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特集／エイズ政策の転換とアフリカ諸国の現状

エイズ治療規模拡大への課題
̶

どによる激しい人口移動が︑この地域でと

差が存在すること︑また都市化や出稼ぎな

は比較的豊かな国であるが︑極端な貧富の

鉱産資源に恵まれ︑アフリカ諸国のなかで

界で最も多いとされる︵表１︶
︒両国とも

ワナより低いものの︑国内の感染者数は世

目に高く︑南アフリカは︑感染率こそボツ

感染率はスワジランドに次いで世界で二番

カ地域に位置する︒ボツワナの成人ＨＩＶ

かでも最もエイズの影響が強い南部アフリ

ボツワナと南アフリカは︑アフリカのな

必要な治療を受けられるようになることを

じてきた︒このような治療格差は︑誰もが

告﹂と受け止めるしかないという状況が生

い感染者はＨＩＶ感染の事実を﹁死刑宣

る一方︑公的な医療機関に頼る多くの貧し

染者は私費でＡＲＴを受けて生きながらえ

の間︑経済的に余裕のある一部のＨＩＶ感

療機関が発達している南アフリカでは︑そ

での導入が遅れることになった︒私立の医

グラムやＡＲＴプログラムの公的セクター

ているにもかかわらず︑母子感染予防プロ

では︑もともと比較的保健インフラが整っ

無料で提供することを決めた︒この計画は︑

としては初めて︑公的セクターでＡＲＴを

の議長に就任するとともに︑アフリカの国

イズを国家非常事態と宣言し︑自らＮＡＣ

しつづけ︑二○○○年にモハエ大統領はエ

しかし︑ボツワナのＨＩＶ感染率は上昇

たることになった︒

ログラムの調整やモニタリング・評価にあ

する政府の最高諮問機関として︑様々なプ

イズ評議会﹂
︵ＮＡＣ︶がエイズ対策に関

各セクターの代表から構成される﹁国家エ

で取り組むべき国家的政策と位置づけられ︑

は保健政策の一部から︑マルチ・セクター

ボツワナ・南アフリカ

くにＨＩＶ感染が拡大してきた背景にある

求める﹁治療行動キャンペーン﹂
︵ＴＡＣ︶

﹁夜明け﹂の意︶と名付けられ︑ボツワナ

マサ・プログラム︵
﹁マサ﹂はツワナ語で

牧野久美子

としばしば指摘される︒

な政治的争点になった末︑ようやく昨年か

という社会運動を生み︑エイズ対策が大き

政府の発表によれば︑民間部門でＡＲＴを

感染拡大の背景には類似点が多いボツワ

ら公的セクターでのＡＲＴが始まった︒

受けている人々を含めると︑ボツワナ国内

面的なバックアップを得て︑他のアフリカ

る︒ボツワナ政府は︑開発パートナーの全

の道のりにおいて︑際だった相違が見られ

は︑エイズは保健政策の枠組みのなかで取

九〜九三年の﹁第一次中期計画﹂の頃まで

れたのは一九八五年のことである︒一九八

ボツワナで初めてのエイズ症例が報告さ

基本文書となっている︒これは︑公的セク

家戦略枠組み﹂がボツワナのエイズ対策の

二○○三〜○九年の﹁ＨＩＶ／ＡＩＤＳ国

﹁第二次中期計画﹂に代わって︑現在は

でＡＲＴを受けている人数は︑二○○四年

諸国に先駆けて二○○一年に公的セクター

り扱われていた︒一九九七〜二○○二年の

ターでのＡＲＴが始まった段階で採択され

●ボツワナのエイズ対策

における抗レトロウイルス薬療法︵ＡＲ

﹁第二次中期計画﹂のもとで︑エイズ対策

六月現在で約二万四○○○人である︒

Ｔ︶実施を決めた︒それに対し南アフリカ

れる抗レトロウイルス薬︵ＡＲＶ︶導入へ

染者の治療︵エイズ発症の抑制︶に用いら

おいては︑とくに母子感染予防やＨＩＶ感

ナと南アフリカであるが︑それへの対応に

特
集
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ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団がそ

つことである︒とくに︑製薬会社メルクと

画作成から実施に至るあらゆる局面で目立

の援助・研究機関や製薬企業の関与が︑計

的なのは︑国外︵とくにアメリカ合衆国︶

ボツワナ政府のエイズへの取り組みで特徴

次に見る南アフリカの場合と比較して︑

れている︒

ＨＩＶの新規感染予防であることが明記さ

た文書であるが︑最優先課題はあくまでも

病院等で行われる他の検査と同じような扱

と言う人を除外する︶へと転換するもので︑

的オプト・アウト﹂
︵検査を受けたくない

に申し出る人を検査する︶から﹁ルーチン

オプト・イン﹂
︵検査を受けたいと自発的

である︒従来のＶＣＴサービスの﹁自発的

障害となっているという認識に基づくもの

らないことが︑ＡＲＴ規模拡大への最大の

仕組みで︑感染者の多くが感染の事実を知

る場合には医師がＨＩＶ検査を促すという

ていたアパルトヘイト政権は︑白人に対し

ある︒アフリカ人の数的優位を脅威と感じ

ないかと︑不信感を抱くことになったので

どもをつくらせないための政治的策略では

多くのアフリカ人は︑これを自分たちに子

たが︑白人政権によって唱道されたとたん︑

染予防のためのコンドーム使用が強調され

階では︑他の多くの国々と同様︑ＨＩＶ感

うのも︑南アフリカのエイズ対策の初期段

フリカ独特の人種問題も絡んでいた︒とい

なく︑アパルトヘイト体制下にあった南ア

多い世帯を税制面で優遇したりして出産を

ては手厚い養育手当を支給したり子どもの

る︒しかし︑ルーチン検査の導入後︑本人

奨励し︑いっぽうでアフリカ人に対しては

スティグマを軽減する効果もあると言われ

ナーシップ﹂
︵ＡＣＨＡＰ︶は︑エイズ対

の知らない間に検査され︑陽性結果をいき

避妊を奨励したという経緯があったことを

いをすることによって︑エイズにまつわる

策の策定・実施全般にわたって大きな存在

なり知らされて心の傷を負った例も報告さ

考えれば︑このような不信感が生まれるの

﹁アフリカ包括的ＨＩＶ／ＡＩＤＳパート

感を示している︒このほか︑自発的カウン

れており︑十分な説明やカウンセリングを

も仕方のないことかもしれない︒

れぞれ五○○○万ドルずつ拠出している

セリング・検査︵ＶＣＴ︶センターの運営︑

伴わないルーチン検査への慎重論もある︒

アフリカ民族会議︵ＡＮＣ︶が政権につ

予防・啓発︑調査研究などを実施している
米国疾病管理センター︵ＣＤＣ︶や︑エイ

も︑ボツワナのエイズ対策において重要な

検査ラボを持つハーバード・エイズ研究所

ンセス・マリーナ病院内にボツワナ随一の

クターでの取り組みへと︑世界的なトレン

保健問題としての取り組みからマルチ・セ

ら治療を含めた包括的アプローチへ︑また

ボツワナのエイズ対策が︑予防・啓発か

ないまま︑エイズ啓発ミュージカルの製作

省が一九九五年に︑正規の入札手続きを経

ある︒これは︑エイズ対策を監督する保健

きたのが﹁サラフィナⅡ﹂スキャンダルで

のスキャンダルにまみれてきた︒最初に起

いた一九九四年以降も︑エイズ対策は数々

役割を果たしている︒一方︑国内ＮＧＯの

ドをなぞるような形で進展してきたのに対

を発注した事件で︑エイズ対策予算の不適

●南アフリカのエイズ対策

活動は限定的であり︑南アフリカに比べる

し︑南アフリカのエイズ対策の道のりは︑

切な使用として批判を浴びた︒一九九七年

ズ治療の拠点となっているハボロネのプリ

とその存在感は薄い︒

平坦とはほど遠いものとなっている︒

の不調を抱えてクリニックや病院を訪れた

発的にＨＩＶ検査に赴くのを待たず︑身体

ーチン化が注目される︒これは︑人々が自

二○○四年から導入されたＨＩＶ検査のル

く︑単に手が回らなかったというだけでは

そこには︑体制移行の難事をなすのに忙し

じたというタイミングの悪さに求められる︒

感染拡大が民主体制への移行と同時期に生

その一つの理由は︑南アフリカでＨＩＶ

ばかりか︑その安全性に問題があることが

ィロディンには治療薬としての効果がない

として用いる方針が閣議決定されたが︑ヴ

ィロディンという化学物質をエイズ治療薬

には︑一部の研究者の進言に基づいて︑ヴ

エイズ対策における最近の動きとしては︑

人々に︑ＨＩＶ感染の疑いありと判断され
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ボツワナ・南アフリカの HIV 感染拡大の状況
表１

37.3％

21.5％
総人口

177 万人

4,480 万人
HIV 感染者数（2003 年末）

35 万人

530 万人
19 万人

290 万人
2 万 5,000 人

23 万人

成人
（15 〜 49 歳）
HIV 感染率
（2003 年末）

うち成人女性

うち子ども（0 〜 14 歳）

南アフリカ
ボツワナ

諮問パネル﹂を設置して︑ＨＩＶとエイズ

たとえば︑ムベキ大統領は﹁大統領エイズ

議論の様相は奇妙なものとなっていった︒

エイズの原因をめぐる論争が絡んできて︑

ンデラに代わりムベキが大統領になると︑

に費用の問題であったが︑一九九九年にマ

た︒このとき理由として挙げられたのは主

ラムを実施しないという政府方針が示され

められたＡＲＶによる母子感染予防プログ

の勇み足とは対照的に︑国際的に効果を認

さらに一九九八年には︑ヴィロディンで

的文脈を重視する姿勢の現れとみることも

の脆弱性を高めるといった︑エイズの社会

の高い行動を誘発し︑人々のＨＩＶ感染へ

と重なる︒もっともこれは︑貧困がリスク

イズの原因と考える非主流派のエイズ理解

ルスではなく栄養不足や環境汚染などをエ

しており︑これはＨＩＶという特定のウイ

本原因を貧困に求める旨の発言をたびたび

れた︒また︑ムベキ大統領は︑エイズの根

キ大統領を含む政府首脳からたびたび聞か

謀なのではないか︑と示唆する発言がムベ

薬企業を南アフリカで儲けさせるための陰

ＡＣのような︑ＡＲＶを求める運動は︑製

府への圧力も高まった︒

れるようになり︑国外からの南アフリカ政

フリカ国内にとどまらず国際的にも認知さ

政府に圧力をかけた︒ＴＡＣの活動は南ア

による﹁市民的不服従運動﹂などを通じて

ＡＣは国会へのデモ行進や非暴力直接行動

も正式決定が先延ばしされたことから︑Ｔ

始するという政府発表があったが︑その後

年四月には︑ＡＲＴ実施に向けた検討を開

クターでのＡＲＴ実施を求めた︒二○○二

命令するものとなった︒

退け︑同プログラムの全国的実施を政府に

のちに判明した︒

は無関係である︵従ってＨＩＶの増殖を抑

可能かもしれない︒

派の科学者たちを招待し︑ＨＩＶがエイズ

用があるだけ危険である︶と考える非主流

批判の高まりを受けて︑ようやく二○○一

導入への消極姿勢は大きな批判を招いた︒

理由は何であれ︑ムベキ大統領のＡＲＶ

のなかでＡＲＴについて︑最初の一年間に

ケア・管理・治療実施計画﹂を作成し︑そ

省が﹁南アフリカ包括的ＨＩＶ／ＡＩＤＳ

ーでのＡＲＴ導入が閣議決定された︒保健

その結果︑二○○三年八月に公的セクタ

の原因であると考える主流派の科学者たち

年初めからパイロット・サイトで母子感染

ていき︑二○○七／○八年度には累計一○

と同席させた︒その結果︑同パネルの報告

反しているとして︑政府を相手取って訴訟

○万人以上を治療することが目標とされた︒

予防プログラムが始まったが︑政府は全国

ムベキ大統領のエイズに関する非主流派

を起こした︒ＴＡＣの主な構成員はＨＩＶ

実際に公的セクターでのＡＲＴプログラム

書は︑ＡＲＶの有害性を主張する非主流派

科学への接近は︑多くの人々を困惑させ︑

感染者・エイズ患者とその家族だが︑医療

が始まったのは︑中央政府の決定に先駆け

全国五三の保健区︵ health district
︶それぞ
れで少なくとも一カ所のサービス・ポイン

その理由について様々な憶測を呼んできた︒

従事者や法学︑経済学などの専門家も︑裁

てＡＲＴを実施していた西ケープ州を除け

規模での実施には消極的な姿勢を変えなか

背景としては︑一九九七年に制定された改

判の過程でＴＡＣの主張を支持する証言を

ば二○○四年四月以降であり︑同年九月ま

とＡＲＶ導入に向けて準備すべきという主

正薬事法をめぐって大手製薬企業の連合体

数多く行った︒二○○二年七月に確定した

でに新たに一万一○○○人以上がＡＲＴを

新規にＡＲＴを開始する人数を毎年増やし

が南アフリカ政府を提訴していた裁判の経

判決は︑費用やＡＲＶの安全面での問題を

開始したとされている︒

トを稼働させること︑そして二年目以降は

緯もあって︑この間の南アフリカ政府と多

理由として母子感染予防プログラムの限定

﹁医療を受ける権利﹂を保障した憲法に違

国籍製薬企業の関係が非常に悪いものであ

的実施を正当化しようとした政府の主張を

このように︑南アフリカのＡＲＴプログ

ったことが挙げられよう︒以下に述べるＴ

った︒そのためＴＡＣは︑政府の方針が

110 万人

流派の主張が併記される︑非常に奇妙なも

37 万人
12 万人

のとなった︒

3 万 3,000 人
エイズによる遺児（0 〜 17 歳）

裁判終結後︑ＴＡＣは引き続いて公的セ

えるＡＲＶはエイズに対して無力で︑副作

（出所）2004 Report on the Global AIDS Epidemic: 4th Global Report , Geneva: UNAIDS および World Health Report
2004 , Geneva: WHO より筆者作成。

エイズによる死者数（2003 年）
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き上げによるところが大きかった︒

患者・感染者や医療従事者らの下からの突

作りを進めてきたボツワナとは対照的に︑

て政府が決断し︑トップダウンで実施体制

ラムの実現は︑開発パートナーの支援を得

ジンバブウェ︑ザンビアなど周辺諸国から

りでは︑医師の国籍は様々だが︑看護師は

積極的に登用している︒筆者が見聞した限

いう事情もあって︑外国人医師・看護師を

方でボツワナでは︑国内に医学部がないと

拡大への大きな障害となっている︒その一

観点から見直す必要がある︒

ず︑貧困対策のあり方をエイズへの対応の

手のニーズに必ずしも合っているとはいえ

ているが︑患者・感染者とそのケアの担い

支援制度はアフリカのなかでは比較的整っ

リカとも︑社会手当や食糧配給などの公的

に時間がかかった背景には︑エイズ認識に

南アフリカでボツワナよりもＡＲＴ導入

るという構図が見てとれる︒南アフリカで

所得国へ︑中所得国から高所得国へと流れ

られるなか︑限られた人材が最貧国から中

のもと︑途上国全体でＡＲＴ規模拡大が図

来ている場合が多かった︒
﹁３×５﹂目標

及し︑エイズが﹁死に至る病﹂から﹁慢性

目的である︒一般論で言えば︑ＡＲＴが普

に述べたＨＩＶ検査のルーチン化はそれが

診者を増やす必要性が強調されている︒先

を治療へと向かわせるため︑ＨＩＶ検査受

また︑ボツワナでは︑より多くの感染者

●ＡＲＴ規模拡大への課題

関わる混乱だけではなく︑小国ボツワナと

は現在︑国内の失業率が高いこともあって

のために検査を受けたがらない人がいまだ

は異なり︑人口が多く地域格差も激しい南

に多いのも事実である︒ＨＩＶ感染を理由

アフリカで︑全国で均等にサービスを提供

このほか︑移動する患者をトラックする

とした解雇などが横行していることも︑人

病﹂へと変化すれば︑ＨＩＶ検査を受ける

ための情報システムの構築︑モニタリング

々にＨＩＶ検査受診を躊躇させる一つの要

外国人の雇用が制限されているが︑今後は

しても︑
﹁できるところだけで実施する﹂

・評価体制の確立︑設備の改善︵カウンセ

因となっている︒スティグマ対策の強化や

しなければならない難しさもあったといえ

のでは︑地域格差を固定し︑むしろ拡大す

リングやサポート・グループの活動のため

患者・感染者の権利を保護するための法体

インセンティブが高まると考えられる︒し

ることになってしまうことから︑国全体の

のスペース確保等︶も保健システム強化の

制の整備はＡＲＴ規模拡大のためにも望ま

外国人の登用を拡大することも検討されて

医療機関のキャパシティ向上がＡＲＴプロ

ための課題に含まれる︒また︑一生にわた

よう︒まずはパイロット・サイトを選定し

グラムの公正な実施には不可欠の条件とな

って服薬を続けるＡＲＴにおいては︑薬剤

かし︑エイズへの恐れや偏見は根強く︑そ

る︒ＡＲＶ価格が大幅に下がり︑ＡＲＴプ

しい︒また逆に︑ＡＲＴが普及し︑健康を

いる︒

ログラムへの多国間・二国間の支援枠組み

の安定供給も重要な課題となる︒財源の確

て﹁できるところから始める﹂のは当然と

も整ってきたなかで︑ＡＲＴ規模拡大に向

回復するＨＩＶ感染者が増えれば︑徐々に

した差別が減るといった効果が期待できる︒

保︑薬剤の調達に加え︑輸送体制にも問題
検査を受けたり薬剤を受け取ったりする

︵まきの くみこ／アジア経済研究所地

けた最大の課題は︑財政的なものよりも︑

ために定期的に病院に通わなければならな

スティグマが軽減し︑ＨＩＶ感染を理由と

ＡＲＶの扱いに慣れていない医療従事者

い患者の移動手段の確保も重要である︒治

は多い︒

のトレーニングの必要性に加え︑南アフリ

療そのものが無料であっても︑貧しい患者

保健システムの強化︑なかでも人材確保・

カ︑ボツワナとも︑人材流出︵労働条件の

にとっては交通費を出すのもままならない

育成であるといえよう︒

よいイギリスなど欧米諸国へ︑また国内で

場合が多いからである︒ボツワナ︑南アフ
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