
ラオス 視察レポート～ワクチン接種の現場から～ 

 
2009 年の 7 月よりスタートいたしましたメディア総合研究所 MRI 語学教育センターの CSR 活動。毎月、皆さまからい

ただいた受講料の 1%を認定 NPO 法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」および Unicef を通じて、世界

の子どもたちへワクチンを届けてまいりました。 

2010 年 4 月にミャンマー、2011 年 9 月にブータンの現地視察ドナーツアーに参加し、貴重なご寄付がどのように使用

されているのか、またどのような現地スタッフが活動しているのか、視察して参りました。今年はラオス民主人民共和

国の現地視察ドナーツアーに参加する機会を頂戴し、弊社からも 1 名参加いたしました。 

言葉だけでは伝わりにくい現地の様子を、写真とともにレポートとしてお伝えいたします。メディア総合研究所の CSR

活動を通して、被支援国の経済環境、生活環境、保健行政やワクチン接種の現状をお伝えできればと思います。 

 

◆ 視察ツアー 概要 

期間：2012 年 5 月 28 日（月）～2012 年 6 月 2 日（土） 

国： ラオス民主人民共和国(Lao People's Democratic Republic) 

地域： ビエンチャン、シェンクワーン地区 

目的： UNICEF、国立 EPI Cold Store、JICA、日本大使館、 

県立病院、郡病院、UXO、地区保健センター数カ所 

(EPI: 拡大予防接種プロジエクト、 

UXO(Unexploded Ordnance): 不発弾処理博物館) 

 

 

◆ ラオスの基礎データ 

国土面積: 約 236,800 平方キロメートル（本州とほ

ぼ同じ） 

人口  約 626 万人（2010 年、ラオス統計局） 

平均寿命 60 歳 

首都  ビエンチャン（Vientiane） 

大の都市  ビェンチャン 

民族   ラオ族（全人口の約半数以上）を含む計 49

民族 

言語   ラオ語（公用語）、英語等 

宗教   仏教 

 

 

 



1 日目（5 月 28 日 月曜日、10 時） 成田→ビエンチャン 

5 月 28 日 18:35 ビエンチャン(ワッタイ空港新ターミナル)国際空港に到着 

日本からの直行便はないため、ハノイ（ベトナム）経由での入国でした。日本との時差はマイナス 2 時間です。ハノイで

約 3 時間のトランジット、ビエンチャン国際空港(ラオ語でワットタイ国際空港と言い、日本政府の無償資金協力によっ

てできたワッタイ空港新ターミナル)には、午後 6 時頃到着しました。 

ハノイからワットタイ国際空港まで、約１時間のフライトで到着しました。 

 

 
 ビエンチャンの国花、プルメリア 

 

 

 

  

市内の繁華街を走る乗り合いタクシー「トゥクトゥク」    

  

ワットタイ国際空港には、UNICEF の Dr. Ataur RAHMAN さん

(バングラデシュ国籍)と WHO の Outavong さん、通訳の

Thongvanh さんが迎えに来て、今回のツアースケジュール表

を全員に配ってくれました。 

 

19 時を回り、そのままホテルに直行。 

ビエンチャンの国際線ターミナルは日本の ODA

で建立されました。 

大の都市ビエンチャンの街(人口約 70 万人) 

凱旋門を中心に行政機関、大使館などの建物がきれ

いな街並みを造っています 



2 日目（5 月 29 日 火曜日） ビエンチャン 

8:30-9:30 UNICEF ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝオフィスにてブリーフィング 

 
Unicef ビエンチャン事務所を訪問し、Dr. Marc Vergara さん(フランス国籍)から保健医療の現状、医療行政およびこの

国が抱えている大きな問題につて説明を受けました。まず、保健医療費の 90％は UNICEF を通じて海外からのドナー

による支援で対処していますが、まだまだ医薬品、設備、人材が不足しているのが現状です。山岳地帯に点在する村

への予防検診には大変苦労しています。ワクチンの接種率は 2007 年では約 50％と低く、2010 年では約 70％と改善

してきていますが、またまだ低い水準です。原因は地形的な問題だけでなく、少数民族の風習などが、国の進める保

健教育の妨げになっていることも事実です。民族によっては「出産」の行為自体が「悪」と考えられており、出産のとき

は妊婦が村はずれの森に入り、ひとりで出産して村に戻ってきます。へその緒の処理は石などで切断することにより、

感染症などにかかり、母子とも死亡することもかなりあるとのことです。 2011 年の 5 歳未満のこどもの死亡数は 73

人/1000 人と高く、保健教育の浸透と予防接種率の向上が死亡率低下の大きな鍵となっています。反面、ポリオ(小

児マヒ)に関しては 2000 年にポリオフリーになり、一定の成果がありました。 亡くなるこどもの数を減少させる方法と

して、家庭出産(約 80％)を院内出産に切り替えを進め、その必要性を母親に教育して行かなければなりません。実際、

保健衛生の重要性を訴えるために印刷物を配布し定期健診の際には、保健師から個々に説明を行うなど、地道な活

動が継続されています。 

接種するワクチンは、BCG(結核)、OPV(ポリオ)、DPT(ジフテリア、百日せき、破傷風)、MR(麻疹、風疹、おたふくかぜ)

などです。 

そして、この国が抱えている も大きな問題。それは不発弾という「負の遺産」の処理であります。 

米軍が北ベトナムへの空爆からタイにある空軍基地へ帰る際、機体を軽くするために、ラオス上空で爆弾を投下した

とも言われています。ラオス 9 地区に 2 億 7,000 万発のボンビー（クラスター爆弾の中に含まれる小さな爆弾）が投下

され、うち約 8,000 万発(約 30％)が不発弾で、1996 年～2010 年までに処理できたのは、452,808 発でわずか 0.56％で

す。 これら不発弾の処理には、今後 100 年以上かかるだろうとのことです。 

 

UNICEF Dr. Marc さんから「ラオスの不発弾が国全体の経済、保健、文化、環境などさまざまな分野において、足か

せになっていることは否めない」と詳しい説明を受けました。 

 

◆ ラオスの予防医療の現状 

   

ラオスの国土の大半が山岳地帯で、49 の少数民族が各地におり、車、バイクでは行けない集落も多数あります。 ま

た、保健に関する知識も低く、訪問する予防検診日を事前に通知していても、農作業に出て住民が不在のことも多々

あるとのことです。ちなみに、人口密度は 26 人/km2(日本は 343 人/km2)です。 



 

◆ ラオスの予防医療に関する課題 

• 保健予算は、全体の 3～4％: 保健医療費の 90％が UNICEF などの支援 

UNICEF の資金は、殆どが寄付によるもので安定した支援金額を確保できないため、中長期の計画

が立てられない 

• 医薬品および保管施設の不足: UNICEF、JICA などが支援 

• 健康教育の難しさ 

• 電力不足: 病院などの施設には、停電時の発電機を設置しているが万全でない 

• 道路などの基礎インフラが整備されていない 

• 不発弾処理の進捗が極めて遅い 

 

 

  UNICEF 事務所前     説明を熱心に聞いています？ 

 

9:45-10:45 リハビリテーションセンター訪問 

戦争の負傷者、不発弾の被害者、交通事故負傷者、ハンセン病患者などを対象に社会復帰できるよう、職業訓練と

身体的リハビリテーションを行っています。この施設は別棟にこどもを対象とした聾唖学校も併設しており、手話の技

術を身につけるため全寮制で全国からこどもたちが集まっています。 リハビリテーションセンターでは、111 名の公務

員が指導、教育を行っていますが、やはり資金的に不足しているのが現状で、現在も NPO 法人などの支援で運営し

ています。 

 

 

   訓練施設では障害者が車いすなどを製作   脚の不自由な人のための手こぎ自転車 

 



 
 日本政府が支援して建てた体育館    聾唖学校の手話表 

 

   

赤い部分は米軍の空爆による不発弾の埋没位置 

 

 

11:00-12:00 JICA 訪問 

JICA ラオス事務所の譲尾様、吉村様からラオスの保健行政や税制など詳しく説明を聞きました。保健行政の予算の

脆弱性は UNICEF でブリーフィングしたことと同じで、この国の根深い問題点を再度認識させられました。 少数民族、

風習、地形そして不発弾の未処理などが支援に大きな影響を与えています。 国の全体予算の 3～4％が保健医療

予算で、2012 年(今年)は 9％の予算計画にしていますが、国の歳入が伸びていない状況で、この計画は単なる数字

に終わるのではないかと懸念しているとのことです。 ラオスへの支援国では、日本が1位で2位がタイです。 この国

の税制は不安定であり、所得税、法人税などを完全に徴収できていないのが、大きな問題であります。 国民の多く

は、行政サービスと税金の兼ね合いを認識しておらず、「なぜ、税金を納めるの？」といった質問が返ってくるそうで

す。 

ラオスの産業は、農業(米、モチ米)30％、鉱物(金、銅、石炭)40％、サービス(観光)30％の構成比です。 

長さ約 2m、直径約 50cm のクラスター爆弾、この中にテニスボール大の

ボンビーが約 300 個入っており、地上間際で爆発させる殺人兵器です 



 

 譲尾様、吉村様のブリーフィング    JICA ラオス事務所 

 

13:30-14:30 在ラオス日本大使館訪問 

二等書記官の冨田様と二元様から説明を受けましたが、やはり不発弾処理の問題がクリアにされなければ、何も始

まらない状態で、2020 年までには民家、農地の部分については、不発弾処理を行う計画で進めているとのことでした。 

また、昨年の３．１１の震災にビェンチャン市民が寄付金として、1 週間で 5,000 万円を日本大使館に届けたとのことで、

このニュースは残念ながら日本のメディアで取り上げたのかどうか解りませんが、今回の視察で初めて聞かされまし

た。 過去から日本がラオスに対して支援を行ってきたことが、現地の国民レベルまで浸透していることの証であり、

日本人の誇りだと思います。 日本からは政府以外の NPO、ボランティア団体、教育機関などさまざまな人たちが、小

学校の建設、ジャパンフェスティバルの開催など、各方面で支援しているとのことでした。 

 

15:00-16:00 保健省訪問 

Dr. Inlavanh (インラワン) 保健省副大臣を訪問し面談しました。 

まず、副大臣から昨年の３．１１の震災にもかかわらず、医療保健にご支援いただきましたこと深く感謝いたします、と

のお礼の言葉をいただきました。 保健行政の抱えている問題は、UNICEF の説明と同じですが、特に医療保健教育

の重要性とその徹底した指導方法に重点を置いた説明をしていただきました。 49 の少数民族、山岳地域、河川地域

に点在している国民に保健行政の定期的説明会(県副知事、副村長、女性同盟、教育機関)を行っていますが、まだ

まだ宣伝不足もあり、医療、衛生に関するポスターなどを作成し、保健センター、村長宅などに配布しているとのこと

です。 また村にスピーカーを設置して、予防検診の日は村中にアナウンスして受診を促進しているとのことです。 

 

 Dr. インラワン保健省副大臣と訪問団    保健省の外観 

 

 



16:15-17:15 中央ワクチン保冷センター訪問 

このセンターの建物、冷凍庫は JICA が支援したものです。 

EPI(拡大予防接種プロジェクト)の Cold Store(ワクチンの冷蔵庫) には、ポリオワクチンはじめ種々のワクチンが保冷

されていますが、ワクチンの種類により、2～8℃に保つワクチン、-15～-18℃に保つワクチンなど、保冷温度が異なる

ため管理面で、大変気を遣います。 このセンターのワクチンの大半がインド製で、日本製は BCG のみでした。 世界

の消費ワクチンの内、2/3 がインド製で続いて韓国製とのことです。 理由は、保健行政上予防健診で対象者全員に

接種しなければならないというワクチンの定義があり、特に貧困国では消費量が膨大なため、安価なインド製を使用

しているのが実態です。 米国、日本などでは、ワクチン生産では利益を確保することができず、生産を控えていま

す。 

 

    中央ワクチン保冷センター     コールドボックス 

 

 フリーズタグという温度管理器具   コールドボックス内の BCG ワクチン(日本製) 

 

   ポリオワクチンのアンプル(1 つで 20 人分)    インド製のワクチン 



 

3 日目（5 月 30 日 水曜日） ビエンチャン→シェンクワーン 

10:00-10:40 ワッタイ 空港からポーンサワン空港 

ビエンチャンからシェンクワーンに移動し、県庁、県立病院、郡病院などを訪問。 

同時期にシェンクワーンで RTM (Round-Table Meeting : 円卓会議)が開催され、世界から約 300 人の要人が集結して

いました。 ビエンチャンからシェンクワーンに移動するには、車での移動も可能ですが、道路が未舗装で狭く、約 8 時

間かかるため、飛行機で移動しました。 

 

 国内線の飛行機で移動    ポーンサワン空港で知事が歓迎 

 

ポーンサワン市内 

人口は、約 57,000 人のポーンサワン郡は標高が 1,300m の高地でビエンチャンより涼しく、過ごしやすい気候でした。 

 

 

 ポーンサワン市内のメインストリート    ポーンサワン市場 

 

 

13:30-14:30 シェンクワーン県庁訪問 

シェンクワーン県の Douangchit CHANGXAYVANG 副知事と面談。 

シェンクワーン県の人口は約 24 万人で、40％がモン族です。 CHANGXAYVANG 副知事はモン族で公用語のラオ語

を話しますが、多少言葉に違いがあり、通訳者も部分的に聞き取りづらいこともあるとのことです。 この地域の地形

は、山地 90％、平地 10％という環境で保健医療活動を行わなければなりません。 



山地に点在する村へのアクセスも悪く、予防接種などの医療行為にも苦戦しています。 保健省の指導の下に体制を

整えつつあるとのことです。 2011 年のワクチンの接種率の目標は 80％で、実績は 67％と目標を達成できていませ

ん。 問題はやはり予算的なことで、ワクチンの不足、ワクチンの保管設備の不足、保健スタッフの不足が揚げられま

す。 5 歳未満のこどもの死亡率は、ワクチン接種ができていないときは、1000 人あたり 55 人が死亡していましたが、

ワクチン接種が実施されてからは、1000 人あたり 21 人の死亡と半減しています。 

今後の保健行政の計画としては、以下の 2 つが揚げられます。 

① 現地スタッフの教育 

② 県内 512 の村を、保健所 53 カ所がカバーしており、1 カ所につきスタッフは 3 人を設置: 現在 1 人 

 

Dr. インラワン保健省副大臣と CHANGXAYVANG 副知事   

 

14:30-15:30 UXO(Unexploded Ordnance): 不発弾処理博物館訪問 

この国の不発弾処理は、日本では殆ど知られていません。 

前述しましたがベトナム戦争の「負の遺産」がこの国に大きな影響を与えています。 この先 100 年以上もかかり、こ

の処理を続けていかなければならないと思うと次世代を担うこども達に、この「負の遺産」を相続させてはならないと思

います。 不幸にも毎年数十人の被害者が出ていますが、不発弾処理班が毎日少しずつ、安全地域の拡大に努めて

います。 

 

 係官から不発弾処理状況を説明   回収した不発弾で造ったモニュメント 

 

この地域の不発弾処理隊は 11 班で構成されており、探査班、処理班など交代で日々活動しています。 また、住民に

は不発弾の怖さや発見したときの通報方法などを学校、集会場などにポスターを設置して周知させています。 しかし、

貧困のため不発弾の金属などを回収して、お金に換えようとする人たちも現実におり、指導を徹底させるにも時間が

かかるとのことでした。 

訪問団との Meeting の様子をビェンチャン TV の

スタッフが収録 



 

 不発弾処理隊の車、約 10 名が班を形成   爆弾の構造見本 

 

16:00-17:00 Plain of Jars: ジャール高原訪問 

アメリカ軍の空爆によるクレーターと古代文明を思わせる謎めいた石壺が 500 余り点在するなだらかな草原ですが、

不発弾処理を終えた場所と、今も未処理の場所があり、立ち入り禁止の印がなされています。 また、よく見れば石壺

にも銃弾のあとがあり、かつて 30～40 年前にはベトナム戦争当時の戦場であったという事実を痛感させられます。 

この石壺群は、いつごろ誰が造ったのか定かではなく、ガイドの人たちも解らないとのことです。 

現在、世界遺産に登録する活動を行っていますが、未処理の不発弾との兼ね合いが問題になっています。 

 

 
 大きさはさまざまで大きいものは 1.8m      石棺に使われたのか米壺、酒壺に使われたか不明 

 

 

    美しい草原に見えても不発弾が眠っています  空爆の痕、この痕は直径約 10m 

 

 



 

4 日目（5 月 31 日 木曜日） カム(Kham) 郡へ 

6:30-7:45 ポーンサワン市内からカム(Kham)郡 

早朝、ポーンサワンからカムまで、1 時間 15 分のドライブですが、市内を出ると道路の巾は細く未舗装で、4WD 車でな

ければ走行は難しいです。 

 

7:45-8:30 カム(Kham)郡立病院 

殆どが山地で 98 の村が点在しており、7,590 世帯 51,373 人が居住しており、うち 583 世帯が貧困家庭です。 

この病院は 51,373 人以外に他県の人たち 25,039 人もエリアカバーしています。 他に保健所 8 カ所を設置し、68 の

村をカバーしています。 この病院の保健設備はアジア開発銀行の支援によるもので、他にも UNICEF、海外からの

支援により運営していますが、まだまだ資金不足は否めないとのことです。 

一日の患者の内訳は、通院 60～70 人、入院 25～30 人です。 

問題点は、①医療予算が足りない、②山岳地帯のための機動力不足(オートバイなど)、③言葉の壁(少数民族ではラ

オ語は使用できない)、④保冷庫の不足、⑤保健教育、医療教育の徹底不足など、UNICEF でブリーフィングした内容

と同じでした。 

 

外国から支援者が来るとのことで、歓迎のお出迎え  Dr. PHOUNPHENGHACK さんから説明 

 

 

  病院の玄関    ハンディークーラーボックスと保冷庫 



 

 左はモンゴルから来た看護師   お母さんと生後 4 日の赤ちゃん 

 

8:45-9:00 Ban Do 保健所 

Nadou 村に行く途中 Ban Do 保健所に立ち寄りましたが、ここでも村の人たちが集まり、拍手で迎えられました。 

こういったセレモニーは、行政のトップダウンで指示されているようで、あまり自然体ではないとの印象を受けました。 

 

保健所の中には、たくさんのポスターが貼られており、保健教育の重要性を村の人たちに周知しています。 

 

 

村の人たちは人なつこく、気さくに話しかけてくれました   初、こどもは人見知りをします(どの国も似ています) 

 



9:30-11:30 Nadou 村 全国こども保健デーキャンペーンを視察 

Nadou 村の Nadou Complete Primary School (1-5 年生までの小学校)でキャンペーンが実施され、保健省副大臣と外

国からの支援者が来るとのことで、二つの村から母子だけでなく村人のほとんどが集まってくれました。 二つの村の

人口は、580 人で村長は 1 人です。 また、この小学校の生徒数は、1～5 年生と入学前の予備生を合わせ 113 人で

す。 

会場では、ビタミン A、虫下しの薬をこども達に投与し、15 歳以上の未婚の女性には子宮頸がんの予防接種も行われ

ました。 

 

Nadou 村に到着すると、会場の小学校まで村の人たちが、左右に分かれて、拍手で視察団を出迎えてくれました。 

 

 ワクチン接種を待つこども達    ワクチン接種を待つ幼児とお母さん 

 

Dr. インラワン保健省副大臣も現場で活躍 

 

 

視察団スタッフもお手伝い 

現地のナースさすがに手慣れています 



 

 Nadou 村の集落 (高床式住居)   高床式住居の床下は、織物の職場 

 

11:30-13:30 Nadou 村にて Baci の儀式 

「バーシーの儀式」とはラオス人にとって も重要な儀式です。人間の身体には 32 個の魂（クワン）が宿っていて、こ

のクワンが身体から外に出てしまうと不幸なことが起こるというのです。 クワンが体外に出るのは誕生、結婚、就職

や留学といった旅立ちなど、人生の節目の時であり、このクワンが身体の外に出ないように、そして出てしまったクワ

ンを呼び戻すために行われるのが「バーシーの儀式」であります。 

「パー・クワン」という花飾りと供え物である鶏、餅米、卵、果物などが乗せられたお盆を前に村の長老が厳かに何事

かを唱え始めました。儀式を受ける我々について神に祈り、パー・クワンを囲むように並び、パー・クワンから糸を手に

取り巻かれ、その糸の一方を長老の手元でまとめてさらに祈り(呪文の様な)が捧げられました。 そのあと、その場に

集まった家の者、親戚、村人ら数十人が我々の来訪を喜び、健康、安全、幸せなどの祈り言葉を呟きながら次々に手

首に糸を巻いてくれました。 

 

 村の長老が祈りを唱えています   視察団も糸の橋を持って祈りを聞いています 

 

アッという間に白い糸が両手首に巻かれ、「この紐は 3 日間そのままで、3 日後に全て切るように」といわれました。 

 



 

村の人たちの幸せを願う温かい想いが伝わってきました。 ことばはまったく理解できませんがその心がはっきりと伝

わってきて、本当に幸せな儀式だと感じました。 

 

 

儀式のあとは、村の広場で昼食会です。 米焼酎「ラオ・ラーオ」 (40～45 度) をすすめられ、小さなグラス(お猪口ぐ

らい)に注がれたお酒は、全て飲み干さなければなりません。 

 

滞在時間の 2 時間も過ぎ、こども達の笑顔と心温まるおもてなしをしていただいた村の人たちに見送られて、Nadou 

村をあとにしました (後ろ髪が引かれました) 。 

 

13:30-15:00 Nadou 村から Thampiew 洞窟へ 

タンピュウ村は、ベトナム戦争のとき米軍が空爆を行い、またラオス軍とこの村で地上戦が行われました。 村の人た

ちは、 後の砦としてタンピュウ洞窟に逃げ込みましたが、1968 年 11 月 24 日、米軍はその洞窟にミサイルを撃ち込

み、村人 374 人が全員死亡しました。 その後、洞窟から遺体を運び出し、米軍が空爆した結果できた地上の穴に埋

葬しました。 その頃の日本は 1964 年の東京オリンピックからの高度成長と 1970 年に開かれる大阪万博とで、戦後

の日本を象徴する時代にありました。 

 

洞窟の中からの景色はど

う見えたのだろう 

このプレートの下に数百の

遺体が眠っています 



16:30-17:30 Thampiew 洞窟から Mulberry Farm へ 

桑畑の栽培から養蚕、紡糸、染色、紡織、販売と一貫した生産基地です。 

ここは、近隣の村から女性が来て、職業の訓練と収入を得る場所として、大変よろこばれています。  

 

 数種類の桑を栽培しています      28 日間、蚕が桑の葉を食べ、それ以後営繭します 

 

繭を 80℃の熱湯に浸し、数個の繭から紡糸します  手動織機で丁寧に織っています(日本の帯) 

 

5 日目（6 月 1 日 金曜日）  

8:30-9:30 ポーンサワン 県立病院訪問 

この県立病院は 1980 年にモンゴルの協力により設立され、1983 年 

から医療活動を行っています。 

ベッド数は、当初 60 床で現在は 75 床、将来は 100 床にする予定 

とのことです。 

この病院で出産したこども全員に、予防注射、ワクチンの接種を行って 

います。 しかし、現実にワクチンの不足、およびワクチンの保管設備 

も不足しています。 以前、保管設備のメンテナンスのため、アメリカ人 

にボランティアで活動してもらったこともあるそうです。 現在のスタッフは、 

ドクター29 人、ナース 54 人、事務関係 13 人、合計 96 人で運営しており、 

日本人ナース 1 人も JICA の ODA として、活躍しているとのことです。  

別棟に母子保健センターが建設されており、一般診療とは別に母子の保健医療を行い、また保健教育などを推進す

るためポスターや資料を作成しています。 



 

 県立病院側からのブリーフィング    病院内のワクチン保冷庫 

 

 県立病院スタッフと視察団    母子保健センターで説明を受けます 

11:00～11:40 ポーンサワンからビェンチャンへ 

すべての訪問先プログラムを終了して、一路ビェンチャンに戻ります。 

タートルアン(That Luang)はラオス仏教の 高峰寺院で、ラオスの象徴です。 このときの気温は 38℃で暑いです。 

 

  タートルアンの前     タートルアンの中 

タートルアンの前にはセーターティ ラート王の像があります。1560 年にラーンサーン王国の首都をルアンパバンから 

ビェンチャンに移した人物です。 

ランサン通り(Lane Xang Ave.)にあるパトゥーサイ(Patousay)はパリの凱旋門を模して作られました。 1960 年に戦没

者の慰霊碑として建立され、高さは 49m あり、 上階(約 200 段の階段)まで上れます。 北側はきれいな公園（パト

ゥーサイ公園）となっています。 その前には、2004 年 10 月に中国の援助で、真新しい池も完成しています。 



 

パトゥーサイ Patousay(凱旋門)の前 下から見上げた天井にはラオスの典型的なモチーフ、

神々や３頭の像などのレリーフがあります 

 

18:00 ビェンチャン(ワットタイ)国際空港チェック 

20:05 ビェンチャン(ワットタイ)国際空港からハノイヘ 

 

WHO の Outavong さんが空港まで見送ってくれました  ハノイ空港の待合室でツアーの思い出話 

6 日目（6 月 2 日 土曜日）00:05 ハノイ国際空港から成田ヘ 

6 日目（6 月 2 日 土曜日、7:05） 成田空港着 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

視察ツアーを終えて―― 

6 日間の視察ツアーで感じたことは、この国がベトナム戦争という歴史を、現在もこれからも背負い続けなければなら

ないということです。 今もその犠牲者が出ている事実を日本のメディアはどれだけ取り上げただろうか。 ツアーに行

く前のラオスの情報とはまったく異なり、また初めて知らされることが殆どでした。 不発弾という「負の遺産」を 100 年

以上もかけて、処理しなければならないという事実。 日本でも戦後、建設現場から不発弾が発見されることもあり、

今も完全になくなったとは言えません。 近では、2007～2009 年に東京、福岡、埼玉で不発弾が見つかっており、

今なお全国で約 2,600 トンの不発弾が眠っていると推定されています。 完全に除去するには、やはり今世紀中は無

理であると言われています。 

ラオスの医療保健、保健教育、ワクチンの保管方法および接種手段などは、国の考え方や環境により大きな差があ

ります。 保健現場は、少数民族への対応、山岳地帯に点在する村落への定期検診の対応、保健教育の徹底など、



民族構成と地形の特異性のため、大変な苦労をしています。 特に道路のインフラ整備は、医療だけでなく、この国の

経済発展にも大きな影響を与えています。 ラオスの人々は人間的にも非常に穏和で他人と衝突することを好まず、

「No」とはっきり言わないため、あまりビジネスに向いた国民性ではない気がします。 親日家も多く、礼儀正しい国民

です。 経済的には隣国のベトナム、タイなどアジアのめざましい発展から、少し距離をおかれていますが、 近では

中国の進出がめざましく、無償資金援助による文化会館や競技場の建設と引き換えに、新都市事業としてビェンチャ

ン近郊に広大な土地を購入しており、ホテルやマンションの建設が急ピッチで進められています。 いずれ多くの中国

人が居住するともいわれています。 かつて日本が 大の支援国でしたが、今や中国の支援が大きな影響を与えて

おります。 ブルドーザーの様な勢いでラオス経済が、中国の力により動かされていくことは、一部では豊かになる反

面、美しい自然と農業を基盤にした伝統的な生活文化が壊されていかないか、文化と経済の両輪をバランスよく進め

るという難しい舵取りがラオス政府に迫られています。 このように政策面においても控えめな性格が顔を覗かせてい

ます。 戦争による「負の遺産」を一日も早く解決できるよう、我々日本人も協力・支援していくと共にアジアの一員とし

て、この純粋な国民性に敬意をはらいます。 

 

 

  ワクチン接種に来た親子 

 

  クラスター爆弾の不発弾ポスターは 

空港や病院、学校などの施設、至る所に 

  貼られています 

 

 日本では絶滅危惧の「松茸」は今が旬     

この国のモチ米は、本当においしい！！ 

平成 24 年 7 月 3 日(火) 

株式会社 メディア総合研究所 

城森 敏明 

こども達の笑顔は宝です 


