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特集／人間の安全保障の現在

障の重要な課題である︒いつ︑どこで︑ど

な脅威であるという意味で︑人間の安全保

いる︒感染症は人々の健康と生命への深刻

人もの命を奪っており︑危機が恒常化して

マラリア︑結核は合わせて年間に六○○万

世界三大感染症といわれるＨＩＶ／エイズ︑

症の爆発的流行が懸念されている︒他方で︑

器症候群︶や鳥インフルエンザなどの感染

近年︑世界中でＳＡＲＳ︵重症急性呼吸

○万人がサハラ以南アフリカに集中してい

の数は地域的に大きな偏りがあり︑二五八

されている︵参考文献⑬︶
︒ＨＩＶ感染者

年間に四九○万人が新たに感染したと推定

で四○三○万人がＨＩＶに感染しており︑

が犠牲になったといわれる︒同年末の時点

超えており︑二○○五年だけで三一○万人

による死亡者数は全世界で二五○○万人を

て以来︑四半世紀が経つ︒その間︑エイズ

一九八一年に初のエイズ患者が報告され

可能性を実現すること﹂とみなす︵参考文

ない中枢部分を守り︑すべての人の自由と

安全保障を﹁人間の生にとってかけがえの

た人間の安全保障委員会報告書は︑人間の

供する︒二○○三年に︑この概念を総括し

家を中心とする見方とは異なった視点を提

われる︵参考文献⑮︑ p.193
︶
︒
他方︑人間の安全保障という概念は︑国

ラ以南アフリカに約一二○○万人いるとい

児は︑全世界に約一五○○万人︑うちサハ

は︑国の将来に影を落とす︵このような孤

│ＨＩＶ／エイズのグローバル・ガバナンス

の感染症が爆発的に流行するかは予測が困

る︒また︑最近ではインドと中国における

献⑤︑一一ページ︶
︒また︑一九九四年に

健康の安全保障

難であるため︑国際社会全体にとって︑感

感染爆発が危惧されており︑日本では国内

三浦 聡

染症の予防と対策は喫緊の課題である︒

同概念を提起した国連開発計画︵ＵＮＤ

考文献③︶
︒
本稿の目的はより限定的であり︑

いては︑すでに優れた邦語研究がある︵参

に関するグローバルな取り組みの詳細につ

ＨＩＶ／エイズを論じる︒ＨＩＶ／エイズ

障への最も深刻な脅威だと認識されている

染の拡大は︑行政・国防・教育を停滞させ

たる︒たとえば︑官僚・軍人・教師への感

政治・軍事・社会・経済などの各領域にわ

されがちである︒だが︑その影響は一国の

か︒ＨＩＶ感染の防止は健康の問題とみな

ＨＩＶ／エイズとはいかなる問題だろう

と尊厳への脅威であるために︑重要な関心

すためというよりも︑まず個々の人々の生

︒
chapter︶
2 この観点からは︑ＨＩＶ／エ
イズは︑国家の存続や発展に影響をおよぼ

全 保 障 ﹂ を あ げ て い た︵ 参 考 文 献 ⑯︑

保障の構成要素の一つとして︑
﹁健康の安

Ｐ︶の﹃人間開発報告書﹄は︑人間の安全

済の発展を妨げる︒エイズにより片親ない

家財政を逼迫させ︑それらはともに国民経

境︑開発など︑さまざまな争点領域におよ

な概念であり︑その範囲は健康︑貿易︑環

人間の安全保障はまた︑きわめて包括的

ヘ ル ス ・ セ

ＨＩＶ／エイズ対策を人間の安全保障とグ

る︒若年層や壮年層の喪失は労働人口の減

事となる︒

しは両親を失った一八歳未満の児童の増加

キュリティ

ローバル・ガバナンスの観点から概観し︑

少につながり︑医療負担の増大は家計や国

●ＨＩＶ／エイズと人間の安全保
障

その課題を考察することである︒

本稿は︑感染症のなかでも人間の安全保

における流行を懸念する声がある︒

特
集
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ニティ︑企業︑財団︑研究教育機関などの

機関︑非政府組織︵ＮＧＯ︶
︑地域コミュ

ぶ︒その実現には︑政府だけでなく︑国際
る︒二○○一年には国連ＨＩＶ／エイズ特

その他の疾病の蔓延防止﹂が掲げられてい

第六番目に﹁ＨＩＶ／エイズ︑マラリア︑

以下では︑現場における感染症対策の改善

国際制度の革新や改革が必要である︒だが

る協定︶の柔軟な運用や見直しといった︑

の問題を統合して捉える﹂点にある︵参考

に個別に取り組む﹂というよりも︑
﹁種々

保障の特徴と課題は︑
﹁一つひとつの現象

が用いられる︵参考文献②︶
︒人間の安全

交換や学習の促進など︑多岐にわたる手段

ズムの活用︑ネットワークをつうじた情報

ける民主的な良い統治の実現︑市場メカニ

範の形成︑ルールの制定と施行︑国内にお

多様な利害関係者が関わり︑さらに国際規

立された︒また︑近年では経済界において

核・マラリア対策基金︵ＧＦＡＴＭ︶が設

われ︑その後二○○二年に世界エイズ・結

ミットでは︑三大感染症対策の必要性が謳

文献⑰︶
︒二○○○年のＧ８九州・沖縄サ

となっている﹂との認識が示された︵参考

であり︑
﹁開発目標の実現への深刻な障害

感染症の拡大が﹁グローバルな緊急事態﹂

するコミットメント宣言﹂において︑この

別総会が開催され︑
﹁ＨＩＶ／エイズに関

の点を踏まえて︑近年︑セクターの壁を越

それらの調整・連携が求められる︒これら

との対策が重複していれば非効率的であり︑

クターに散在している︒また︑セクターご

・ヒト・チエなどの資源は︑官産民の各セ

ＨＩＶ／エイズ対策に必要なカネ・モノ

ップとネットワークに焦点を絞って論じる︒

と革新という観点を重視し︑パートナーシ

ステイクホルダー

文献⑤︑一五ページ︒また︑参考文献①も

もＨＩＶ／エイズ対策への関心が高まり︑

グッド・ガバナンス

参照されたい︶
︒ＨＩＶ／エイズ対策にお

問題がグローバルな課題として認識される

バナンスとよばれる︒その第一歩は︑ある

組む活動や制度の総体は︑グローバル・ガ

テイクホルダーが多様な手段を用いて取り

意をもつローカルな︶問題にさまざまなス

グローバルな︵ないしはグローバルな含

れている︵参考文献⑰︶
︒これら目標を実

防・対策︑更なる資金の確保などがあげら

ンなどの研究開発の促進︑紛争・災害の予

の尊重︑女性や子供の能 力 強 化︑ワクチ

とケア・治療の実現︑感染者・患者の権利

ＨＩＶ／エイズの主 流 化︑適切な予防

ゆる政策にＨＩＶ／エイズ対策を組みこむ

会・企業・感染者や患者などの参加︑あら

題として︑政府のリーダーシップ︑市民社

ＨＩＶ／エイズのガバナンスにおける課

︶が組織されている︵企業による感
AIDS
染症対策については︑参考文献④︶
︒

る領域の一つである︵参考文献⑤︑一九九

支持が存在し︑それが盛んに試みられてい

トラル・パートナーシップに対する広範な

されている︶
︒感染症対策は︑マルチセク

として︑感染者・患者の主体的関与が重視

の解消︑持続的な解決策の構築などを目的

トナーシップでは︑能力強化︑偏見・差別

とが多い︒なお︑マルチセクトラル・パー

後者はそれに民を加えた連携を意味するこ

感染症対策において︑前者は官と産の連携︑

目されている︵これら用語は多義的だが︑

マルチセクトラル・パートナーシップが注

ック・プライベート・パートナーシップや

えた協働を通じて問題の解決を図るパブリ

●パートナーシップによるガバナ
ンス

いても︑多様な争点領域︑ステイクホルダ

Ｇ Ｂ Ｃ︵ Global Business Coalition on HIV/

ことである︒グローバルな課題としてのＨ

現するための手段は多様である︒たとえば︑

ー︑レベル︑手段を総合的にとらえる視座

ＩＶ／エイズの重要性は︑国連やＧ８など

安価な抗レトロウィルス薬の流通には︑世

ページ︑⑨︑⑮︑ chapter︑7⑰︶
︒
ＨＩＶ／エイズ対策における国内の︵あ

●グローバルな課題としてのＨＩ
Ｖ／エイズ

が不可欠である︒

の場で確認されてきた︒二○○○年の国連

界貿易機関︵ＷＴＯ︶におけるＴＲＩＰｓ

るいは国境を越えた︶パートナーシップを

エンパワーメント

メインストリーミング

ミレニアム総会において提示された﹁国連

協定︵知的所有権の貿易関連の側面に関す

オーナーシップ

ミレニアム開発目標﹂では︑八つの目標の
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ターの多様性は諸刃の剣であり︑パートナ

しい︵参考文献⑪︑ pp.12-13
︑⑤︑二六五
ページ︶
︒ＵＮＡＩＤＳや︑アジア諸国の

を共有するアクターの間にローカルなレベ

ーシップを機能させることは容易ではない︒

ドラッグ使用者をＨＩＶ感染から防ぐ取り

パートナーシップは実効性・効率性・適

イズ合同計画︵ＵＮＡＩＤＳ︶
︑おもに資

たとえば︑セクター間の相互不信︑利害や

組みを支援するアジア・ハーム・リダクシ

推進しているグローバルな組織として︑国

金面で三大感染症対策を支援するＧＦＡＴ

文化の対立︑パワーの不均衡︑特定のセク

ョン・ネットワーク︵参考文献⑫︶は︑ベ

ルからグローバルなレベルに至るまでの多

Ｍ︑ワクチンの開発をめざす国際エイズワ

ター︵とくにＮＧＯ︶の実質的な参加・関

ストプラクティスの規模拡大を実現するた

層的なネットワークを構築することが望ま

クチン推進構想︵ＩＡＶＩ︶などがあげら

与の不足などを克服しなくてはならない︒

めのグローバルないしはリージョナルな知

切性・柔軟性などの点から︑各方面からの

れる︒これら組織には︑政府だけでなく民

加えて︑国連機関や政府と企業の連携に対

識バンクを構築する試みである︒

支持と期待を集めている︒だが︑参加セク

間財団や企業なども拠出している︒また︑

しては︑説明責任の不足や企業の影響力の

つつ同対策を広範に主導・唱導する国連エ

ＵＮＡＩＤＳのプログラム調整委員会とＧ

増大を懸念・批判するＮＧＯが存在する︒

連機関によるＨＩＶ／エイズ対策を調整し

ＦＡＴＭの理事会には︑政府だけでなく感

ただし︑このような学習ネットワークに

スケールアップ

染者・患者団体を含むＮＧＯも加わってい

国政府︑ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ

ＨＩＶ／エイズ対策を実施するために︑同

国内のレベルでは︑たとえばボツワナの

とに異なる︵参考文献⑮︑ chapter︶
︒
1 ＨＩ
Ｖ／エイズ問題の動態性と多様性は︑時間

題の認識は時とともに変化し︑かつ地域ご

る情勢︵たとえば感染者の数や分布︶や問

ＨＩＶ／エイズや人間の安全保障に関す

実践することは別である︒第二に︑実践的

を作成しているが︑その知識を得ることと

ある︵参考文献⑧︑ p.113
︶
︒たとえば︑Ｕ
ＮＡＩＤＳは多くのベストプラクティス集

問題解決の実施の間のギャップ│の克服で

識 │行動ギャップ﹂
︵ know-do gap
︶│問題
に関する知識︑問題を解決するノウハウ︑

は︑いくつかの課題がある︒第一に︑
﹁知

財団︑メルク社によるアフリカ包括的ＨＩ

と空間を問わずに特定の対策を一律に適用

に︑その共有︑ましてや適用には困難が伴

知識︵ノウハウ︶は明文化しづらいがゆえ

●ネットワークによるガバナンス

Ｖ／エイズ・パートナーシップ︵ＡＣＨＡ

するのが難しいこと︑そして状況の変化や

る︵前者には国連機関︑後者には財団と企

Ｐ︶
が形成されている︵参考文献⑥︶
︒また︑

違いに応じた柔軟な対応が要求されること

業も参加している︶
︒

感染者・患者団体などの代表による会議で

二○○四年に二○カ国の政府︑国連機関︑

は︑各セクターの対策を調整する必要性や

調整機関︑③一つの監視・評価システム︶

︶原則︵各国のＨＩＶ／エイズ対策
Ones
における︑①一つの行動枠組み︑②一つの

知識マネジメント│各地での実験から得ら

い︒現場での問題解決を促進するためには︑

時間をふくむ資源の浪費につながりかねな

の対策やパートナーシップを実施するのは︑

だが︑完全な試行錯誤にもとづいて個々

ルアップを推進したい政府・国際機関・Ｎ

もしれない︵参考文献⑩︶
︒だが︑スケー

︵
﹁ローカルに再発明する﹂
︶必要があるか

地域・地方ごとの事情に応じて修正する

例を別の場所に機械的に適用するよりも︑

ティスのスケールアップにおいては︑成功

う︵参考文献⑩︶
︒第三に︑ベストプラク

すべてのステイクホルダーが参加したパー

れた教訓︵とくに優れた実践︶の﹁体系的

ＧＯなどにとっては︑特殊性を重視しすぎ

を意味する︒

トナーシップの支援などを謳い︑その仲介

な流通・共有・適用﹂│の手法を導入する

ると統一が取れずにコストがかさんで︑ス

合 意 さ れ た﹁ ス リ ー・ ワ ン ズ ﹂
︵ Three

役をＵＮＡＩＤＳに託している︵参考文献

必要がある︒そして︑そのためには︑問題

ベストプラクティ ス

③︑⑭︶
︒
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とのバランスを考慮した﹁多様性を許容す

②栗栖薫子﹁人間安全保障﹃規範﹄の形成

︵二○○五年
japan/gt/n03/040322report.pdf
一一月二日にアクセス︶
︒

ケールアップの意義が失われかねない︒あ

るほどに柔軟でありながらも標準化された

とグローバル・ガヴァナンス│規範複合

二日国際会議報告書︶ http://www.jcie.or.jp/

アプローチ﹂が有用だと主張している︒こ

化の視点から﹂
︵
﹃国際政治﹄第一四三号︑

る論者は︑解決策の一般性と状況の特殊性

れは正論だが︑その実現は容易でなかろう
二○○五年︶
︒

③河野健一郎﹁エイズ政策のグローバルト

大し︑他方で限界を克服する実験の積み重

限界を明らかにしつつ︑一方で可能性を拡

セクターやレベルを越えた連携の可能性と

を抱えている︒しかし︑まさにそれゆえに︑

トナーシップやネットワークもまた︑課題

て︑感染症対策が進展しうる︒だが︑パー

テイクホルダーの協働や情報交換をつうじ

性がある一方で︑さまざまなレベルでのス

によって即座にグローバルに拡大する危険

ち︑ローカルな感染症がヒトやモノの移動

問題と可能性を如実に示している︒すなわ

感染症をめぐる問題は︑グローバル化の

イズ治療規模拡大への課題﹂牧野久美子

⑥牧野久美子﹁ボツワナ・南アフリカ│エ

的課題﹄朝日新聞社︑二○○三年︒

⑤人間の安全保障委員会﹃安全保障の今日

︵二○○
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