
基調講演を務めた西本麗住友化学株式会社代
表取締役兼専務執行役員は、 本年開催された
G7 伊勢志摩サミットや第 6 回アフリカ開発会議

（TICADVI）の保健分野での成果を振り返りなが
ら、タンザニアへの技術移転により、マラリア予防
に有効な蚊帳のアフリカでの生産拡大と現地での
雇用を生み出した自社の経験を共有し、さらに、グ
ローバルヘルス分野のイノベーションに対する企業
の貢献を促進するために重要な点として（1）政府
や国際機関にはスキームの拡大や投資環境の整備
でリーダーシップを期待したい、（2）企業としては、
現場のニーズを十分に把握し、自社の強みである
研究開発力を基盤にどのような貢献ができるか常
に検討が必要であること、（3）短期的な寄付でな
く長期的で持続可能なビジネスとしての企業活動が
重要であることの 3 点を問題提起しました。

また、福田祐典厚生労働省技術総括審議官は、
先の G7 伊勢志摩サミットで打ち出された「国際保
健のための G7 伊勢志摩ビジョン」や TICAD VI で
議論された公衆衛生危機対応および質の高い保健
サービスへのアクセス向上における数々の課題に言

及し、こうした課題解決に民間企業は重要な役割を
果たすと高い期待を示しました。また次期 G7 議長
国のイタリア保健省のジョゼッペ・ルオッコ食品衛
生・安全・栄養担当審議官から、イタリア政府もグ
ローバルヘルスに高い関心を持っており、また EU
でも多くの議論の場が設けられ、マルチセクターで
の対応、官民連携の重要性が確認されているとコメ
ントがありました。

第１セッションでは、パンデミック危機への備え
と対応を主題に据えました。2014 ～ 15 年にかけ
てのエボラ出血熱の流行のような感染症による公
衆衛生危機が再び起こる可能性が高いことは、多
くの専門家が指摘すると
ころです。 危機の際の
対応 (response) 、危機
が起こる前からの備え
(preparedness) の 双 方
の段階で、企業がどのよ
うなソリューションを提
供できるか、それを後押
しするための官民連携
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日本国際交流センター（JCIE）は、2016 年 9 月に開催された G7 神戸保健大臣会合のサイドイベ

ントとして、「グローバルヘルスへの投資：持続可能な開発目標（SDGs）の実現のためのビジネス・

ソリューション」を開催しました。民間企業、来年の G7 サミット議長国であるイタリアや G20 議長国

であるドイツを含む各国政府関係者、国際機関、市民社会組織やメディアなど多様なセクターより約

80 名にご参加いただき、企業が保健分野を中心とする SDGs の達成に取り組む具体的な事例を基に、

グローバルヘルスへの投資をさらに活性化させる可能性や課題を討議しました。
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はいかにあるべきか、障壁は何か等の具体例が提
示されました。また、緊急時の対応と平時からの備
えを同時並行で進める上での課題についても議論
が交わされました。一方、第 2 セッションでは、平
時における保健サービスへのアクセス向上を主題と
しました。企業、NGO、学術機関、国際機関それ
ぞれの立場から、企業のイノベーションを活用する
ことでより多くの人が質の高い保健サービスを受け
られるようになる事例が紹介され、活発な議論が
交わされました。

◆  ◆  ◆

パネリストの発言要旨
（以下は、パネリストの発言から、企業のイノベー

ションや官民連携の課題を中心に日本国際交流セ
ンターの責任においてとりまとめたものです。）

第１セッション：　危機への備えと対応 
― エボラ出血熱などの公衆衛生危機に向けた
ビジネス・ソリューション

ダビデ・モスカ	
国際移住機関（IOM）移民保健事業局長

現在、人の移動が急速に活発化し、そのために
感染症が前代未聞のスケールで拡大するリスクが
増幅している。西アフリカでエボラ危機が起こった
2014 年には、ほかにも中央アフリカ紛争、シリア
危機、南スーダン紛争、イラク情勢の悪化が生じ

ており合計 5 つの危機が同時並行で起こり、国際
社会は緊急対応のキャパシティオーバーに陥った。
危機が起こった際に最も重要なのは、ロジスティ
クスやオペレーションを確保することである。また、
個人や人間の安全保障なくして、グローバルな安
全保障は達成できない。我々はユニバーサル・ヘ
ルス・カバレッジ（UHC）＊の実現を目指しているが、
現実にはほど遠い。SDGs の第 17 目標に掲げられ
ているように、グローバル化が進む昨今、パートナー
シップは欠かすことのできないものであり、企業の
果たす役割は年々増している。

山田光一
富士フイルム株式会社医薬品事業部／富山化学工業株式
会社理事

エボラ出血熱のアウトブレイク時、当社で抗イン
フルエンザ薬として開発したアビガン錠がエボラに
有効であろうとの実験データが出ていたが、国内で
の様々な制約から感染流行国への提供がなかなか
進まなかった。偶然、ある国際会議で出会ったフラ
ンス代表との立ち話がきっかけになり、フランスの
国立研究機関と共同でギニアでの臨床試験が可能
になった。緊急時であり、ビジネスモデルや自社利
益、他社との競争よりも人道的に対応することを優
先した。実際に治療に貢献できただけでなく、感

＊ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）とは、すべての
人々が保健医療サービスを必要に応じて受けられ、その保健医
療サービスの質が十分であり、さらに、保健医療サービスの利
用によって経済的困難をきたさない、という 3つすべてが揃っ
た状態を指す。

第 1 セッションでは、エボラ危機時の国際社会および日本の対応、その教訓を基にして 
創られた企業と国際機関との連携、日本での官民連携強化の動き等について議論。
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染症に直面している人々に、薬があるというメッセー
ジを届けること自体に効果があることも教えられ
た。治るという希望があれば人々は医療施設に来
るようになり、ひいては感染拡大を軽減することに
つながるからである。いつ、どこで次の感染症の流
行が勃発するかわからないが、それは必ず起こる。
2014 年のエボラからの教訓を生かすためにも、国
際的に医薬品を備蓄することが大切である。ただし、
抗ウイルス薬の備蓄だけでは不十分である。社会
インフラ、すなわち輸送や保管などのロジスティッ
クス、保健従事者の人材育成などの向上が必要で
ある。持続可能性に考慮しながら危機への備えとし
てこうした社会インフラを向上させていくことは、経
済活動の活性化に直結し、人びとの生活レベルの
向上にもつながるであろう。

尾身康子
日本電気株式会社（NEC）経営企画本部グローバル渉外
企画室シニアエキスパート

エボラ危機の際の大きな教訓のひとつとして、ど
のような物資がどこで必要とされ、どこで生産され、
どのように運ばれ得るのか、現場では何が足りな
いのか等の物流の全体像を誰も把握していなかっ
たことが挙げられる。エボラ危機からの反省を受け、
2015 年 1 月から国連食糧計画（WFP）主導でグ
ローバルな物流網構築を目指した官民パートナー
シップが始まっている。NEC は本年 2 月の WFP
調達セミナーにてパンデミック・サプライチェーン・
マネジメント構築の計画を初めて知り、アジアから
初めてのメンバーとして、ICT を活用した物流シス
テムの整備に貢献すべく参加している。危機が起
こってからの対応に目を向けがちであるが、平時か
ら、緊急時に備えておくことが感染拡大を防止する
上で大事である。NEC では、IT を活用して、必要
な物資の輸送状況の管理や倉庫での在庫管理のシ
ステムを整備し、物の流れを可視化する情報システ
ムの実現に向けて取り組んでいる。このような国際
機関とのパートナーシップは、社会課題へのソリュー
ションを提供するという当社のビジョンとも合致し、
NEC としても優先分野として取り組んでいる。

レベッカ・ティン	
スイス再保険会社日本支店シニア・ヘルス・ソリューションズ・
マネージャー

スイス再保険会社は、世界銀行主導のパンデミッ
ク緊急ファシリティ（PEF）に参画している。PEF と
は、深刻な感染症発生時に迅速な資金提供を行う
ようデザインされた保険スキームである。今後 10
～ 15 年間に世界的な感染症流行が 1 回でも起こ
れば 4 兆ドルが必要と言われている。これは世界
の GDP の 5％にあたる。エボラ危機は、世界がい
かに資金的に準備できていなかったかを露呈した。
PEF はその教訓を受け、パンデミックに備えた資金
を事前に確保することと、危機が起きた際にタイム
リーに資金投入することの 2 点に注力している。仮
定ではあるが、もしエボラ危機の際に PEF があっ
たなら、おそらく資金投入は 3 カ月早まり、多くの
命が救われたであろう。今後は、PEF が危機の際
に稼動することに加え、より多くのアクターが参加し、
緊急時に備えた PEF のメカニズムが市場のプラク
ティスになるよう期待している。

山田安秀
内閣官房内閣審議官、新型インフルエンザ等対策室長・
国際感染症対策調整室長

エボラ危機の際に、国際社会は国際的な連携の
しくみ、迅速投入できる資金、機動的に人材を送
り出す仕組み、医薬品の 4 つの重要性を痛感した。
このうち、ガバナンス、カネ、ヒトに関しては進展
が見られる。残るはモノである。保健分野は、研
究開発から市場に出すまでにかかる時間の長さとア
ウトブレイク時に求められる迅速性のギャップという
時間の問題に加え、感染症の市場規模が小さいた
めに企業として投資し難いという課題を抱える。さ
らには、ヒトの命に関わるために、研究開発に対
する規制が他分野と比べて強いことも特殊要因であ
る。国と民間との連携を進めようとしても、規制に
従わざるを得ない企業の側には、政府と対等の関
係になりえないという意識が強いと感じることも多
いがこれを乗り越えていかなければならない。内閣
官房の下に、民間セクターが持つ技術や知見を活
かせるような官民連携の組織的なメカニズム構築に
向け、本年夏に、官民連携会議が始動した。新興
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感染症と言ってもまったく新しい感染症が起こるの
は稀であり、日頃からの研究開発努力が問われる。
まず国立機関で研究を進め、いざというときに企業
へ移転する仕組みの可能性も官民連携会議で議論
されている。

第 2 セッション：平時における保健サー
ビスのアクセス向上 
―質の高いサービスへのアクセスを可能にす
るビジネス・ソリューション

嶋田悟
エアロセンス株式会社取締役

エアロセンスは、JICA の官民連携プロジェクトの
一環でザンビアにてドローンの技術を駆使し、保健
医療の物流システム改善支援を行う予定である。あ
る国立法人から官民連携の話をいただき、現地の
ニーズを良く知る専門家との連携で当社が持つ技
術を活用する事業として検討することになった。社
内でも JICA のプロジェクトとして実施するのであれ
ばカントリーリスクや駐在する従業員のリスクも低く
なると判断し、事業開始に踏み切った。エアロセン
スにはドローン技術を使った持続可能な保健医療
の物流インフラを構築する他、規制の中で新しい
技術をどのように活用・展開していくかのルール作
りを支援するという二つの役割が期待されている。

ギティンジ・ギタヒ
アムレフ・ヘルス・アフリカ（アムレフ） CEO

アムレフはアフリカに本部を置く唯一の国際 NGO
として、過去 60 年にわたり 37 カ国で活動を行っ
ている。ドナー国政府や国際機関を資金源とするこ
とが多いが、最近は民間企業との連携が増えてい
る。製薬会社アストラ・ゼネカはアムレフと「Healthy 
Heart Africa」というプログラムを立ち上げ、農村
部やスラムにおける高血圧予防のため、啓発活動
や保健普及員の研修から健康診断と早期発見・治
療に至るまでをパッケージにして提供している。こ
れにより、現在全国で 36％にものぼると予想され
る患者の医療費自己負担を軽減し、現在増加傾向
にある非感染症の予防対策を講じている。また、ア
ムレフは、JICA やジョンソン & ジョンソン、フィリッ
プスとの協業により、医学部のカリキュラムではカ
バーされない保健施設のマネージャーのリーダー
シップ研修を実施している。さらに、データ管理や
診断で高い技術を有するフィリップスと戦略的パー
トナーシップを結び、コミュニティで働く保健普及
員にフィリップスのソーラーパネルや体温計等を提
供し、保健普及員がより簡便に正確にデータを管
理し質の高いコミュニティ・ケアを提供できるよう
支援している。

第 2 セッションでは、平時における保健サービスのアクセス向上に向けた企業の関わり方について議論。
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安田二朗
長崎大学熱帯医学研究所 新興感染症学分野教授

2014 年 8 月の WHO によるエボラ緊急事態宣言
を受け、東芝メディカルシステムズと長崎大学安田
研究室は迅速検査に使う検査試薬を開発した。実
験室内での検証は比較的容易にできたが、現地
での実証実験は、渡航制限もあり大学が単独で
行うのは困難だった。しかし幸運にも熱帯医学研
究所に在籍していたギニアからの研究員の紹介で、
2015 年 3 月にギニアの研究機関と実証試験を開
始することができた。従来の遺伝子増幅検査法であ
る RT-PCR 法と精度も劣らず、検査にかかる時間が
6 分の 1 の 20 分に短縮されるという好結果が出た。
この実証試験の結果を評価したギニア政府が直ち
に日本政府に対し緊急支援要請を出し、急遽翌月
に外務省がこの検査キットをギニア政府へ供与した。
緊急支援という性格上、通常の国の承認プロセス
も割愛された。企業にとりそれはリスクを意味する
が、東芝は人道的な観点から短期間で検査キット
の提供に踏み切った。さらに、安田研究室も現地
に入り、ギニア人検査技術者の指導、およびフォロー
アップ研修も実施した。これら一連の流れの中で明
らかになった問題点が 2 つある。感染症のアウトブ
レイク時には海外からの支援は比較的手厚い。一
方、エボラ終息宣言が発表された後は、まだサー
ベイランス強化期間で検査は必要であるにもかか
わらず、急速に支援が途絶えてしまうケースが多い。
企業も恒常的に利益が出せない事業は生産体制が
ストップしてしまう。もう一点は、感染症のアウトブ
レイクが起こる国の多くは保健システムが脆弱であ
り、平時からの保健人材育成や機器 ･ 検査薬等の
供給等、いかに保健システム構築をしていくかが大
きな課題である。

パトリック・シルボーン
世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）
渉外局民間セクター連携部ヘッド　

グローバルファンドは開発途上国の三大感染症対
策を支援する国際機関である。官民連携が特色で、
投資の効果を重要視する経済界の慣習に着想を得
て、成果に基づく支援を行っている。この手法は感
染症対策で着実な効果をあげており、2002 年の
設立からこれまでの間に、支援する国の三大感染
症による死亡者数はほぼ半数に低下した。企業と
の連携に関しては、2015 年にグローバルファンド
内に企業連携のハブを立ち上げ、企業が持つ専門
性と途上国の課題をマッチングさせている。例えば、
独ソフトウェア会社の SAP は我々と共同でマネジメ
ント・ツールを開発した。支援対象国のうち 20 カ
国がこのツールを使い、指標ごとに事業の進捗を
モニターし財務を管理している。グローバルファン
ドの支援は大規模かつ複雑で、中央政府や州政府、
各地の医療施設、NPO など膨大な数の組織が関わ
るが、このツールを使うことで複雑な情報を容易に
管理することができる。アフリカでは 10 カ国で、コ
カコーラ社のサプライチェーン・システムのノウハ
ウを医薬品の供給に活用している。これら企業との
協業により、コミュニティへのアクセスが向上する
だけでなく、グローバルファンドとしても持続可能
性、透明性が高まる。インフラや資源が乏しい環
境で効率的 ･ 効果的に資金を使い一人でも多くの
人の命を救うためには、企業が持つこうしたイノベー
ションの活用が欠かせない。益々の連携を期待し
たい。
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◆  ◆  ◆

本サイドイベントの主要メッセージ

1. 公衆衛生危機の対応・備えと、平時における保健システムの構築は、本質的に不可分である。
緊急時には復興後の保健システム構築を意識し、平時には緊急時への備えを意識した保健シ
ステム強化が必要であり、緊急時と平時のシームレスな支援をすることで、復興期での支援不
足から起こり得る負のインパクトを回避することができる。そのためには、より現場の実情に見
合うよう、援助機関が一方的にプロジェクト期間や期待される成果をあらかじめ決めてしまうの
ではなく、コミュニティやサービス提供者と援助機関が共にプロジェクトをデザインし、より長
期的な視野で計画実施すべきである。

2. グローバルヘルスセキュリティの文脈が変化し、感染症の脅威が急速に国境を越えグローバル
に影響する今日、もはや、政府、経済界、学術界、市民社会いずれのセクターも単独ではこ
れらの脅威に対応することができないことは明らかである。国際社会が掲げた続可能な開発目
標 (SDGs) を 2030 年までに達成するためには、組織やセクターの垣根を越えたマルチセクター
での連携が必須である。

3. 企業が持つイノベーションを途上国で活用するためには一企業の力だけでは限界があり、他者
とのパートナーシップが必要である。日本における官民連携の事例の多くは、パートナーシッ
プを結ぶきっかけが「偶然」に基づいている。政府がリーダーシップをとり、企業が長期的に
取り組める環境を創出するためのルール作りが必要であり、さらに、個々の企業と現場のニー
ズを組織的なパートナーシップとしてつなげるメカニズムを作ることが求められている。



7

G7 神戸保健大臣会合サイドイベント

グローバルヘルスへの投資
～持続可能な開発目標（SDGs）の実現のためのビジネス・ソリューション～

プログラム

13:30 – 13:45 開会セッション
開会挨拶 大河原　昭夫 （公財）日本国際交流センター理事長 

基調講演 西 本　 麗 住友化学株式会社代表取締役兼専務執行役員

ご 挨 拶 福 田　祐典 厚生労働省大臣官房 技術総括審議官

13:45 – 14:55 第1セッション	:		危機への備えと対応	
― エボラ出血熱などの公衆衛生危機に向けたビジネス・ソリューション

モデレーター： スーザン・ハバード  米国法人日本国際交流センター シニア・アソシエイト 

パ ネ ル： ダビデ・モスカ 国際移住機関（IOM）　移民保健事業局長

 山田　光一 富士フイルム株式会社医薬品事業部／富山化学工業株式会社 
理事 
[ギニアにおけるエボラ治療薬提供の最前線]

   尾身　康子 日本電気株式会社 経営企画本部グローバル渉外企画室シニア 
エキスパート 
[国際機関との協働によるICTを活用した、情報インフラ・人の安
全な移動・支援物資供給網の整備]

 レベッカ・ティン スイス再保険会社 日本支店シニア・ヘルス・ソリューションズ・ 
マネージャー 　[パンデミックに対応する保険スキーム]

 山田　安秀 内閣官房内閣審議官 新型インフルエンザ等対策室長・国際感染
症対策調整室長

14:55 – 15:55 第2セッション:		平時における保健サービスのアクセス向上	
―質の高いサービスへのアクセスを可能にするビジネス・ソリューション 

モデレーター： サンディ・ルウィン ミャンマー保健開発コンソーシアム常務理事

パ ネ ル： 嶋田　悟 エアロセンス株式会社 取締役  
 [ドローンを活用した保健物流サービス]

 安田　二朗　 長崎大学熱帯医学研究所 新興感染症学分野教授 
[東芝メディカルとの共同研究によるエボラ等迅速検査試薬の開
発ならびにギニア保健人材育成を通した保健システム強化支援]

 ギティンジ・ギタヒ アムレフ・ヘルス・アフリカCEO

 パトリック・シルボーン 世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド） 
渉外局民間セクター連携部ヘッド

15:55 – 16:00 閉会挨拶 

16:00 – 17:00 カクテル・レセプション
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