
「希望の橋」プロジェクト
政府開発援助、民間セクター、地域ぐるみの
協力をつなぎ、HIV/エイズの啓発・予防・ケア
サービスに取り組む



メコン地域の現状
ラオス、タイ、ベトナムの東南アジア諸国の社会・

経済開発を促進するため、メコン川に第2国際メコ
ン橋を建設する取り組みが始まった。
この橋は、現在建造中で、2006 年末の完成を予

定している。橋がこの地域待望の経済成長を刺激す
るものと期待されている。このため、名称も「希望の橋」
と名付けられた。
しかし、橋とそのために同地域がアクセスしやすく

なることの影響は経済的利益の促進にとどまらないか
もしれない。メコン川下流域は現在、アジアのHIV/
エイズ流行の中心地となっている。アジア太平洋地域
で740万人と伝えられるHIV/エイズ感染者のうち
の100万人がこの地域にいるとみられるが、橋がで
きて人の往来が増えると、性感染症 (STI) や HIV/エ
イズの一層の蔓延を助長するのではないかと懸念され
る。 
このような潜在的リスクに対応して、「希望の橋」

プロジェクトが 2004 年はじめに開始された。この
プロジェクトは日本政府、日本 HIV/ エイズ信託基
金と国際家族計画連盟 (IPPF)、タイ家族計画協会
(PPAT)、およびラオス女性連合 (LWU) などの関係
者が牽引している。

プロジェクトの主なねらい
第 2国際メコン橋の第1工期から第 3工期にわ

たって工事に携わる建設労働者は膨大な数に上る。1
年だけで毎月約1200人が雇用され、さらにラオスと
タイの両端から橋の建設現場に通じる道路の建設に
毎月600人あまりが雇われる。
プロジェクトの主なねらいは、このような短期労

働者と工事現場周辺地域の住民向けにSTIとHIV/
エイズについて情報を提供することである。予防戦
略として、行動変容を促すためのコミュニケーション
(BCC)、自発的に受けるカウンセリングと抗体検査
(VCT)、および広報教育 (IEC) の 3つを中心にする。
「希望の橋」プロジェクトの地元では、STI と
HIV/ エイズの感染リスクが増しているセックスワー
カーや工事現場に近接して現出した村も対象に含めて
いる。建設会社の管理職たちに対しては、今後のプ

ロジェクトでも応用できるようなHIV/エイズ方針を
立てるのを支援した。

主な活動内容
建設労働者を相手に活動できる時間は限られてい

る。このため、メッセージをできるだけ多くの人に伝
えるために工夫をこらす必要があった。PPAT 職員が
早朝の作業開始前に集会を開き、STIとHIV/エイズ
の予防や自発的に受けるカウンセリングと抗体検査
(VCT) について知らせる。
それぞれの国の言葉で書いたパンフレット、ポス

ター、ステッカー、ピン、Tシャツを用意し、地域内
で配付した。プロジェクトの標語である「工事現場に
はヘルメット、夜になったらコンドーム」が現場周辺
に貼られたポスターにも印刷されている。
プロジェクトでは、地元のリーダー、建設会社上

級幹部および食堂の事業主に向けたアドボカシー活
動、病院、ラオス女性連合、地元マスコミなどの提
携相手からの行動変容を促すためのコミュニケーショ
ンのボランティアの養成、プロジェクトのフィールドス
タッフと建設労働者の意識を高める活動を実施する。

これまでの成果
PPATは、セックスワーカーとその客を対象にし

たコンドームの普及に力を入れてきた。ジェンダー関
連問題については、男性を巻き込むことを中心にし、
自分たち自身、そのパートナー、セックスワーカーを
STIとHIVの感染から守り、望まない妊娠をしなくて
すむようにより大きな責任を果たすよう促してきた。
2004 年、ムクダハン県の公衆衛生局 (PPHO) の

調査によると、次のことが明らかになった。
建設労働者の間のHIV/エイズの認知度は92.2％
と、地元住民の平均61.7％と比較して有意に高い。
コンドーム使用率は建設労働者の間で高く、セッ
クスワーカー相手の場合で71.1％、他の女性とは
70.7％である。
公衆衛生局では、この調査結果を「希望の橋プロ

ジェクト」の成果によるものと認め、PPATに BCC
活動を地元の学生にも拡大するよう奨励している。
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ビジョン

女性、男性、青少年すべてが必要
とする情報とサービスが受けられ、
セクシュアリティが人間の生活のな
かでごく自然の大切な側面であり、
基本的人権のひとつであることが認
められ、そして個人の選択が十分に
尊重され、汚名をきせたり差別をし
たりすることのない世界を目指す。

使命

アドボカシー ( 政策提言 )やサー
ビスを通してセクシュアル/リプロダ
クティブ・ヘルスとライツの推進運
動を実施することにより、特に貧し
い人や弱い立場にある人に重点をお
いた個人の生活の質の向上を目指し
ている。

不健康、望まない妊娠、暴力、
差別を心配することなく性生活を楽
しむ青少年すべての権利を守る。

女性が妊娠を合法的かつ安全に
停止させることを選択する権利をも
つことを支援する。

性感染症（STI ｓ）をなくし、
HIV/ エイズの蔓延と影響を減らす
努力をしていく。

活動の基盤を成す価値観

セクシュアル/リプロダクティブ・
ライツが国際的に認められた基本的
人権であり、すべての人に保障され
るべき権利であると確信している。

ジェンダーの平等の確立を目指
し、個人の、なかでも若い女性の心
身の安寧を脅かし、健康と人権の侵
害が世にはびこることにつながる差
別を撤廃するために尽力する。

多様性を尊重し、その組織運営
と事業に青少年たちやHIV/ エイズ
とともに生きる人たちの参加を得る
ことに重きをおく。

なすべき事柄を達成し、運動を
推進する核心は、ボランティア精神
であると考える。

さまざまな社会集団、政府、組織、
資金援助組織と提携した活動に専心
する。



プロジェクト成功の背景のひとつにHIV/エイズと
ともに生きる人々(PLWA) の参加がある。ある近隣
の村での集会にPLWA3人が参加して、女性や子ど
もも参加している場で自分の体験を話した。さらに
2004 年中には 290カ所ある「労働キャンプ」 ( 労働
者宿舎 ) を訪問し、そこにいる940人の労働者とそ
の家族にも体験を話した。
建設労働者190人を対象とした知識・態度・実行

に関する調査の結果、次の諸点が明らかになっている。
建設労働者の 67％は過去12 カ月にセックス
ワーカーを相手にセックスし、そのうち30％近く
(26.4％ ) はコンドームを使わなかった。
40％はコンドームを使った経験が全くない。
40％はHIV が蚊に刺されて伝染するものと信じ
ており、17％はHIV 感染者と食べ物や飲み物を
分け合うと伝染すると考えていた。

「このプロジェクトは橋の
建造だけでなく、HIV/
エイズに対する関係団体
が一体となった行動を結
びつけるものである」
PPATプロジェクトコーディネーター、
スティネー・サクルテップ
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課題と教訓
このプロジェクトのように規模が大きいと難しい問

題も多い。政治的システムの異なる2カ国で実施す
る活動を調整するのは至難の業であり、折衝と強力
な組織づくりが必要となる。
プロジェクトで実施するサービスは限られており、

その種類と質を拡充するには、さらになすべきことが
多い。
橋の建造にかかわる労働者の数は膨大である。こ

のため、現場人口の大半に活動を行き渡らせるのは困
難である。また、彼らは臨時雇いの性格が強く、出入
りも激しいため、プロジェクト・スタッフが労働者達
と緊密な関係を打ち立てたとしても、ボランティアと
して定着をはかるのは難しい。ましてや、現場の仕事
を辞めていった人たちの行動変容を観察するとなると
さらに困難である。
現在では活動が早朝と建設現場での昼休み、作

業後、宿舎に帰ってからの時間、そして週末に限られ
ているため、就業時間中にもっと多くの時間が割ける
ようにする必要がある。
現場付近でのセックス産業は表立って行われてい

るわけではないので、より多くのセックスワーカーに
活動の範囲を広げるにはさらに努力しなければならな
い。建設現場周辺に売春宿はほとんどない。その代
わり、建設が始まって以来増加した小さな食堂や酒
場が売春取引の場となっており、バーのホステス、食
堂のウエイトレスやウエイターが顧客相手に陰で売春
に従事している。彼らの感染の危険は高い。
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IPPFと日本信託基金
日本 HIV/ エイズ信託基金

(JTF) は、国際家族計画連盟
(IPPF) がアジアとアフリカの加
盟協会のHIV予防事業を支援す
るために設立したもので、その基
金は全額、日本政府が拠出してい
る。これにより、IPPFが南アジア、
東および東南アジア、大洋州で行
うHIV/エイズ予防事業の資金が
確保できたことになる。2000 年
の設置以降、同基金はこれら2
地域だけで14カ国 33プロジェ
クトに資金投入をした。
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IPPF 本部 
Regent’s College, Inner Circle,  
Regent’s Park, London  NW1 4NS, UK 

telephone +44 (0)20 7487 7900 
facsimile +44 (0)20 7487 7950 
email info@ippf.org
web www.ippf.org

国際家族計画連盟 (IPPF) は、149 カ国の加盟協会で
構成され、182カ国で活動を展開する世界的ネットワー
クである。また世界で最大の任意の非政府組織 (NGO)
として、セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスとライ
ツの提供者であり推進者でもある。
 
UK Registered Charity No. 229476

タイ家族計画協会, 
8 Vibhvadi-Rangsit 44, Vibhavadi-Rangsit Rd, 
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

telephone (662) 941-2320 
facsimile (662) 941-2338 
email info@ppat.or.th
web www.ppat.or.th

IPPFは、日本政府、東・東南アジア・
オセアニア地域事務局、タイ家族
計画協会に対し、心より謝意を表
したい。

IPPF 東・東南アジア・オセアニア地域事務局
246 Jalan Ampang 
Kuala Lumpur, 50450, Malaysia

telephone +60 (3) 425 66 122 
facsimile +60 (3) 425 66 386 
email   klro@ippfeseaor.org
web  www.ippfeseaor.org

JTF事業実施国
JTFはアジア全域で活動している。
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