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べての国民に安価で適切な保健医療サービスを

提供しようというのは野心的な試みであり，グ

ローバルヘルスに関するわれわれの理解を転換

する必要がある．時間的，資源的制約がある中で，

グローバルヘルスは豊かな国から貧しい国への

単なる資源の譲渡とみなすことはできない．グ

ローバルヘルスは，直接的または間接的に健康

に影響する，国境を越える課題として定義され

るが，今こそ真のパートナーシップ，経験と知

識の集約，そして先進国と発展途上国間での双

方向の交流が必要である．これらは国民皆保健

達成に向けて順調に進歩していくために特に重

要な要因である．国民皆保健を達成するために，

国々協働で迅速に最善の方法を確立していくこ

とをフレンクは「共同学習のプロセス」6 と呼ん

序論
ミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限が 5

年を切り，また世界的な高齢化や非感染症疾患

の蔓延などポスト MDGs のさまざまな課題も山

積している中で，国際社会は新たなグローバル

ヘルス戦略を必要としている．現在のグローバ

ルヘルスの取組みを維持，拡大していくための

重要な方法として，WHOも『世界保健報告（World 

Health Report）2010 年度版』で主要アジェン

ダとして取り上げている 2-4 とおり，国民皆保健

（すべての国民による保健医療サービスへのアク

セスを保障する）を目指す動きが近年急速に注

目を集めている．

しかし，コプラン（Koplan）ら 5，そしてフレ

ンク（Frenk）6 が近年指摘しているように，す
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間の効果的な連携が必要である．しかし，これ

までの日本のグローバルヘルスのアプローチに，

こうした要素は欠けていた．

急速に進む高齢化，膨れ上がる財政赤字，低

い経済成長率，そして今年発生した震災 12 など，

国内における新たな課題が山積する中，日本は

今グローバルヘルスに対するコミットメントと

戦略を再定義する時期にある． 国際社会の一員

として，日本は保健医療について持ち合わせて

いる多大な知識と専門性を共有するという責任

を果たせるのだろうか．

本稿の目的は，日本が如何にグローバルヘル

ス分野においてさらなる効果的な貢献ができる

のかを示すことである．21 世紀の今日，グロー

バルヘルスの課題に取組むためには，環境汚染

や食品の安全問題など，保健医療を超えた多く

の課題にも注意を払う必要があることはわれわ

れも認識している．しかしそれらの課題につい

ての日本の取組みは，国民皆保険に焦点を当て

ている本特集の枠を越えるものである．そこで

本稿では，特に日本が国内の保健医療サービス

提供についてこれまで培ってきた専門性を，ど

のようにグローバルヘルス分野に移転し，活用

していくかについて議論する．まず，これまで

の日本の保健外交を展望し，グローバルヘルス

における日本の中核となる資質とその限界につ

いて考察する．そして，地域及び世界に対する

日本のグローバルヘルスにおける新たなビジョ

ンを提示すると共に，日本がどのようにしてグ

ローバルヘルスに対するコミットメントと影響

力を強化できるのか，鍵となる提言を行い本稿

を締めくくる．

日本のグローバルヘルスの枠組み
保健外交の起源

第二次世界大戦後，日本は新たな外交政策の

方向性を模索しなければならなかった 16．戦後

の平和憲法による制限から軍事力を維持するこ

とができない中，日本政府は「国際社会の平和

と発展に貢献する」ことを決めた 17, 18．この外

でいるが，これはこの『ランセット』特集が日

本というレンズを通して目指そうとしている重

要な取組みである．

世界，地域における人々の健康改善のため，

日本は平均余命が世界最長の健康で豊かな国と

して 7 国内で培われた保健医療サービス提供の技

術的な専門性と経験を国際社会と共有できるユ

ニークな立場にある．日本国内での成果は必ず

しも戦略的で，科学的根拠（エビデンス）に基

づく政策立案に帰するものではないが，過去 50

年間にわたり国民皆保険，長期ケア 8-10，そして

世界でも最高レベルの妊産婦，新生児，子ども

の健康を保持している日本の経験から学ぶこと

は多い 11．しかし，その教訓を国際社会に伝達

するためには，十分な資金，きちんとした評価

制度，グローバルヘルス分野における人材の育

成，そして日本国内で蓄積されてきた保健医療

に関する知識と経験の門番役ともいえる国内の

保健医療専門家とグローバルヘルス関係者との

主要論点
・日本国民は，国内及び外交政策における重要な優先

課題として，保健医療分野を挙げている．
・国民が考える外交政策の優先課題と，日本の対外援

助の実情には隔たりがある．国民の 70％以上は保健
医療を日本の対外援助の最も重要な課題としている
が，日本の保健医療分野に対する政府開発援助は全
体の僅か 2％である．

・この隔たりが存在する要因として，政府の顕著な縦
割り構造，弱い市民社会，そして透明性と評価の欠
如が挙げられる．

・世界でも最高レベルの国民の健康水準と国民皆保険
を達成した日本の専門的知見は，グローバルヘルス
への取組みにおいて十分活かされていない．

・日本国内の保健医療分野における幅広い知見をグ
ローバルヘルス分野においても効果的に共有し活用
するためには，ハイレベルなグローバルヘルス委員
会の政府内への設置，グローバルヘルスに対するさ
らなる資金的支援の増加，民間セクターにおける革
新的イニシアティブの推進，研究能力の向上，そし
てグローバルヘルス政策人材の育成が必要である．

・日本は，アジア諸国との歴史的，地理的，経済的背
景を共有していることを踏まえ，アジアにおける国
民皆保険とミレニアム開発目標の達成を支援すべく，
日本はアジアに対してさらに積極的に関与していく
べきである．
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てからは，日本は開発援助をアジア近隣諸国と

の関係強化と世界における影響力拡大のために

使い始めた．今日，中国が行っているのとまさ

に同様である 20，22．この努力は，1980 年代と

1990 年代に ODA が大幅に拡大されたことに現

れており，1991 年から 2000 年の間，日本は世

界最大の ODA 給与国（ドナー国）となった 20．

長年の間，日本の ODA は平和構築と地政学的

活動にあてられた 21．しかし，1998 年，持続可

能な「経済成長と人間開発のためには，政治的

安定だけでなく，他の有益な社会的要因も必要

である」23 と気づいたことから，日本政府は人

間の安全保障を外交政策の礎石とした．これに

より，日本の ODA の枠組みも，他の人道的課題

に拡大されることとなった．そして，欠乏から

の自由という人間の安全保障を構成する基本的

要因の１つとして，保健医療が日本の開発援助

にとってなくてはならないものとして認識され

るようになった 24．

グローバルヘルスにおけるプレーヤー
第二次世界大戦による荒廃から 10 年も経たな

い 1954 年，日本はアジアにおける発展途上国

を支援するための国際イニシアティブであるコ

ロンボ・プランに参加し，ODA ドナーとなった．

当時，日本はまだ脆弱で，経済も立ち直ってお

らず，日本社会は再建のため休む間もなく努力

している時期であった．しかしながら，国内の

開発に関心が集まる中においても，日本政府は

主にユニセフや世界銀行などの主要な国際機関

と連携しながら，グローバルヘルスにおける日

本のアジェンダを実現し，有力なプレーヤーと

して頭角を現し始めた．

日本の二国間開発支援機関である国際協力機

関（JICA）は， グローバル化に伴う課題への対

応，公平な成長と貧困削減，ガバナンスの改善，

人間の安全保障の実現を目指し，1974 年に設立

された 25．2008 年の JICA と国際協力銀行との

統合により，新 JICA は有償資金協力（円借款）

を実施できるようになり，世銀に次ぐ世界で 2

交政策の転換は，人道的な立場に発するだけ

ではなく，相互依存する世界で，日本の安全保

障と繁栄は発展途上国の発展，安定と必然的に

結びついているという理解に基づくものであっ

た 19．以来，日本は政府開発援助（ODA）を通

じて平時の発展を目指し，ODA はこれまで日本

のさまざまな国益のために使われてきた 20．

日本が経済発展を遂げる 1950 年代から 1960

年代にかけては，日本の ODA は日本製品の購入

が条件とされていたため，ODA は発展途上国支

援のみならず日本の輸出市場拡大を促進した 21．

しかし，1970 年代後半から 1990 年代に入っ

検索方法と選択基準
グローバルヘルスに対する日本のコミットメントの性質と範囲を明らかに

するため，個別ではあるが相互に関連する 3 つの調査方法を用いた．まず第 1
に，グローバルヘルスの主要な側面，グローバルヘルスに対する日本の政策及
び国民の支持レベルを特定するため，文献を体系的に調査した．検索に用いた
用語は次を含む．”Japan， Nippon， Nihon”， “assistan*”， don*， aid”， “health*， 
water， sanitation， hygien*”， “education”， “view*; opinion”， “competen*， 
limitation*， advantage*， disadvantage*， strength， weakness”， “definition*” ．
調査には英語と日本語両方のキーワードを用い，日本の保健開発援助に関する
介入的性質及び観察的性質についての比較調査も調査対象とした．開発援助全
体，他国の援助，またはその両方についての出版物は排除した．なお，用いら
れた調査方法は以下を含む．Medline，Cochrane Library，Embase，POPLINE，
African Health Line，LILACS を含むデータベースの検索．日本政府各省庁，経
済協力開発機構（OECD），国連，その他の国際組織，国際協力機構（JICA）の
ような二国間機関のウェブサイトの調査，調査中に見つかった他のウェブサイ
トの調査，上記の方法で特定された研究報告にある参考文献一覧からのさらな
る参考文献の特定，主要な報告書の著者への連絡により上記の方法で見落とさ
れた研究についての情報収集，各分野における著名な専門家や推薦された専門
家への問い合わせ．本調査のために特定した出版物は，ヤノ，森が厳格に評価
した．共著者間で意見の相違が合った点については話し合いにより解決した．

第 2 に，日本の開発援助について次の機関のデータより記述的分析を行った．
外務省，厚生労働省，財務省，文部科学省，国際協力機構（JICA），経済団体
連合会（経団連），人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティブ，沖縄
感染症対策イニシアティブに関する外務省／ NGO 懇談会，その他の機関．国
際的に比較可能な保健医療分野に対する開発援助の枠組みの中で，データの
質，一貫性，比較可能性について厳密な評価と審査を行った．また傾向を分析
し，国，またはセクター間の比較を行なうため，保健指標評価研究所（Institute 
for Health Metrics and Evaluation）や OECD 開発援助委員会（DAC）より公表
されているデータも使用した．

最後に，日本のグローバルヘルス政策に対する国民の意識について，政府開
発援助全般に関する新たな国内世論調査の結果も本調査を補足している．この
世論調査は 2010 年 6 月 17 日から 27 日に内閣府によって行われた．国内の代
表的な標本となるよう，最新の国勢調査を用い，二段層別無作為抽出によって
分析をした．面談によるインタビューは世論調査の経験を有するリサーチ会社
によって行われた．調査は日本のグローバルヘルスに対する国民の見方につい
てのモジュールを含む（ウェブ上の補遺を参照）．

OECD のデータについては，
http://www.oecd.org

ウェブ上の補遺を参照
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番目の規模の対外援助機関となった．それまで

JICA の支援手法は技術協力と無償資金協力のみ

で，日本が取り組む開発援助事業の規模と範囲

は大幅に制限されていたのだ．

グローバルヘルスの展望は急速に変化してい

るにも関わらず，日本政府主導で ODA 中心の開

発援助の枠組みは今日も変わっていない．1980

年代からグローバルヘルスに貢献する非政府団

体（NGO）の数は増えているものの，日本の市

民社会の規模は依然小さく分散的であり，また

歴史的に寄付も集まらず，寄付に対する税額控

除制度もないことから，今も政府の資金に依存

している 26．また，グローバルヘルスの分野では，

学術機関や独立系シンクタンクの貢献も僅かで

ある．さらに，日本では全国の医学部に 80 以上

の公衆衛生学教室と公衆衛生専門大学院が 3 つ

あるが，グローバルヘルスの研究や教育に積極

的に取組んでいるのはそのうちの一握りでしか

ない．企業においても，日本企業はテクノロジー

と技術的専門性があり，重要な貢献ができるユ

ニークな立場にあるにも関わらず， 少数の例外を

除いてグローバルヘルスへの取組みにはほとん

ど関与していない．このような関与の欠如の根

底には日本国民の間でグローバルヘルスに関す

る課題が周知されていないことがあり，少なく

ともその理由の１つとしてメディアがこの問題

を十分に取り上げていないことがあげられる．

援助の基本指針
日本の対外援助政策は，援助は発展途上国と

のパートナーシップの一部だという見方に広く

基づいている 20．そして，日本の援助アプロー

チは自助努力とオーナーシップという理念から，

援助受入国からの要請に重点が置かれている 27．

このため，日本の保健医療分野における ODA

は能力強化と持続可能性に焦点を当てたものと

なっているが，これは主要ドナーの中では珍し

い 17．また，日本は自助努力を重視するため，ヨー

ロッパの援助国の間で一般的な手法となってい

る受入国の保健セクター全般に対する不特定予
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向があるが，これが時には受入国の他の保健ニー

ズにとって障害となることもあるからである 30．

これらを鑑みると，受入国の要請を考慮しよう

とする日本の意思にも利点がある．しかし，日

本のアプローチを効果的にするためには，受入

国からの要請を検討する際，きちんとしたモニ

タリングと評価に加え，受入国の保健ニーズの

客観的な評価が不可欠である．

しかし，多くの官僚は外部による独立した審

査に抵抗感を示すことから，これまで，日本の

ODA の効果についての分析は限られてきた 31-33．

実際に，日本の保健医療分野における開発援助

について ODA 諮問委員会が審査を行ったのは

2008 年が初めてであった．日本の援助のよい点

として，フォローアップ活動の念入りさ，一貫性，

そして計画の緻密さが挙げられた一方で，弱い

点としては意思決定の遅さ，硬直した財務計画，

現場レベルでの柔軟性の欠如，二国間援助と多

国間援助との連携不足が指摘された 31．しかし，

実際の審査は質的なものであり，また場当たり

的だったため，これら調査結果の中身もそれほ

ど優れたものではなかった．

保健開発援助の近年の動向
日本のグローバルヘルス政策は外務省が策定

するが，きちんとした報告・評価制度がないため，

政府と民間双方の資金源を含む日本全体として

の保健医療分野における開発援助（development 

assistance for health: DAH）を追跡調査するこ

とは難しい．これまで，日本における DAH の比

較研究はなく，各機関による DAH データの間に

は隔たりがある 34．さらに，日本の ODA の実績

データでは分類方法と定義が過去 15 年間で変

わってきているため，日本の 3 つのグローバル

ヘルス・イニシアティブ（1994 から 2000 年の

人口・エイズに関する地球規模問題イニシアティ

ブ，2000 年から 2005 年の沖縄感染症対策イニ

シアティブ，2005 年から 2010 年の保健と開発

に関するイニシアティブ）を比較分析すること

は難しい．

算援助を，日本政府が行うことは少数の例外を

除いてほとんどない 28．

しかし， 受入国政府の要望と実際のニーズが

必ずしも一致しないこともあり，要請主義型援

助がうまく機能しないケースもこれまでにあっ

た．このようなアプローチの失敗を示す例とし

て，1978 年から 1988 年の対スリランカ保健医

療開発援助が挙げられる．日本政府は，スリラ

ンカ国内の保健ニーズについての客観的な評価

ではなく，スリランカ政府の要請に基づいて大

規模第三次病院の建設のための資金支援を行っ

た．これは 1978 年から 1988 年の 対スリラン

カ保健医療開発援助の 3 分の 1 を占めたが，開

院から 3 年経った時点で，この病院の病床 1001

床の利用率は僅か 66％であり，その利用の低さ

は深刻であった．この事業がスリランカの保健

医療事情と保健セクターの受け入れ能力を十分

に考慮せずに行なわれたことは明確であった  29．

公平性を期するため指摘しておくと，近年の

グローバルヘルス・イニシアティブについてド

ナー主導型のアプローチもまた論議の的となっ

ている．特に，国際的なイニシアティブはドナー

側が特定するターゲットに焦点が当てられる傾
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いる国連の規定によるものである以上，仕方が

ないものであるが，ドナーは分担金の用途を決

められないため，日本は WHO のグローバルヘ

ルスアジェンダ設定に主要な役割を果たすこと

ができていない．これとは対照的にイギリスの

WHO への拠出は 64.2％がいわゆる任意拠出金

であるため，資金の用途決定に積極的に関与す

ることができる．

グローバルヘルスの優先課題
日本の DAH に対する資金的貢献をみてみると，

その大半は HIV ／エイズ，結核，マラリアを含

む感染症対策であることがわかる（図 3）．また，

組織能力強化といった保健政策や管理運営の強

化のための支援や，プライマリ・ヘルスケア・

プログラムなどの基礎医療サービス，機材や資

材を含む研究所の改善にも DAH を提供してい

る．一方，保健医療人材の育成（1.9％）や研究・

開発（2.5％）には僅かな資金が充てられている

のみである．

地域的には，政治的，経済的関係が強いアジ

ア諸国が常に日本の対外開発援助の最大の受け

手となってきた．しかし，アジアの経済成長も

あり，日本が地理的なターゲットを転換したた

め，アジアは 2000 年には日本の ODA の 65.7％

を 占 め て い た が，2008 年 ま で に そ の 割 合 は

20.1％に減少した．現在，日本はアフリカと中

近東（主にアフガニスタンとイラク）への支援

を増加しており，2008 年はそれぞれ 44.5％と

26.2％を占めている．この地理的転換は，平和

構築の取組みに対する日本のコミットメント及

びサブサハラ・アフリカ（サハラ以南のアフリカ）

における乏しい健康改善状況 36，そして「アフ

リカ問題の解決なしに世界の安定と繁栄はない」

という日本の強い信念に基づくものである 37．

このアフリカの発展に対する強いコミットメン

トは，アフリカがまだ国際社会で開発支援の中

心となっていなかった 1990 年代に，日本が第

1 回アフリカ開発会議（TICAD）を開催した頃ま

で遡る 37．

このような制約があることから，われわれは

日本の DAH の傾向を特定するため，本調査のた

めに新たに作成したデータセットに加え，経済

協力開発機構（OECD）開発援助委員会（DAC）

と保健指標評価研究所のデータを分析した．図

1 は 2008 年における G7 各国の DAH の対 GNI

（国民総所得）比率を高い順に示している．日

本は対 GNI 比が最も低い（0.013％）のに対し，

アメリカは最も高く（0.082％），それにイギリ

ス，フランス，カナダが続いている．また，ア

メリカの政府，市民社会，民間公益財団，また

フランスとイギリスをはじめとするヨーロッパ

諸国では，2000 年に MDGs が宣言されて以降，

DAH が大幅に拡大されたのに対し，OECD で近

年 DAH が縮小されているのは日本のみである．

日本のこの期待外れな実績には，いくつかの

要因がある．第一に，日本経済の停滞により，

日本政府による DAH は必然的に減少した．第二

に，日本の保健医療分野における ODA の ODA

全体に占める割合は僅か 2％であり，これは

OECD 諸国の平均 15％と比べて極めて低い．さ

らに，日本の民間セクターの DAH への貢献は

DAH 全体の 1％に満たず，アメリカの 37.3％と

は対照的である．これは，日本が未だグローバ

ルヘルスにおいて民間資源を効果的に動員でき

ておらず，その結果，日本が高いレベルの DAH

を達成できていないことを示している．

日本の保健医療分野における開発援助の形態

については，図 2 が示すように 40.4％が二国間，

59.0％が多国間メカニズムを通じてのものであ

る．全体の約半分が世界エイズ・マラリア・結

核対策基金（世界基金），世界銀行・国際開発協

会（IDA），世界保健機関（WHO）への拠出となっ

ている．これに対して，アメリカは多国間メカ

ニズムを通じての DAH は全体の 9.7％で，最も

大きな割合は NGO などの民間団体を通じての援

助である．また，WHO への拠出をさらに分担金

と任意拠出金に分けると，日本の援助のほとん

どが分担金であることが明確である（86.8％）．

これは各国の GNI に応じて分担金が決められて
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多様な関係者を含む参加型アプローチを採用し，

世界基金に代表される戦略的な官民パートナー

シップの具体化を効果的に促進した 40-44．この

手法により，ハイレベルな政策立案者や官僚と

の調整が可能になり，保健システム強化を G8 の

優先アジェンダとすることができた 42-45．

日本は伝統的に控えめな姿勢をとってきたた

め，グローバルヘルスにおけるこのような成果

は十分に認識されていない．しかし，それを考

慮しても，われわれが分析するところ，日本は

未だグローバルヘルス分野において最大限の貢

献をしているとはいえない．日本の埋もれてい

る潜在性の中で最も明らかなのは，グローバル

ヘルスに対する資金量の低さであろう．さらに，

エビデンスに基づく長期的なグローバルヘルス

戦略が存在しないことも目立つが，これは，保

健医療専門家によるきちんとした評価制度がな

いことが原因である．また，国内では保健医療

について幅広い専門的知見が存在するにも関わ

らず，グローバルヘルスの政策策定における日

本の人的貢献は乏しい．たとえば，国連の分析

によると 46，日本人国連職員の数は十分ではな

いとされている．さらに，保健医療分野におけ

る修士号以上の学歴を有する職員は外務省に数

人，JICA では 29 人と推定され，これは明らか

に日本ではグローバルヘルス専門家の育成と採

用に十分な重点が置かれていないことを示して

いる．

日本のコミットメントの再強化
MDGs の達成期限が近づき，またさらに複雑

さを増すポスト MDGs の保健課題も浮上する今

日，グローバルヘルスは日本の優先事項となる

べきである．この立場に強く共鳴するのは日本

国民自身である．内閣府が 2010 年に行なった

国民世論調査では 15，さまざまな開発援助分野

のうち，70％以上の人が政府が投資すべき対象

として保健医療分野を最重要優先事項に挙げて

いる．この世論調査では，回答者の 58.0％は経

済の停滞があっても政府は保健医療分野におけ

日本の埋もれた潜在性
『ランセット』日本特集号では，日本がこの

50 年間に国民の健康と福祉を実現するために

培ってきた豊富な保健医療の知識と経験につい

て紹介している．この特集号の最初の論文 11 で

示されているように，1960 年代，日本は小児生

存の鍵となる保健介入を大規模に拡大し，妊産

婦，新生児，子どもの健康のために地域におけ

るケアと施設でのケアを効果的に結びつけ，幼

児死亡率を大幅に減少させた．また結核治療の

公的補助を適用して成人死亡率も効果的に減少

させた他，基本的な医療サービスのための国民

皆保険制度を確立し，保険の種類による患者負

担の不均衡も徐々に縮めていった 8．

これらの知識と経験は，保健関連 MDGs 達成

のための取組みを拡大すべき今日，重要な価値

がある．また，日本の医療保険 9, 10 と長期ケア 8

に関する経験と知識も，高齢化が進み，長期ケ

アが増加しているポスト MDGs においては大き

な財産となる．相互連携・相互依存がますます

進む国際社会の一員として，日本はこれまで培っ

てきた知見を積極的に世界と共有し，世界各国

の保健医療強化に活用していくべきである．

日本は，これまでも天然痘の根絶など数多く

のグローバルヘルス・イニシアティブにおいて

重要なリーダーシップをとってきた．1977 年か

ら 1985 年，蟻田功氏は天然痘根絶対策本部長

として WHO の天然痘根絶の取組みを主導，そ

のリーダーシップの下，1980 年に天然痘根絶が

達成された 38．同様に，公衆衛生博士の古知新

氏は WHO の結核対策を 10 年間指揮してきた．

1990 年代に結核治療の戦略として直視監視下短

期化学療法（DOTS）の世界的な推進に中心的な

役割を果たしたが，1994 年に WHO 事務局長は，

この手法がそれまでの 10 年間で最も重要な公衆

衛生上の進展であったと宣言した 39．

政府レベルでは，日本政府が主催した G8 九州

沖縄サミット及び G8 北海道洞爺湖サミットに

おいて，グローバルヘルスを主要なアジェンダ

の１つに組込むことに成功した 40．日本政府は
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り，2008 年の G8 北海道洞爺湖サミットでは，

連携と調整の欠如を克服することに成功した．

この体制が 1 回限りで終わることなく再開され，

組織的に維持される必要がある．さらに実施機

関，即ち JICA 保健部門，国立保健医療科学院，

国立感染症研究所，国立国際医療研究センター

を統合し，専門性と能力を強化する必要がある．

国内のグローバルヘルス関係者間の連携体制

をこのように再編することは日本の最大の問題

であるグローバルヘルス分野に対する資金量の

低さという課題に対しても大いに役に立つ．ま

た，ここで提案する機関統合と調整の改善は，

保健政策リーダーの育成，人材のさらなる効果

的な活用，そして日本のグローバルヘルス政策

に関する独立したきちんとした評価といった面

においても利点がある．

保健医療分野における ODA のコミットメント
日本の保健医療分野における ODA は GNI の僅

か 0.013％であるが，その金額自体はかなりな

ものである（2008 年においては 6.52 億ドル）．

しかし，これは日本が貢献可能な額と比べてま

だ小さい．資金がものをいうグローバルヘルス

の世界では，日本はこのような小さな予算で主

要なリーダーとなることはできない．それでは，

日本はどのレベルまで資金的コミットメントを

拡大すべきか，というのが重要な問題となる．

国際的に合意されている ODA のコミットメン

トレベルは GNI の 0.7％とされる．これに日本

の ODA を比較することも重要ではあるが，保健

ODA を大幅に上げずとも，この基準を達成する

ことは理論上可能であるため，日本の保健医療

分野におけるODAの包括的な評価には使えない．

そのため，われわれは日本の ODA を対 GNI 比の

0.18％（2009 年時点）から単純に 0.7％まで引

き上げることは提案しない．代わりに，これま

で国際合意で定義されていなかった保健医療分

野に特化した新たな ODA 基準を提案したい．こ

れは，保健 ODA の資金量を対 GNI 比 0.05％と

することである．この数字は OECD 開発援助委

る ODA を拡大すべきと答えたのに対し，縮小す

べきと答えた人は僅か 28.7％であった．グロー

バルヘルス分野における日本の貢献の現状と，

国民が可能と考える日本の貢献レベルには明ら

かなギャップがあることがわかる．世界中でさ

らなるグローバルヘルスへの取組みが緊急に必

要となる中，このような国民の圧倒的支持は改

革の機会が存在することを示している．

改革のための提案
変革の機会

2009 年に外務省は ODA の見直しを実施し，

その結果として MDGs の達成，各種ステークホ

ルダーの連携，そしてさらなる効果的援助の重

要性が強調された 36．外務省が提案する改革は

正しい方向に向かう第一歩ではあるが，今の日

本のグローバルヘルスの枠組みには，さらに大

幅な変革が必要不可欠である．この政治的過度

期と幅広い国民の支持を背景として，日本は今，

段階的ではなく抜本的な変革を準備するチャン

スである 47．われわれは，この改革を始動する

ための大胆な行動をとることを提案したい．

政府機関とグローバルヘルス委員会
改革の最大の障害は，グローバルヘルスの政

策策定における日本の時代遅れで硬直した組織

構成であろう．グローバルヘルス・イニシアティ

ブに関与する複数の省庁間で連携がとれていな

いことが特徴で，このような分極化された枠組

みでは，国会，外務省，厚生労働省，財務省，

そして二国間援助機関である JICA の間で合意，

調整ができなければ，その時点で進行が完全に

止まってしまうか，そうでなくても遅れが生じ

る．このような背景がある中で，日本は国内で

培われた保健医療知識をどのようにグローバル

ヘルス戦略に結びつけることができるだろうか．

われわれは，日本政府の最高レベルで，国内

外の政策立案者，官僚，学術専門家，市民社会

の代表から成るグローバルヘルス委員会を設置

することを提案する．このようなプロセスによ
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IFFim については，
http://www.iffim.org

が国内の救援，復興活動に重点を置くのは理解

できるが，日本がグローバルヘルスにおいて影

響力を維持するためには，政府は ODA の削減を

早急に撤回する必要がある．

民間セクターのイニシアティブ
日本の保健医療分野における開発援助（DAH）

の大半は政府由来である（図 2）．また，日本の

NGO の貢献は DAH 全体の僅か 1％であり，そ

の財源も元々は大半が政府由来である．しかし，

アメリカなど他国の例からみても，民間セクター

がグローバルヘルスにおいてかなりの資金的，

技術的貢献をできることは明らかである．そこ

で，われわれは日本の民間セクター（たとえば

官民パートナーシップ，NGO，企業，財団）で眠っ

ている資金と専門性を動員することを提案する．

　これらの資源が日本に存在することは明ら

かである．例えば日本ユニセフ協会は，各国に

あるユニセフ国内委員会の中でも最も多額の貢

献をしている委員会の１つで，2009 年には約

188 億円（約 2 億ドル）が集められ，そのうち

152 億円（約 1.6 億ドル）がユニセフに寄付さ

れた 49．大企業もグローバルヘルスの分野で積

極的な活動を開始しており，たとえば住友化学

株式会社はタンザニアとエチオピアの企業に長

期残効型蚊帳（殺虫剤の効果が長期的に持続す

る蚊帳）の製造技術を供与し，その結果，年間

2900 万帳の蚊帳が生産されている（パネル 1）
50，51．日本の民間投資家の台頭も注目すべきで，

予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFim）

が 2008 年から販売したワクチン債の約半分で

ある 15 億ドル分は日本人投資家が購入したもの

である 53．

このような革新的な民間のグローバルヘルス・

イニシアティブがさらに促進され，維持されて

いかなければならない．例えば，日本の財団は

主に文化・芸術活動の支援を中心としているが， 

グローバルヘルス分野においてもさらに直接関

与していくべきである．しかしながら残念なこ

とに，昨今，日本社会には国際問題に対する幅

員会 22 カ国の保健医療分野における ODA の平

均から算出した．

もし，日本がグローバルヘルス分野で今より

もさらに大きな役割を果たすことを望むのな

らば，保健医療分野における ODA を対 GNI 比

で 0.013％から 0.05％に増加すべきである．こ

のレベルを達成できれば，日本政府の保健医療

分野における ODA は今の約 4 倍の年間 25 億

ドルとなり，アメリカに次ぐ世界第 2 位の保健

医療分野における ODA ドナーとなる．これは，

OECD 平均の 15％と比べると依然低い割合では

あるが，保健医療分野に充てる ODA 全体に対す

る割合を，現在の 2％から 7.7％に引き上げるこ

とで達成できる． 

しかし，残念なことに，外務省は 2011 年の

ODA 予算を 5.33 億ドル削減することを最近発

表した．世界基金に対する予算削減額のみでも

1.69 億ドルにもなる 48．東日本大震災後，日本

パネル 1：住友化学（株）のマラリア根絶へのコミットメント 50, 51

毎年，2 億人以上が罹患し，100 万人近くが死亡するマラリア．この最大の
負担を負っているのは世界のマラリア症例の 90% 以上が集中するアフリカで
ある．マラリアは，貧困の大きな原因となっているため，効果的予防と根絶は
アフリカの発展にとって重要である．日本の民間企業である住友化学（株）が
開発したマラリア予防の蚊帳「オリセット」は長期残効型で，薬品処理せずに
5 年間効果の持続が保証される唯一の蚊帳である．安価で，破れにくく，洗濯
用の加工がされているオリセット・ネットはマラリアを伝播する蚊を防ぐのに
効果的だとして WHO も推奨している．

住友化学（株）は効果的なマラリア予防戦略が差し迫って必要なことを理解
し，企業の社会的責任を果たす機会であると捉え，2003 年にオリセット・ネッ
トの技術をタンザニアの蚊帳製造業者に無償で技術供与し，長期残効型蚊帳（殺
虫剤の効果が長期的に持続する蚊帳）はアフリカで初めて現地製造されること
になった． 増加する需要に応えるため，住友化学（株）は 2005 年に現地の製
造業者とパートナーシップを組み，ベクター・ヘルス（Vector Health）社を創
設した． 住友化学（株）の取組みにより，2008 年までに年間 1900 万帳の蚊
帳が製造されるようになり，その過程で現地で 4000 人の雇用が生み出された．
2009 年にはタンザニアでの年間製造数は 2900 万帳まで拡大し，エチオピア
に新しい工場も開かれた．今後マラウイとウガンダにも施設が開設される予定
である．

社会的イメージの向上と「社会の信用を維持する」という願望に後押しされ
た，アフリカのマラリア根絶に対する住友化学（株）のコミットメントは，こ
の地域のグローバルヘルスに多大な効果をもたらしてきた（52）．これは明ら
かに保健医療開発に民間資源の動員が可能であるという有効な例であり，CSR

（企業の社会的責任）事業として他の日本企業もグローバルヘルスに取り組む
よう，住友化学（株）の試みはこれまで以上に広く認識され，周知されるべき
である．
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られる， アジア，アフリカ諸国で共同研究所を

設立するという文部科学省の「感染症研究国際

ネットワーク推進プログラム」などは重要な試

みであるが，日本の NGO や企業は依然としてグ

ローバルヘルスの研究，教育にあまり関与して

いないことから，さらなる協力と取組みが必要

である．

科学的厳密さと客観性を確保しつつ日本の研

究能力を強化するためには，2 つの取組みが必要

となる．最初に，日本はグローバルヘルスの人

材育成を優先しなければならない．これは大学

でグローバルヘルス政策人材養成事業を展開し

たり，国連，JICA，NGO，科学関連企業のポス

トを通じて国内の保健専門家をグローバルヘル

スの分野に動員することである．2 つ目に，保

健政策に関する独立した評価が必須である．日

本では，歴史的に政策評価があまりなされてこ

なかったために，実現すれば日本のグローバル

ヘルスの取組みによい影響を及ぼすだけでなく，

国内の保健改革にも役立つであろう．そのため

には，学術専門家に対する資金提供を増加させ，

彼らの意見にこれまで以上に耳を傾けるべきで

ある．また，保健医療分野で独立した民間機関

として，公平で権威あるアドバイスをアメリカ

政府や民間セクターに提供している米国医学研

究所（Institute of Medicine）のような，外部の

専門機関を設立することも提案したい 55．

未来に向けて
アジアでの日本の貢献

グローバルヘルス・コミュニティが国民皆保

険に向けて進み始める中，アジアほど援助が必

要な地域はない．日本とアジアは歴史的，地政

学的，経済的背景を共有していることから，日

本はアジアを援助するには最適の立場にある 3．

中所得国の国が，国民皆保険に向けて大きな進

展をした注目すべき事例もいくつかある．例え

ばタイでは国民皆保険を 2001 年に導入したが，

2007 年までに人口の 97.7％がカバーされるよ

うになった 2．しかし，これとは対照的に，他の

広い関心が欠けており，また，民間セクターが

活性化するための十分なインセンティブや条件

が整っていないことも障害となり，グローバル

ヘルス分野における民間セクターの積極的な参

加が阻まれている．最も顕著な例は，民間セク

ターの成長を促進するための具体的且つ効果的

な制度である税額控除資格を，財務省が市民団

体に与えることを拒んでいることである 16．一

方でよい動きもいくつかあり，今年，国会は非

営利団体設立を推進する法案を通過させ，特に

東日本大震災後，復興の取組みを行なう非営利

団体などについて，最大控除額を引き上げた 54．

この新しい法案は日本で寄付文化と慈善事業醸

成のための推進力となるだろう．しかし，これ

に加えてわれわれは，民間イニシアティブへの

資金投入を奨励する制度も制定するよう強く要

請したい．また，効果的なメディアやキャンペー

ンを通じて，国民にグローバルヘルスについて

の周知を広めることも必要である．

研究能力とグローバルヘルス分野における
リーダーシップ

国内及び対外保健政策に関する厳密な科学的

評価がなされていないことは，日本の経験や知

識をグローバルヘルスに効果的に活用しようと

する際の障害となっている．実際，本『ランセッ

ト』日本特集号は，日本の国内およびグローバ

ルヘルス政策を科学的手法を用いて議論，評価

する初めての機会であった．日本が有する保健

医療の専門性をグローバルヘルスに移転し，活

用していくためには，今回のような取組みが今

後も維持されていかなくてはならない．

しかし，そのためには，日本は政府内外にお

けるグローバルヘルスに関する研究能力を大

幅に強化する必要がある．現在，グローバルヘ

ルス専門家の数が絶対的に少ないこともあり，

JICA や他の関係省庁には技術官僚が足りていな

い．また，政府外でもグローバルヘルスの研究

に積極的に取り組んでいる日本の大学は一握り

しかない．これまでの代表的な試みとして挙げ

米国医学研究所について
は，http://www.iom.edu
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ブを主導している 58．この 2 つのフォーラムは，

日本が保健医療をさらに大きな地域優先課題に

することができる場といえる．さらに，中国と

韓国が主要なドナー国となる中，日本は地域の

保健医療改善のためのパートナーとして両国と

積極的に協力すべきである．すでに 2007 年に

地域での知見共有と援助協力を促進する目的で，

日本，中国，韓国の三国保健大臣会合が開催さ

れている．今のところこの会合のアジェンダは

パンデミック・インフルエンザと MDGs につい

ての情報共有に留まっているが，今後はグロー

バルヘルスの他の領域にも枠組みを広げていく

べきである．

グローバルヘルスの未来についての日本の
ビジョン

政策策定プロセスの改善，資金的コミットメ

ントの増加，民間のイノベーション，グローバ

ルヘルスにおけるリーダーシップ，これらによ

り国内および世界の人々の健康に関する日本の

取組みは一新されることになる．歴史上例を見

ない国際的相互依存が進み，保健医療課題が山

積する今日，日本はこれ以上行動を遅らせるわ

けにはいかない．3 月 11 日に発生した東日本大

地震，津波，そして原発事故により，日本は壊

滅的かつ複雑な緊急事態に直面している．日本

にとって今日ほど，世界の団結が必要なことを

実感できる時はないであろう．

そんな中，既に頼もしい変化の兆候もある．

日本のこの危機的状況を受け，多くの日本の若

者が被災者を助けようと熱心に取組みを行なう

姿をわれわれは見てきた．革新的なソーシャル

メディアを使い，彼らは情報収集と情報共有を

効率よく行ない，プロジェクトのための支援を

募り，大規模な募金キャンペーンを始めた．日

本でもこのような革新的な試みがグローバルヘ

ルスの分野でも徐々に現れ始めており，これら

は人間中心の保健システムとガバナンスの発展

に寄与するものと信じる（パネル 2）．

しかし，日本だけではグローバルヘルスの解

アジア諸国では被保険者の保険カバー率は低く，

特にインドでは人口の 5.7％，バングラデシュは

0.4％，ネパールは 0.1％といった低さである 56．

これらのアジア諸国は持続可能な保健財政と保

険制度を見つける必要があるが，日本は 1960

年代に中所得国として保健医療の改善に取り組

んだ知識と経験をもって，政策方針と開発にお

けるリーダーシップを発揮すべきである．

また，日本はアジアにおけるグローバルヘル

ス目標を実現するため，さまざまな地域フォー

ラムにおいてリーダーシップを担うべきである．

例えば，日本はこれまでも経済協力と世界的課

題を扱う地域フォーラムに積極的に関与してき

たが，アジア太平洋経済協力会議（APEC）など

では今年から保健医療が優先課題になった 57．

また，日本はアジア欧州会合の調整国であり，

主要なドナー国の１つとして同会合のパンデ

ミック・インフルエンザについてのイニシアティ

パネル 2：市民社会の新しい動向
日本の市民社会はやや力不足で活動の範囲も限られ

ているが，非営利のコンサルティング団体で革新的な
ものも現れている．その好例が「Soket」で，中国，東ヨー
ロッパ，アフリカ，中央・南アジアで市場主導の革新
的なビジネスアプローチを世界の開発問題に適用しよ
うと試みている．Soket は，企業が利益と社会発展の
双方を達成できるよう，専門性，現地ニーズの徹底的
な調査，パートナーシップ，人材育成を通じて発展途
上国でビジネスを展開するためのモデル構築の手助け
をしている．

Table for Two（TFT）も世界の保健問題の改善を目
指す民間団体で，発展途上国での飢えと，先進国での
肥満や他の生活習慣病の問題に同時に取り組んでい
る．TFT の基本原則は先進国で 1 食購入されるごとに
発展途上国に 1 食が贈られるというものである．既に
130 を超える企業，高等教育機関，政府省庁が参加し，
TFT が定める条件にあったヘルシーメニューが提供さ
れている．対象となるヘルシーメニュー 1 食につき参
加企業から 20 セントが TFT に寄付される．TFT はそ
の寄付を学校給食費として，子どもへの食事配給と健
康状態の報告，モニターを行なうことに同意した発展
途上国の学校に贈る．日本での成功に続いて，2008 年
にはアメリカにも活動が広まっている．この運動の成
功により，日本人は世界的にも有数の健康な国民とし
て健康の価値を深く理解しており，必要なのはグロー
バルヘルスにおける課題と現在の取組みについてのさ
らなる周知だけであるということが示された．

TABLE FOR TWO の詳細は，
http://www.tablefor2.org

Soket の詳細は，http://www.
soket.me/index_e.html
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