
日本HIV/エイズ信託基金

無知と行動のギャップを埋める



南アジアは世界中で HIV/ エイズの感染率が最
も急速に高まっている地域のひとつである。かつて
HIV/エイズは、セックスワーカーとその客、注射によ
る薬物使用者、男性の同性愛者など、一部のエイズ
感染の危険が高い人たちに限られていたが、現在で
は一般の人たちにも明らかに拡大している。インドで
の最近の調査結果によると、HIV 陽性の女性の90％
はそれまでにセックスの相手は1人だけであったとい
う。
広報活動とサービスへのニーズが高いことを認識

した国際家族計画連盟 (IPPF) は、アジアとアフリカ
の加盟協会の総合的 HIV予防事業を支援するため、
日本 HIV/ エイズ信託基金（Japan Trust Fund、
JTF）を設置した。この信託基金は全額日本政府が
拠出する。これにより、IPPFが南アジア地域、東お
よび東南アジア・大洋州地域で行うHIV/エイズ予防
事業を実施することが可能となった。2000 年の設
置以降、同基金によりこれら2 地域だけで14カ国
33プロジェクトが実施された。
資金配分にあたっては、JTFは予防にケアと支援

を組み合わせること、感染の危険の高い集団との協
力、若者を対象とすることを3大テーマに掲げている。
JTFの支援を得たプロジェクトはそれぞれの国の

実情に合わせることを目指しており、活動範囲、内
容ともに変化に富む。この取組方法の多様性こそが、
IPPFと JTFの共同プロジェクトの成功と特定ニーズ
に対応できている秘密である。
例えばパプアニューギニアでは、就業の機会が限

られ、青少年の間では飲酒が広まり、HIV/エイズ感
染の危険も高まっているため、彼ら向けに情報とサー
ビスを提供している。一方インドでは、チェンナイと
ムンバイの映画制作の中心地に流入する人たちに的を
しぼって活動している。なかでも野心的なのは、タイ
とラオスの国境における地域社会を対象とした「ブリッ
ジ・オブ・ホープ ( 希望の橋 )」プロジェクトである。
これは第2国際メコン橋の建設現場周辺を基盤とし
た事業で、建設労働者と近隣社会の人たちの間での
HIV/エイズの感染を減らすことを目指している。この
プロジェクトでは、企業、NGO、政府の保健関係部局、
地域グループの共同事業が成功している。

南アジア地域におけるJTF活動
バングラデシュ
セックスワーカーに的をしぼる
感染の危険の高い層を対象に活動する

バングラデシュでのHIV/エイズの感染率は、今
のところ比較的低いが、今後数年後には劇的に拡大
すると思われる。特にその恐れがあるのが農村から
都市への流入人口の大半を占める青少年たちである。
貧困と読み書きができないことに失業と劣悪な生活
状況があいまって、無防備なセックスや注射器による
薬物使用など、安全ではない行動を生む。
女性の地位が低いことが女性の間での感染率の高

さにさらに拍車をかけている。また、同国の女性の
60% 以上が夫等の家族から何らかの暴力を受けてい
るという。さらに、この国には非公式に仕事をしてい
る多くのセックスワーカーがいる。

2004 年、バングラデシュ家族計画協会 (FPAB)
では、ファリドプル、ラジバリおよびチッタゴンにあ
る４カ所でセックスワーカーを対象にHIV/エイズ予
防と感染率の縮小に向けたプロジェクトを開始した。
ファリドプルとラジバリではセックス産業が発達して
いる。年間120万人に上る利用者の大半は長距離ト
ラックの運転手が占める。無作為抽出調査によると、

セックスワーカーの約半数は18 歳未満で、1人あた
り1日5人の顧客があり、客の 60％は 21歳以下で
あることがわかった。活気あふれる港町チッタゴン
では貧困が蔓延し、ここで多くの女性がセックスワー
カーとなってぎりぎりの生活を送っている。
これまでのプロジェクト実績としては、セックス

ワーカーやスラム住民の間でのピア・エデュケーショ
ン ( 仲間教育 )、研修を受けた職員を配置した拠点診
療所の開設、性感染症 (STI) の体系的な検査の導入、
プロジェクトのすべての側面での地域リーダーの参画
促進が挙げられる。

ネパール
VCTを取り入れて、HIV/エイズの意識を高める
感染の危険の高い層を対象としたアウトリーチ活動

ネパールは南アジアの中で最貧困国のひとつであ
る。公式発表によるとHIV 感染率は低いままだが、
急速に特定グループの中で集中的に流行しつつあるこ
とが明らかである。政府の施設におけるHIV/エイズ
感染自己申告者数は 2942件に留まっているものの、
他の情報源によると、2003 年 6月の時点で感染者
数は6万件あったと推定されている。
カウンセリングと抗体検査を受ける施設を利用す

る手立てがない、人に知られることを恐れたり、無知
であることなどが HIV/エイズ感染の報告数が少ない
背景にある。過去3－4 年間に、特定グループにお
ける感染率が激増した。女性のセックスワーカーの間
でのHIV 感染者は1998 年の15％から2003 年の
20％に、また薬物注射をしている人では1997年の
50％から2002年の70％まで増加した。
統計によると、現在は感染危険の高い層から一般

の人々にこの流行が広まっている。その主な理由とし
て貧困、移住、読み書きができない、無知、文化的
要因、特に女性の地位が低いこと等が挙げられる。
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国際家族計画連盟 
(IPPF)

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。



ネパール家族計画協会 (FPAN) は、HIV/エイズ
の新規感染を減らそうと、2004 年に、それまで７カ
所で実施していたセクシュアル/リプロダクティブ・ヘ
ルス事業の中に自発的に受けるカウンセリングと抗体
検査 (VCT)サービスをとり入れることに着手した。そ
の中で、注射器による薬物使用者、運送労働者や工
場労働者などの感染危険の高い人たちに特に的をし
ぼってVCTサービスを実施している。
今日まで、活動を通して多くの実績が上がってい

る。パンフレット3000 部以上の配付、VCTとHIV/
エイズの周知を図るためのテレビ・コメディ5部作の
制作、学校と輸送センターでのアウトリーチ事業、看
護師と準医療従事者の再教育、診療施設へのHIV/
エイズ検査機材の提供などがある。

東アジアと東南アジア・大洋州地域
におけるJTF活動
バヌアツ
住民にHIV/エイズの情報を伝える
地域社会での社会的汚名と差別の問題を提起する

バヌアツは大洋州諸国・地域のうち最貧国のひと
つである。政府は 2002 年にHIV 感染者第１号を認
めたが、HIV/エイズの感染拡大を引き起こす要因が
いくつもある。まず、この国の人口の 46％は 25歳
未満であるとみられること。成人の識字率は低く、ほ
とんどが農漁村部で暮らし、農漁業に依存した生活
をしていることから、経済力は弱いことなどである。
バヌアツ家庭保健協会 (VFHA) は、過去13 年間

にわたってリプロダクティブ・ヘルスの分野で活動し
てきた。現状でもSTI 感染者が多いことから、検査
を受けていない人のHIV/エイズ感染者の実数は多い
のではないかとみている。
最近は、低年齢で性行動を始める若者の数が着

実に増加している。青少年の間での安全でないセック
ス、レイプ、セックスワーク従事、都市徘徊、飲酒、
青少年の間で複数の相手とのセックスなども増えてい
る。いずれもSTI や HIV/エイズの蔓延に油を注ぐ結
果となっている。
HIV/エイズの拡大を止めようと、バヌアツ家庭保

健協会 (VFHA) は、宗教指導者と文化的指導者を対
象としたプロジェクトを開始し、STIとHIV/エイズの
予防法、ケア、社会的汚名をきせること、差別につ
いて研修を行った。このような指導的立場の人たちに

情報を提供することで、彼らが地域の人たちにSTIと
HIVの実態を理解するのを支援できるようになった。
これまでに実施した事業は、STIとHIV/ エイズ

についての指導者を養成するワークショップ、研修教
材の開発、社会的汚名をきせたり差別することに関す
る地域リーダー向けのワークショップである。

中　国
生活技能の中にHIV/エイズ予防をとり入れる
青少年に的をしぼる

中国は今まさにHIV/エイズ爆発の瀬戸際にある。
年間感染増加率は実に30％を超えていると示唆する
調査結果もある。また、その蔓延はセックスワーカー、
注射器による薬物使用者、男性同性愛者の範囲を越
えて、地域的にも、住民の層にも広がりをみせている。
即刻、この傾向を止めなければ、2010 年までに中
国のHIV/エイズ感染者は1000万人を超えることも
ありうる。
情報と知識の欠如、成人の識字率の低さ、そして

移住と貧困のすべてが増加の原因となっている。そこ
で若者人口が中国計画生育協会 (CFPA) の最優先す
る対象となっている。目標達成のために、広報教育用
の資料を作成し、研修指導者を養成し、地方の地域
社会でワークショップを実施した。
このプロジェクトの範囲は非常に広く、学校に行っ

ていない若者1万1326人、そして中等・高等教育
を受けている生徒と学生7761人を対象にHIV/エイ
ズ予防と人生設計の技能を合わせた活動を実施して
きた。
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Regent’s College, Inner Circle,  
Regent’s Park, London  NW1 4NS 
United Kingdom 

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

IPPFは、日本政府、南アジア地域
事務局、東・東南アジア・オセアニ
ア地域事務局、そしてこれらの地
域の加盟協会に対し、心より謝意
を表したい。

South Asia Regional Office 
IPPF House, 66 Sundar Nagar, New Delhi  
110003  India 

telephone +91 (11) 2435 9221 
facsimile +91 (11) 2435 9220 
email sar@ippf.org
web www.ippfsar.org

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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