、その多くが命を落

としていった。だからこそ、彼らは常に自身の健康状態に注意を払っている。ほんのわずかな発熱や

頭痛でさえも、彼らにはとてつもない不安のもとになるのだ。 

 

 

恐怖に直面して 
エボラウイルスの拡散を阻止するための対策として最も重要なのは、遺体の取り扱いを慎重に行うこ

とだ。当然、それを担当する人々も、医療従事者と同様の危険にさらされている。「安全かつ尊厳の

ある埋葬」を行う埋葬チームの一員、ケネマ出身のエドワード・サンノー（Edward Sannoh、24歳）の仕

事は、高リスク区画で亡くなった遺体を回収し、遺体安置所へ運ぶ準備をすることだ。「この仕事では、

高リスク区画にいるときが一番緊張します。座ったり、横になったり、仲間に触れてはいけないからで

す。触れてよいのは病人だけで、それも、その必要があるときだけです。必要がなければ、何もしては

ならないのです」と彼は語る。 

 

周りで多くの人々が亡くなるのを目の当たりにして、患者たちやコミュニティは、はっきりとした恐怖心を

抱くようになった。彼らがこの病気で失ったものは、あまりにも多い。「人々は本当に怖がっています。

このエボラ症例管理センターで働いている我々のことも、彼らは警戒しているのです」とサンノーは話

す。だが彼は、くじけることはないと言う。「彼らに何と言われようと気にしません。自分は赤十字のボラ



シエラレオネのケネマにある連盟エボラ治療センターの低リスク区画で、その日の業務につ

いて話し合う医療従事者たち。高リスク区画では、疑い例、推定例、確定例ごとに区域を分

割し、スタッフは全身を PPE でくまなく覆って業務にあたらなければならない。 

（写真：©Katherine Mueller/IFRC） 

ンティアとして働いてきました。ですから、私が最優先するべき基本原則は人道です。私が彼らに関

わるのは人道のためであり、兄弟や姉妹の命を救うためなのです。それが、赤十字の第一原則なの

ですから」 

 

しかし、エボラの影響を受けている地域の一部では、この病気に対する恐怖が激しい感情を引き起こ

してしまった事例もある。医療従事者は、まさに現実の脅威にさらされている。2014 年 9 月 16 日、

ギニア南東部にあるウォメイのコミュニティでエボラ対策に従事していた政府関係者、医療従事者、

報道関係者、赤十字のスタッフを含む派遣団が、武装集団に襲撃されたのである。その結果、医療

従事者、地元公務員、報道関係者を含む 7 人が殺害され、2 人が行方不明となった。さらに、ギア

ナ赤十字社の地元支部職員 1人が重傷を負った。 

 

同じ週には再び、埋葬チームのボランティア6人が、ギニアの首都コナクリの南にあるフォレカリア市で、

地元住民の襲撃を受けた。これにより 1 人が負傷し、残りの者も付近の森に逃げ込まなければならな

かった。 

 

このような事態を受けて、連盟とギアナ赤十字は「人道支援者と医療人員を敬い保護するよう、各国

政府とコミュニティに対し」求めるとともに、「スタッフやボランティアへの襲撃や、リベリアとシエラレオ

ネにおける暴力的反対運動や不安定状態などによって、伝染病対応業務が妨げられ、必要な援助

が得られないコミュニティも出てきている」と指摘した。 

 

 

世界規模の危機 
エボラの脅威が発生した

当初から、モモドゥやサン

ノーのような人たちが、最

前線で流行拡大と戦って

きた。ギニアの奥深い農

村地方で始まったこの戦

いは、リベリアとシエラレオ

ネに拡大した。以来、この

病は急速にその勢力範囲

を広げ、間もなくナイジェリ

ア、スペイン、アメリカで患

者が発生した時点で、この

大流行が全世界の保健

衛生への脅威になりつつ

あることが、世界の指導者

たちの知るところとなっ

た。 

 

世界保健機関（WHO）に

よると、本疾病の確定患

者数は 2014年 11月 17日までに 14,386人という未曾有の数にのぼり、死亡者は 5,400人を超え

た。またアメリカ疾病予防管理センターの推定によると、今のペースで大流行が続けば、2015年1月

までに症例数が 140万まで膨れ上がる恐れがあるという。 

 

 



それにもかかわらず、いまだに対応力不足が課題とされている。というのも、ギニア、リベリア、シエラレ

オネの公衆衛生システムが長期にわたる紛争で弱体化しているため、この疾病を封じ込めるために

必要な設備やスタッフ、資材が足りないのである。 

公衆衛生上の緊急事態に対応するために準備された世界的システムに深刻な弱点があることも、エ

ボラの流行によって露呈した。公衆衛生上の緊急事態に対応する WHO の部門で、予算削減と人員

削減が行われていたことも、不利に働いた。また、国際赤十字・赤新月運動をはじめとする人道支援

団体の多くには、このひどい疾病の制圧に直ちに対応するための経験もシステムもなかった（それでも、

地元の赤十字社のボランティアたちはいち早く対応したが）。 

 

注目すべき例外は、国境なき医師団（MSF）だ。彼らには、エボラに関する経験が少なからずあった

のである。彼らも、エボラに立ち向かうために必要な人的・金銭的資源が足りなかったため、他団体

の人材を訓練・育成したのだが、これが決定的に重要だった。連盟と赤十字・赤新月諸社のボランテ

ィアやスタッフが訓練を積むにつれて、国際赤十字・赤新月運動の対応規模は急速に拡大した。 

 

今日、連盟、ICRC、およびギニア、リベリア、ナイジェリア、シエラレオネの赤十字各社による支援の下、

7,700人を超えるボランティアが訓練を受け、社会動員活動や心理的支援、安全かつ尊厳のある埋

葬、接触追跡、病人搬送、臨床症例管理などにコミュニティレベルで従事している。連盟はエボラへ

の対応準備活動を、エボラが次に広まる恐れが最も高い、西アフリカの 14 カ国に普及させた。大流

行が始まって以来、連盟は 169人を超えるスタッフを動員し、6つの緊急の呼び掛けを発表した。 

 

一方で西アフリカは、長年にわたり紛争状態にあるため、赤十字国際委員会（以下、ICRC）が介入を

続けてきた地域だ。ICRC はリベリアとギアナの代表部を通じて、技術・物資・人材面での支援をさまざ

まな形で提供してきた（ICRCのシエラレオネ事務所は2013年に閉鎖）。今回も、20名のスタッフをこ

の地域に派遣し、赤十字諸社やパートナー団体に対する支援を増強した。支援の内容は、医療から

科学的調査、土木工事、経済安全保障、給水、居住環境の整備に至るまで、実に多様な領域に及

ぶ。 

 

だがこれまでのところ、現場で多く聞かれるのは「国際対応はまだ不十分」との声だ。モンロヴィアで活

動している、リベリア赤十字社の埋葬チームの一員、フライデイ・キイー（Friday Kiyee）は次のように話

す。「私たちは喉から手が出るくらい、もっと多くの人材を求めています。現場で組織を作り、調整し、

教育する人たちがいなければ、救えるはずの人も救えないのです。ここでは、医療従事者のいない病

院が多いため、医療サービスを最も必要としている患者たちが治療を受けられないでいます」 

 

実際、地元の医療サービスは悲鳴を上げているという。治療センターが足りないのだ。ベッドや医療設

備、医療スタッフはもちろんのこと、人材育成の機会すら不十分なのである。救急車が病人を運んで

も、到着したエボラ治療ユニットがすでに満員で、患者を家に帰さざるを得ないことも少なくない。キイ

ーは言う。「そうした患者さんたちは、自宅で亡くなります。亡くなるその瞬間まで、周りの人たちは患

者さんと触れ合い続けますから、今度は彼らが病気にかかってしまうのです。このようにして、死亡率

は上がり続けているのです」 

 

 

 

触れ合うことを大切にする文化 
エボラの場合、病気になった知人の世話や、埋葬の際の遺体の世話をした人たちの、人道的な思い

やりそのものが伝染の主因だったというのだから、皮肉なことである。死者を抱きしめて先祖とのつな

がりを保つのが、シエラレオネの習慣なのだ。 

 



エボラの拡大を食い止めるため、コミュニティを訪れて住民に直接会い、ウイルスの

拡散につながりかねない考え方や慣習を変えようとしている、ギアナ赤十字社のボ

ランティア。（写真：©Moustapha Diallo/IFRC） 

どの被災国でも、交流の一部として日常的に身体接触（抱擁、握手、キス）が行われている。医療従

事者たちは彼らの命を救うために、「触れ合うのをやめよう」と呼び掛けている。連盟とギニア赤十字

社が参画しているエボラ対策国家委員会（National Commission against Ebola）は、このことを改めて

周知するテキストメッセージを、イード・アル＝アドハーの祝祭中に多くのギニア人に向けて配信した。

イード・アル＝アドハーは、イスラム教において神聖とされる期間のことである（西アフリカの多くの国々

では、タバスキとも呼ばれる）。 

 

「メッセージは、タバスキを祝うとともに、伝統的な挨拶の際に触れ合うのをやめてエボラの拡大を食

い止めよう、と呼び掛けていました」と、コナクリ出身の医学生であるアマドウ（Amadou）は言う。「やめ

なければいけないと分かってはいるのですが、イード・アル＝アドハーなのに家族と抱き合わないでい

るのは、なんだか変な感じです」 

 

今回の危機は初めから、地域の伝統的な慣習が重要な要因だった。西アフリカの人々の多くは「エボ

ラは魔力の仕業だ」と考えたし、中には呪いがかけられていると恐れる者もいた。当然、民間療法に

頼る人が多かったので、公衆衛生対応の一環として、ファラー・ジェイムズ（Fallah James）などの民間

療法士の協力も得た。彼は、シエラレオネで深刻な被害を受けている東カイラフン地方の出身だ。

「エボラが接触で感染すると知ってから、この地方の民間療法士の指導者として、私は患者の治療を

やめています。仲間の療法士たちにも、エボラに関する十分な訓練や情報が得られるまでは治療を

控えるように助言しています。いずれも、ひとえに私たちのコミュニティで感染者を増やさないためです」

とジェイムズは語る。 

 

 

「接触禁止」区域 
しかし、恐怖心と差別行動が生

じているのは西アフリカだけでは

ない。人道支援団体の多くにと

って、この危険で厳しい任務に

スタッフやボランティアを派遣

するのが非常に困難な状況が

続いている。彼らの地元の同僚

や友人、家族に不安を与えると

いうのが、理由の１つだ。しかも

連盟が派遣する人員は、少な

くとも 1 カ月間を現場で過ごし

た後、感染の兆候がないかを

調べるために 3 週間自宅待機

しなければならないから、不安

が生じるのも当然だろう。 

 

西アフリカに派遣された医療従

事者が帰国後に強制隔離され

た複数の事案を受けて、赤十字・赤新月社は、西アフリカへの医療従事者の渡航と帰国をスムーズ

にするよう、各国政府に対し公式に要請した。声明は「科学的根拠のない隔離は、医療従事者への

差別です。そうした対応をすれば、いざ有資格者が必要になったときに人材が不足することになるで

しょう」と述べた。 

 

 



シエラレオネのケネマに連盟が新設したエボラ治療センターで受け入れた、3 人目の

エボラ確定患者、カディアトゥ（11歳）。2014年 9月後半に当センターで完治を宣言

された最初期の患者の 1人だ。（写真：©Katherine Mueller/IFRC） 

ノルウェー赤十字社のアニーネ・コンゲルフ（Anine Kongelf）は、エボラとの戦いに最近加わった者の

１人だ。彼女はハイチでコレラにかかった人々の追跡調査を行った際、コミュニティと協働したことがあ

る。その経験がエボラの追跡調査に役立つのではないかと考えた彼女は、シエラレオネへの派遣に

参加することにした。「私は、あのコレラ流行への対応業務に携わったことがあります。ですが今回に

比べれば、あれはずっと小規模でした」と彼女は言う。エボラにかかり、治療を受け、埋葬された人々

の追跡調査を他団体と協力して行い、感染者がたどる全ての段階を記録するのが、シエラレオネで

の彼女の仕事だ。「ここでしかできない仕事です」 

 

到着して早々、彼女はブログにこう書き記した。「最初の週は、生と死、希望と悲嘆、痛みと喜びを行

ったり来たりするジェットコースターに乗っているようでした。ケネマのエボラ治療センターに着いて最

初にしたのは、4 人の方々の埋葬の立ち会いでした」「悲しいことですが、センターが患者さんを受け

入れれば受け入れるだけ、お墓の数も増えるのが実情です。最初の日に埋葬された人々の中には、

たった 8歳の少年もいました」 

 

他方で、危険にさらされるのは患者と直接向き合う人たちだけではない。カナダ赤十字社のボランテ

ィアであるガート・トームズ（Garth Tohms）は、最近動員された者の 1人だ。配管工として働くトームズ

は、給水と消毒処理の専門家としてケネマのエボラ治療センターを支援する上で、カナダ軍で危険

物を取り扱った経験や訓練が役立つのではないかと考えた。彼によれば、高リスク区画では、バルブ

交換などの基本的なことでさえも、骨の折れる作業になりかねないのだという。「最悪なのはゴーグル

です。すぐに曇るので、高リスク区画内で作業できる時間が短くなってしまいます。そのため、ゴーグル

の内側からレンズに曇り止め液を余分に塗っています。視界はちょっとぼやけますが、それでも、余っ

た液がレンズに付いているほうが、見えている時間が延びるのです」と彼は言う。 

 

 

「体の調子はどう？」 
トームズは、思いやりの要素を

仕事に取り入れるため、患者

の家に入るときは外から声を

かけ、できればジョークを１つ

２つ飛ばすことにしている。「そ

うすれば患者さんたちは、そ

ばに来てマスク越しに声をか

けているのが誰なのか分かる

のです。フェンスで囲われた

区域に連れてこられた上、そ

こでエイリアンのような者たち

が歩き回っていたら一体どん

な感じがするのか、私には想

像もできません」と彼は話す。 

 

ここで働いていると、病気に罹

った人たちや、極度のストレス

と不安を感じている人たちが日々見せる人間らしさにも、心を動かされるという。世界全体では、医療

従事者に暴力が振るわれたという事例もあるが、ここにいる人たちの多くはトームズたちの仕事に本当

に感謝しており、地元の人たちは親しげに笑みを浮かべ、よく「体の調子はどう？」と伝統的な挨拶を

してくれるという。 

 



 

ケネマのエボラ治療センターで 1 カ月過ごした後、最近オーストラリアのケアンズに帰国したカナダ人

のスー・エレン・コヴァク（Sue Ellen Kovack）は、この疾病の未曽有の大流行を生き延びた人たちの回

復力に感動したという。 

 

「私の働いていた病院に、ルーシーという魅力的な女性がいました。彼女は夫と子どもたち全員をこの

病気で亡くしたというのに、毎朝最高の笑顔で『おはよう、元気？ よく寝られた？ 体の調子はどう？』

と挨拶してくれるのです。病気で体がぼろぼろだろうと思い込んでいたので、驚きました。こんなに回復

力があるとは思っていませんでした。だからこそ、ルーシーのような人たちが今体験していることを思う

と、本当につらいです」 

 

 

生還者たち 
このような回復力は生還者に見られる。ギニアにおける初期の生還者、サア・サバス（Saa Sabas）が

エボラに感染したのは、病気の父の面倒を見ているときだった。彼は、ギニアのゲケドゥにある MSF が

設置したエボラ治療センターに搬送され、治療の末、回復した。しかし周りの人たちは、帰宅した彼に

「感染者」という烙印を押した。「退院許可証まで見せても、みんなは私を避けていました」と彼は語

る。 

 

サバスは今、ギニア赤十字社のボランティアとしてコミュニティを訪れ、同胞であるギニア人たちへの

啓発活動を通じて、この病の拡大を防ぎ、ありがちな恐怖心や流言を静めようとしている。「私は彼ら

の仲間であり、彼らに分かる言葉で話しかけることができます。エボラの話をするのに、これ以上の適

任者がいるでしょうか？」と彼は言う。 

 

生還者たちは、エボラに打ち勝てることを示す「生きた証拠」だ。11 歳のカディアトゥの看病をしたある

医療従事者は、彼女が退院したときのことを次のように回想する。「病気が完治し、ウイルスが拡散す

る危険性がなくなったので、彼女は外に出ました。彼女は振り向いて、センターで自分の世話をしてく

れた同病者のハジャ（Haja）に手を振ると、オレンジ色の二重フェンスの外へ歩いて行きました」「彼女

は最後にもう一度、他の患者たちに手を振ってから、センターを後にしました。そのとき誰かが『体の

調子はどう？』と彼女に声を掛けたのです」「『元気よ』と彼女は答えました。彼女が心からそう答えた

のは、数週間ぶりのことでした」 

 

 

（文：Cristina Estrada、Katherine Mueller、Malcolm Lucard。Katherine Muellerは連盟アフリカゾーン

広報部長、Cristina Estradaは連盟業務品質保証官、Malcolm Lucardは RCRCマガジンの編集者で

ある。） 



リベリア赤十字社のボランティアメンバーが、ボンジャーにある家からエボラ患者の遺体を運

び出している。彼らは過酷な環境の中で長時間働いており、その活動は早朝から夜中にまで

及ぶこともある。感染を食い止めるために最も重要な役割を担っているため、時には誤解さ

れたり敵意を向けられたりすることもある。（写真：©Victor Lacken/IFRC） 

              エボラ出血熱患者の遺体の埋葬       
赤十字のボランティアのチームは、自身の命を危険にさらしながらも、新たな犠牲者を

出さないよう毎日長時間にわたってエボラ出血熱患者の遺体の埋葬作業に従事して

いる。そのおかげで、新たな犠牲者を出さずに済んでいるのである 
 

 

エボラ出血熱（以下、エ

ボラ）の感染がリベリアで

大流行する前、フライデ

イ・キイー（Friday Kiyee）

は、首都モンロビアにあ

るレデンプション病院で

葬儀屋として働いていた。

それゆえ、遺体の扱いに

は慣れている。 

 

モンロビアで活動するリ

ベリア赤十字社で、「安

全かつ尊厳のある埋葬」

を行うチームのリーダー

を務めるキイーは、「この

国の仲間たちが死んで

いくのを見るのはつらい」

と話す。「私たちは、遺

体を運ぶために街に出

なければなりません。正

直、決して楽しいことではないので気乗りはしないのですが、もちろん行かないわけにはいきません。も

し私たちがこの活動をやめてしまったら、ウイルスは延々と拡散してしまうのですから」 

 

彼の一日はまず、遺体を回収しに行く地域のリストを確認することから始まる。モンセラード郡では６つ

の埋葬チームが活動しており、そのうちの１つである彼のチームは、日々15体前後の遺体を回収して

いるが、その数は日に日に増えている。遺体は、感染した患者の半数以上を死に至らしめるほど感染

力の強いエボラウイルスの怖さを物語っている。 

 

「（2014年）7月の後半からこの活動を続けているのですが、一日たりとも遺体を回収しなかった日は

ありません」とキイーは語る。「この現実が、私たちを突き動かしているのです」 

 

彼のチームは、赤十字と国境なき医師団、および世界保健機関が行っている研修を受けている。

「私は今、少しでも間違えたらすぐに感染してしまうくらい危険と隣り合わせの生活を送っています」。

「私たちにできる最善のことは、防護服を正しく身に着け、決められた適切な手順を守って作業にあた

ることです」 

 

全員が正しく防護服を身に着け、殺菌剤は十分量使用する、という細部にわたる規則のおかげで、い

つ感染してもおかしくない環境にいるのにもかかわらず、彼のチームは誰一人として感染していない。 

  

「私たちのチームでは、スプレーをかける担当者を２人決めています」。１人は“作業前の現場の消毒”

を担当し、他のメンバーが遺体を引き取りに来る前に現場を殺菌する。もう１人は“作業後のメンバー



の消毒”を担当し、患者の家や遺体処理現場から戻ってきた人の除菌をすることになっている。 

一方で、愛する家族の遺体が防護服を着た人に連れて行かれることを不快に思う家族もいる。混乱

したり憤慨したり、時には回収に来た人たちに対して敵意を向ける場合もある。「そうならないよう、遺

体を引き取る前に意識して行っていることがあります」と彼は話す。「遺体を引き取ることに納得しても

らえるよう、大事な人を失った家族とコミュニティに対し、私たちの活動の主旨や赤十字のマークの意

味について説明しているのです」 

 

 

「誰も私に近寄りたがらない」 
しかしながら、物事は一筋縄ではいかないのが常である。リベリア赤十字社のチームメンバーと行動を

共にしていたタイムマガジンのレポーターは、村民が集まっている場面に出くわしたとき、憤慨しながら

「なぜ、私たちが遺体を引き取りに来ているのにもかかわらず、救急車を呼んでも誰も来ないのです

か？」と尋ねた。チームメンバーの１人である 29 歳のネルソン・サヨン（Nelson Sayon）は、彼に対し、

自分たちはコミュニティから敬遠されているのだと答えた。「誰も私には近づきたがりません」とサヨンは

言う。「みんな、怖がっているのです。ですから、買い物をしたりレストランで食事をしたりするときも、私

たちはお金さえ受け取ってもらえません」 

  

シエラレオネで活動するチームも、同様の課題に直面している。「私たちがある村に遺体の回収に行

ったとき、村人たちに『あなたたちがエボラを運んできているのだから、私たちにもそのうちうつるに違い

ない』と言われたことがあります」と話すのは、シエラレオネ赤十字社の埋葬チームのメンバーである、

ジュリアス・タンバ・カマンダ（Julius Tamba Kamanda、21 歳）だ。「時に彼らは私たちに石を投げ、『こ

の村から出て行け』と言うのです」「もし、村長や他の人道支援団体の助けがなく、『コミュニティが感

染することはない』と村人に伝えることもできなければ、彼らは私たちを受け入れてはくれないでしょう」

と彼は言う。 

 

彼らが活動する上での課題は、他にもある。まず、労働時間が長いことである。彼らはだいたい朝の 8

時から真夜中まで、時にはもっと遅くまで働いている。さらに、必需品の不足という課題もある。 

 

また、遺体の運搬においても問題はある。「今はまだ、遺体をお墓まで運ぶ作業は人間の力だけでや

っています」とカマンダは言う。「それにはとても体力を使うので、ストレッチャーが必要だと要望を出し

ています。もしそれが認められれば、私たちの活動はもっと楽になるでしょう」最近も、遺体の回収場

所から 3キロ以上離れたお墓まで遺体を運ばなければならないことがあったという。「お墓に辿りつくま

でに、5 回ほど立ち止まらなければなりませんでした」と彼は話す。「このようなことをしていたら、結果

的に病気の根絶から遠ざかることになってしまいます。なぜなら、私たちが疲れて遺体を地面や石の

上に置くことによって、遺体を入れた袋がボロボロになり、ウイルスが漏れ出てしまう恐れがあるからで

す」 

 

また彼らは、深い悲しみの中にいる上、伝統的な埋葬習慣を控えるよう言われている遺族と向き合

わなければならない。シエラレオネのコミュニティでは伝統的に、メンバーの遺体は残りの者たちで埋

葬することになっている。そして埋葬時には、「先祖代々これからも血筋が続くように」との意味を込め

て遺体をハグする習慣がある。しかしながら、エボラで亡くなった遺体の場合、それが「感染力の強い

ウイルスに汚染されている遺体」であることを忘れてはならない。 

  

「ですから今では、遺体の埋葬でコミュニティに入る際には、まず長老たちと話をし、それから遺族を

呼んで、私たちの埋葬方法を見てもらっています」と話すのは、シエラレオネ赤十字社の埋葬チーム

のコーディネーター、ダニエル・ジェイムズ（Daniel James）だ。「埋葬の様子を窓から見るぶんには、

彼らに危険は及びません。家族は、私たちが敬意を払って用心深く、彼らの愛する人の遺体を扱って



いる光景を見ることができます。もし彼らが望めば、祈りもささげます。こうすることによって、家族は埋

葬に携わることができるし、私たちは自身に対する悪い噂を一掃することができるのです」 

 

「幸いなことに人々は、エボラウイルスがどのように広がり、何をすべきで何をすべきでないのかを理

解しつつあります」「また、誰かが家で亡くなったときには然るべきところに知らせる、という判断ができ

るコミュニティも増えてきています」と、ジェイムズは話す。 

 

「危険な仕事ではありますが、本当に必要なことである限り、これからもやり続けるつもりです」と語る彼

は、「全てに赤旗がたったとしても、やり続けなくてはなりません」と断言する。そして最後に、こう付け

加えた。「正しいことをしているのですから」と。 

 

 

（文：Victor Lacken、Katherine Mueller。Victor Lackenは写真家・作家、Katherine Muellerは IFRC

アフリカ地域の広報部長である。） 

 

 

 

 



高い破壊力を持つ爆発性兵器によって砲撃された市街地では、生き残るために必要な

物資を瓦礫の山から探す市民の姿が見られる。かつて繁栄した街は、電力や水、そして

衛生環境が崩壊したまま取り残され、経済は徐々にその効力を失っていく。 

このような無差別兵器で街に深刻な被害がもたらされると、避難した人々は、かつての居

住地に戻る意義を失ってしまう。そして数年に及ぶ避難生活を余儀なくされることにな

る。（写真：©Teun Anthony Voeten/ICRC） 

              交戦下の市街地                
上空から投下される迫撃砲や爆弾。打ち込まれるロケットやミサイル。最近このような

破壊力の高い殺傷兵器が、人口密度の高い都市部で使用されることが増えている 
 

ここ数十年、世界では都市

部や市街地に人口が密集

する傾向にある。そして、武

力紛争も市街地で起こるこ

とが増えている。パレスチナ

自治区のガザやイラク、イ

スラエル、リビア、シリア、ウ

クライナなど武力紛争が現

在も続く地域では、かつて

市民が買い物をしたり、車

で通勤したり、徒歩で通学

したりしていた市街地の通り

が、武力紛争の最前線と

化してしまった。 

 

もともとアパートや店舗だっ

た建物は、焼け残ってゆが

んだ鉄骨に取って代わり、

今では瓦礫やねじれた金

属が、日々の暮らしを象徴

している。 

 

近年の武力紛争における破壊の様相は悲惨だが、それ以上に、破壊によって荒廃した環境下で生

きる人々の暮らしは深刻だ。 

 

赤十字国際委員会（ICRC）の総裁ペーター・マウラー（Peter Maurer）は、10月に開かれた国連総会

で次のように発言した。「これらの爆発性の兵器は、遮るもののない開けた戦地で使用されることを想

定して作られたものであり、建物が密集した市街地向けに作られたものではありません」。 

 

また、総裁はこう付け加えた。「近年の武力紛争の痕跡を見てみると、人口密集地の軍用物を標的

にする際の攻撃の精密度やその影響が、国際人道法が求める範囲にとどまっているのか、疑問を持

たずにはいられません。」「兵器そのものの破壊力に限らず、どこでどのように使用されているのかとい

うことにも注目しなくてはなりません」。 

 

 

今日の武力紛争に共通する特徴 
主要都市における大規模な破壊は、今に始まったことではない。1937 年にスペインのゲルニカで起

きた爆撃や、第二次世界大戦中に都市の中心地を含む広い範囲で起きた爆撃が、1949 年にジュ

ネーヴ諸条約が改訂され、新たに 4 つの条約を抱えるに至るきっかけとなったのである（これらは、後

の1977年に発効された追加議定書の中で強化されることになる）。これは、一般市民の犠牲を最小

限にとどめる方法を模索し、無差別の「地域爆撃」を禁止するものであった。 

 



また、第一追加議定書の第 51 条では、「予期される具体的かつ直接的な軍事的利益と比較して巻

き添えによる文民の死傷等の付随的損害を過度に引き起こすことが予測される攻撃等」を禁止して

いる。 

 

2011年 9月、赤十字の定期刊行物”International Review of the Red Cross”において、専門家の

ジョン・ボリー（John Borrie）とマヤ・ブレーム（Maya Brehm）の２人は、「均衡性を逸する攻撃に対する

法的な禁止や、関連する『市街地や村に対する分別のない破壊行為、または軍事上の必要性を正

当化できない荒廃行為』の禁止は、交戦状態の指揮を執る者に対して適用される、法の核心である」

と述べている。 

 

他方で、地雷やクラスター弾といった他の爆発性兵器の禁止をうたった近年の条約、すなわち爆発

性のある残存物の一掃を宣言した特定通常兵器使用禁止制限条約の附属議定書を含む様々な条

約は、人口密集地で無差別に爆発性のある兵器を使用することに対して、倫理上の観点からも歯止

めをかけるものだ。 

 

先の２人の専門家は、2011 年にアフガニスタンやイラク、レバノンおよびソマリアで起きた多数の紛争

を引き合いに出して、次のような見解を述べた。「『地域爆撃』は今日違法であり、多くの国家が、クラ

スター弾の使用は受け入れられない行為だと理解しています。にもかかわらず、それ以外の爆発を

伴う兵器は、人口が密集した地域でも使用されているのです。これは、現代の武力紛争に共通する

特徴です」。 

 

ICRC は、戦闘員が一般市民の居住地や、一般市民が危険にさらされる可能性のある地域にまで入

り込んでいることを認識している。その上で、戦闘員は「交戦の手段や手法も含めて、軍事行動の一

般市民に対する影響を最小限にするよう努力しなければなりません。時にはそうした手段や手法の

変更も考慮すべきです」と訴えている。 

 

 

一般市民の死傷者数                            
今日、シリアでの武力紛争やイスラエル・ガザ間の戦闘地区やウクライナでの戦闘行為は、爆弾が一

般市民の居住地で使われると何が起こるのかを示している。 

 

ガザ地区では、数々の公共インフラや医療機関、保健関連施設、学校が深刻な被害を受けた。

2,100 人以上が命を奪われたほか、約 1 万 1,000 人が負傷、また今後家に戻れない人は推計 10

万 8,000人とみられている。 

 

給水ネットワークや電気設備が深刻な被害を受けたにもかかわらず、医療機関は限界まで任務を遂

行することになった。しかし、当の病院は爆発物や他の弾薬などによって打撃を受けているのである。 

 

「ガザ地区の破壊状況は、民用物やインフラに限られたものではありません」と、パレスチナ赤新月社

の社長ユニス・アル・ハティブ（Younis Al Khatib）は話す。「ガザ地区の一般市民の健康や暮らしにも、

重要な影響を及ぼしているのです」。 

 

一方で、ガザ地区からイスラエルの居住地区や市街地に向けて発射されたミサイルにより、マーゲ

ン・ダビド公社（Magen David Adom（MDA）：イスラエルの赤十字にあたる救護団体、赤盾ダビド公社）

のボランティアを含む５人の命が奪われ、800 人以上の一般市民が負傷、5,000〜1 万人が避難を

余儀なくされた。 

 



武力紛争が激しさを増すと、国際赤十字・赤新月運動はあらゆる基本的

なサービスの機能が保たれるよう、支援を拡充していく。写真は、ICRC と

シリア赤新月社による水と住居を担当するチームが、主要な発電施設の

復旧について、シリアの首都ダマスカスで当局と議論している様子。 

（写真：©Syrian Arab Red Crescent） 

 

この状況を受けて ICRC は、ガザ地区

およびイスラエルの双方に、一般市民

が居住する地域にまで戦闘が及ばな

いよう警告し（これは国際赤十字・赤新

月社連盟と国内の赤十字社によって

繰り返された）、国際人道法を尊重す

るよう強く求めた。ICRC の中東事業局

長であるロバート・マルディーニ（Robert 

Mardini）は、「一般市民の死傷者数と

破壊の程度は、どの地域よりも悪化し

ています」と述べている。 

 

 

危機に瀕する 

人道支援従事者 
今日の市街地における武力紛争では、

精力的に活動する人道支援従事者も、

非常に危険な状態に置かれている。彼らが負傷者を避難させたり、一般市民の居住地に必要不可

欠なサービスや物資を届けたりする際に、襲撃されることがあるのだ。実際、シリア赤新月社のスタッ

フ 38人と、パレスチナ赤十字社のスタッフ７人が、シリアの武力紛争に巻き込まれて命を落とした。こ

れは、爆発性兵器による主要なインフラへの攻撃中に、無差別にもたらされた死であった。 

 

2014 年 7 月、パレスチナ赤新月社の救急医療に従事する２人の職員が命を奪われ、3 人のスタッ

フが負傷した。どちらも勤務中の出来事であった。攻撃された救急車には赤新月の標章（エンブレム）

が掲げられていたにもかかわらずだ。また、翌月には、マーゲン・ダビド公社のボランティア１名が、彼

が居住していたキブツで、ミサイル攻撃によって死亡した。 

 

「治安が悪化するにつれて、私たち職員の安全の確保が難しくなってきています」と述べるのは、マー

ゲン・ダビド公社の実行委員長であるノアム・イフラック（Noam Yifrach）だ。「しかし緊急事態が長引い

ているので、私たちは活動地域におけるボランティアや職員の増員を行わなければならないので

す」。 

 

一方、戦闘が続くウクライナ東部で、人道状況が悪化しているルガンスクなどでは、一般市民だけで

なく人道支援従事者も、断続的な爆撃に巻き込まれ大きな犠牲を払っている。2014 年 9 月には、

ICRCの国際職員だったローレン・デュ・パスキエル（Laurent du Pasquier）が命を落とした。スイス国籍

で 38 歳の彼は、総務担当としてこれまでエジプトやハイチ、パキスタン、パプアニューギニアおよびイ

エメンに赴任したが、ウクライナ東部で砲弾に倒れた。 

 

この事態を受けて、ICRC 事業局長のドミニク・シュティルハルト（Dominik Stillhart）は翌日声明を出し、

次のように述べた。「私たちはこの痛ましい喪失に大きな衝撃を受けています。一般市民が居住する

地域への無差別爆撃は、決して許されることではありません。このような行為は国際人道法違反にあ

たります」。 
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