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数あるグローバルイシューの中でも、保健分野は歴史的にみて比較的、国家間協力が容
易に進んできた分野である。たとえば感染症情報の共有によって、共有しない場合よりも
多くの情報を得ることができ、結果的にウイルスのコントロールが有利になる。他方、新
型コロナをめぐっては WHO を舞台として米中の対立が激化してきた1）。アメリカのドナ
ルド・トランプ大統領は2020年 4 月、WHO が「基本的な義務を果たさなかった」、「中国
寄りである」として拠出を停止すると発表、 5 月末にはトランプ政権が要求した改革が実
行されていないとして「WHO との関係を終わらせる」と宣言、 7 月初旬、正式に脱退を
通告した。対する中国の王毅外相は「コロナを懸命な努力により制御した」、「コロナ問題
を政治化し、WHO を中傷するものがいる」と暗にアメリカを指しつつ反論2）、グローバル
な連帯とは全く逆の方向へと事態は推移してきた。国際協調を重視するバイデン政権が誕
生した後も、保健協力をめぐる米中対立は解消される気配をみせない。2021年 1 月末から
1） 新型コロナと国際政治の関係を分析するものとして Swee Kheng Khor, “The Politics of the
Coronavirus Outbreak,” Think Global Health, 24 January 2020, at https://www.thinkglobalhealth.org/
(as of 30 March 2021) ; Hinnerk Feldwisch-Drentrup, “How WHO Became Chinaʼs Coronavirus
Accomplice,” Foreign Policy, 2 April 2020, at https://foreignpolicy.com/ (as of 30 March 2021) など
多数。
2） Fuat Kabakci, “China : COVID-19 Outbreak under Control,” Anadolu Agency, 15 May 2020, at
https://www.aa.com.tr/ (as of 30 March 2021).
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2 月初旬にかけて実施された WHO 調査団による中国での発生源調査をめぐって米中の応
酬が継続しているからだ3）。グローバル化が進展した今日の国際社会では、感染症は先進
国・途上国問わず影響を与え、そのインパクトは経済・社会を含む広範囲に及び、だから
こそ多くの利害が絡まりあい、「保健分野＝協力しやすい」という公式は単純に当てはま
らなくなってきている。
感染症への対応に政治が介在しやすくなっている傾向は、国際政治学研究の動向にも顕
著に反映されてきた。もともと国際政治学は安全保障や平和を主要なテーマとする傾向が
強かった上、公衆衛生の課題は主に国内の問題として扱われてきた。他方、グローバル化
の進展に伴い、エイズなど感染症の問題が、グローバルな脅威として認識されるように
なったことを受けて、近年、国際政治の視点で公衆衛生の問題を扱う研究が増えてきてい
る。それらの研究は、必ずしも国家と国家が協力しやすい分野としての公衆衛生にではな
く、国家間の新たな争点領域としての公衆衛生に関心を示しているのである4）。
本稿では前半で、国境を越える感染症への対応枠組みがいかに組織化されてきたのかを
みていく。そして後半では、新型コロナをめぐる国際社会の動向を概観し、今後、国際枠
組みにはいかなる課題があるのかを論じていきたい。

Ⅰ

国際保健協力の歴史的展開

国際衛生協定

₁

国境を越える協力枠組み誕生の直接の契機となったのは19世紀初頭ヨーロッパでのコレ
ラの流行であった。コレラはもともとアジアの風土病であったが、貿易や巡礼者の動きな
ど、国境を越える動きを媒介として19世紀初頭以降、世界各地へ伝播した。とりわけ当時
のヨーロッパは産業革命を経て都市化の拡大が起きており、コレラが流行するには絶好の
温床であった5）。
コレラの流行に対しては、ヨーロッパ各地で対応のための法整備や下水道・居住環境等
の見直しが行われたが、対策として十分とはいえなかった。たとえ国内のシステムを改善
したとしても、感染症は国境を越えて流入してくるからだ。こうして感染症対応の国際条
約を策定する目的で1851年以降、ヨーロッパ主要国の間で定期的に国際衛生会議が開催さ
3） “Anticipating WHOʼs COVID-19 Origins Report, Tensions Rise between US, China,” First Post, 15
March 2021, at https://www.firstpost.com/ (as of 30 March 2021).
4） Colin McInnes and Kelley Lee, Global Health and International Relations (Polity 2012), Chap. 2.
5） 見市雅俊『コレラの世界史

新装版』（晶文社、2020年）第 1 章。
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れるようになった。
しかし、関係諸国の合意形成は容易ではなく、実際に条約が策定されるまでに約半世紀
の時間を要した。他方、この会議は第 1 次世界大戦に向かって国際関係が悪化していく中
でも、多国間協調の場であり続けた。例えば普仏戦争後の1874年の会議には独仏両国が参
加、三国同盟と三国協商が対立を深めていく20世紀初頭にも、ヨーロッパ主要国が集う形
で国際衛生会議が開催された。また単発的にではあるがアメリカ、日本、中国といった非
西欧諸国も会議に参加した6）。国際関係が悪化する中でも、国際協力により感染症の管理
を行なっていこうという各国の熱意が存在していたことが窺える。
半世紀にわたる長い協議の末、1903年にようやく国際衛生協定（Convention sanitaire
internationale）が締結された。当該協定の下で、領域内で特定の感染症（コレラとペスト、
1912年に黄熱病が付け加わる）が発症した際には互いに通知する義務、感染している船や
人に対する共通の対処法等が定められた。当該協定を運用するために国際機関を設立する
ことも合意され、1907年にはパリに国際公衆衛生事務局が開設された。こうしてヨーロッ
パ諸国を域外から侵入する感染症から守るための国際法が制定されたのであった7）。
国際連盟の保健協力

₂

このように20世紀初頭において国際衛生協定とそれを監督するための国際機関が存在し
ていたが、それでは十分とはいえなかった。第 1 次世界大戦後、東欧でチフスが流行した
際、ポーランドが国際公衆衛生事務局に支援を要請したが、同事務局は対応できなかった。
そもそも大規模な感染症に対応するための専門家スタッフ等を備えていなかったためであ
る。また国際衛生協定はコレラ、ペスト、黄熱病という特定の感染症のみを扱い、第 1 次
世界大戦時に流行したインフルエンザやマラリアは対象としていないという問題点も明ら
かとなった。
このような限界を埋め合わせるべく奮闘したのが国際連盟であった。第 1 次世界大戦後
にヨーロッパで広がったチフスについて、国際連盟は感染症委員会を設置して対応に当た
り、その活動が国際的に評価されると、1923年に常設の保健機関（国際連盟保健機関）を
設立した。国際連盟保健機関は広義の「健康」の実現を目指し、そもそも病気にかからな
いように栄養価の高い食事を取ることを推奨したり、公衆衛生インフラの整備に取り組ん
だりするなど幅広い事業に従事した。国際連盟の活動と「健康」の解釈は、今日の保健協
6） Norman Howard-Jones, The Scientific Background of the International Sanitary Conferences 18511938 (WHO, 1975), p. 38.
7） Ibid., p. 85.
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力にも引き継がれている8）。
国際連盟保健機関の活動は、国家間の対立・緊張関係が保健事業に反映されたり、逆に
保健事業が政治的対立の緩和剤として用いられたりすることもしばしばあった。その顕著
な事例はドイツをめぐるものであった。第 1 次世界大戦で敗戦国となったドイツは近隣国
の反対もあり、国際連盟に加盟できなかった。他方、医学大国ドイツを保健協力から除外
することはあまりにも非合理的であった。国際連盟保健機関は早いうちからドイツとの協
力関係を模索し、専門家会合にベルンハルト・ノホトら、ドイツ人研究者を招待していた
が、フランス、ベルギーはドイツ人研究者の会議参加を拒否することもしばしばみられた。
しかし、1925年にロカルノ条約が締結され、1926年にドイツが国際連盟に加盟すると、
ヨーロッパ国際関係は協調の時代に入った。保健協力もその影響を受け、1926年以降は例
えばノホトが率いる研究所がマラリアの人材育成事業を展開するなど、保健事業はドイツ
と連盟をつなぐ重要な連結点となった9）。
日本もドイツと同じく1933年に国際連盟に脱退通告を行うが、その後も保健協力にはと
どまり、その関係は1938年まで続いた。国際連盟の事務総長と日本の外務省の国際協調派
は保健協力が日本と国際社会の連結点となることを期待したが、修復不可能な日本と国際
社会の関係を埋め合わせるには、保健協力はあまりにも無力であった10）。保健分野は安全
保障など他の争点に比べて、協力することで互いに利益を高め合えるため、相対的に協力
しやすい部分があるかもしれない。しかし同時に、保健分野は国際関係における一つの争
点にもなりうる。国家間に基本的な信頼関係が存在しない、あるいは他の争点において修
復し難い問題を抱えている場合であればなおさら、保健協力に潤滑油的な役割を期待する
のは無理があるだろう。
冷戦下での感染症協力

₃

アメリカは第 2 次世界大戦が始まると、国際連盟保健機関の官僚をワシントンやロンド
ンにアドバイザーとして招き、連合国陣営の感染症管理に役立てようとした。そうした経
験から、戦後の保健協力の機関の設立にも早くから意欲的な姿勢をみせ、保健機関の官僚
たちに連盟の経験をベースとして戦後の保健機関の憲章を起草するように指示した11）。
8） 安田佳代『国際政治のなかの国際保健事業─国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセフへ
─』（ミネルヴァ書房、2014年）第 1 章、第 3 章。
9） Iris Borowy, Coming to Terms with World Health : The League of Nations Health Organisation 19211946 (Peter Lang, 2009), pp. 80-85.
10） 安田『前掲書』（注 8 ）第 2 章。
11） 同上、第 3 章。
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この時期のアメリカは保健協力に限らず、食糧、経済・金融など機能的国際機関の設立
に熱心であった。たとえば1943年には連合国食糧農業会議を招集し、FAO の設立を導いた
し、翌1944年にはブレトン・ウッズ会議を招集し、IBRD と IMF の設立を導いた。国家間
が比較的合意しやすい機能的問題に取り組む国際機構を設立することで、より合意が難し
い分野の協調につなげたい、戦後の国際秩序の土台としたいというアメリカの期待がその
背景には存在したのであった12）。
設立後の WHO では、冷戦にもかかわらず米ソの協力がみられたが、当初は米ソの対立
が様々な局面でみられた。ソ連は1949-1955年までの間、WHO での活動を休止、WHO に
復帰した後も当時 WHO のマラリア根絶プログラムをバックアップしていたアメリカに対
抗して、天然痘根絶事業を提案した。ソ連の提案に対し、西側の国々は冷ややかな視線を
送っていたが、皮肉なことにそのプログラムが動き出すきっかけとなったのがアメリカの
動きであった。1965年アメリカはベトナム戦争で失墜した信頼を回復するべく、ソ連の提
案に支持を表明、二大覇権国のワクチンとリソースを活用する形で、WHO の天然痘根絶
事業が始まった。WHO も米ソのいずれかに肩入れしていると誤解されないように配慮、
結果的に双方から協力を引き出すことに成功し、天然痘の根絶へと導いたのであった13）。
米ソはポリオ根絶においても協力した。ポリオワクチンとしては当初、不活化ワクチン
が主に利用されていたが、不活化ワクチンは注射で接種するので、医療関係者でなければ
接種ができず、高価であるという問題点もあった。このような問題点に対処するべく、ア
メリカの医学者アルバート・セービンは生ポリオワクチンの開発に取り組んだ。生ポリオ
ワクチンは注射ではなく、経口接種なので、誰でも簡単に口に垂らすだけで、多くの人に
接種できるという利点があった。セービンの開発した生ポリオワクチンの安全性と有効性
を証明するためには、数百万人の被験者が必要だったが、アメリカではすでに不活化ワク
チンの接種を受けた人がほとんどであったため、被験者となれる人が多くはなかった。他
方、ソ連はポリオワクチンを必要としており、こうして1956年以降、生ポリオワクチンの
実用化に向けた米ソ研究者の協力が始まった。ソ連とその衛星国では、アメリカで開発さ
れた生ポリオワクチンの大規模臨床実験が実施され、実用化が実現、1988年には生ポリオ
ワクチンを活用する形で、WHO のポリオ根絶プログラムが始まった14）。
総じて冷戦期の米ソは、政治的に激しく対立し、保健分野においても当初は対立がみら
12） 詫摩佳代「国連システムの構築におけるトランスナショナルネットワークの役割─戦時食料協力
からの一考察─」『国際政治』193号（2018年）108-122頁。
13） 詫摩佳代『人類と病─国際政治から見る感染症と健康格差─』
（中央公論新社、2020年）第 2 章。
14） W. スワンソン「冷戦下に生まれた生ワクチン」『別冊日経サイエンス』188号（2012年）140-143頁。
46 （ 46 ）
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れたが、結局協調に転じた。当時においてポリオや天然痘といった感染症は米ソ自身の脅
威というより、同盟国にとっての脅威であり、その脅威を除去することは各々の同盟陣営
を強化する上で有益であった。そのため、米ソが互いに WHO という国際機関を活用しつ
つ、協力することによって、各々の冷戦戦略を強化できるというインセンティブが存在し
た。その意味で冷戦期の米ソ保健協力は、先進国、途上国問わずほぼ全ての世界の被害を
もたらした新型コロナへの対応とは一線を画す事例といえる。

Ⅱ

グローバル化時代の感染症

以上、歴史的に感染症への対応は国際協調に支えられてきた様子をみてきたが、近年で
はグローバル化の進展に伴い、感染症をめぐる国際協調はそれほど容易ではなくなってい
る。その背景として、グローバル化時代の感染症の特徴を抑えておく必要があるだろう。
冷戦終結後の感染症は途上国のみならず、先進国にも広く影響を与えうるものであり、そ
の影響も我々の健康に限られず、経済や防衛など他分野に影響を及ぼしうるグローバルな
危機へと性格を変化させてきた。大量の航空機が世界を飛び回る時代においては、瞬く間
に世界に感染が広がりうるし、たとえ感染を免れたとしても経済や日常生活等において
様々な支障を余儀なくされる。このような状況の中で感染症は、公衆衛生という閉じられ
た領域の一課題から、安全保障をも含む広義の文脈の中で位置づけ直されてきたのである。
その最大の契機となったのはエイズの流行である。1981年に初めての症例が報告されて
以降、世界を席巻してきたエイズであるが、感染者数は1996年にピークを迎えたとはいえ、
2017年時点で3600万人以上がエイズに感染している。若者を中心に各地で感染が拡大する
ことは国家の安全保障機能のみならず、国連平和維持活動（PKO）など国際平和の維持に
おいても打撃を与えうる事態となってきた。2000年 1 月の国連安保理では、アフリカの平
和と安全におけるエイズのインパクトを認め、安全保障の観点からエイズ対策の必要性を
指摘した国連安保理決議 1308 が採択された15）。WHO のほか国連合同エイズ計画や世界銀
行など多様な枠組みが連携、感染者数を確実に抑えてきた。
その後も感染症の世界的なインパクトゆえに、その対応は国際的連帯を呼びかける、あ
るいは結束を促すための政治的働きかけにしばしば支えられてきた。例えば2000年の主要
国首脳会議（沖縄サミット）の公式文書には、
「健康は経済成長に直接的に寄与する一方で、
不健康は貧困をもたらす」との認識が示され、エイズやマラリア等の健康課題へのサミッ

15） UN Doc. S/RES/1308 (2000).
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トとしての積極的な関与が謳われた16）。2006年のサンクトペテルブルク・サミットでは初
の G8 保健相会合が開催され、2008年の洞爺湖サミットでは、途上国における保健システ
ムの強化に合意がなされた。
2014年の西アフリカでのエボラ出血熱の流行に際しては WHO の対応は遅れたが、当時
のオバマ米大統領のイニシアティブのもと、国連でサミットが開催され、世界規模の危機
に対応するための話し合いが行われた。国連安保理では、エボラの流行が国際社会の平和
と安全への脅威になりうると謳った安保理決議 2177 が採択され17）、その後、国連エボラ
緊急対応ミッションが設立され、リベリアで展開されていた国連平和維持活動と協力しな
がら対応にあたった。多くの人命が失われ、経済的損失を伴った危機であったが、アメリ
カのリーダーシップ、WHO と国連、国連平和維持活動、世界銀行など多様なアクターの
連携が終息に大きく貢献した18）。総じてグローバル化時代の感染症は、そのインパクトが
先進国・途上国問わず、広範囲に及ぶからこそ、政治との親和性が極めて高くなっている
といえる。そのことは、対応に政治的リーダーシップが必要とされるという意味にとどま
らず、感染症をめぐる協力が国家間の立派な争点となり得ること、だからこそ「保健分野
＝協力しやすい」という公式はもはや成り立たなくなっていることをも示している。その
ことを顕著に示したのが、今回の新型コロナウイルスであった。

Ⅲ

新型コロナと国際政治

新型コロナへの対応をめぐっては、残念ながら協力よりも対立が顕在化してきたが、そ
の第 1 の要因は、このウイルスが上記で確認したような「グローバル化時代の感染症」の
特徴を兼ね備えたものであったということだ。実際、新型コロナは先進国・途上国問わず
世界中を席巻し、経済・社会を含む多様な領域に影響を与え、ウイルスへの対応は国際関
係における一つの争点と化した。とりわけ米中の関係において、その様子は顕著であった。
トランプは2020年 2 月初旬、習近平国家主席と電話会談した際には「中国の対応を完全に
支持する」と述べていたが19）、2020年 3 月以降、米国で感染者数が劇的に増加すると、秋
に控えていた大統領選挙を意識して、新型コロナを「武漢ウイルス」と呼んだり、WHO
16） 外務省「G8 コミュニケ・沖縄2000」、2000年 7 月23日。
17） UN Doc. S/RES/2177 (2014).
18） 詫摩『前掲書』（注13）第 3 章。
19） Ministry of Foreign Affairs of the Peopleʼs Republic of China, “President Xi Jinping Had a Phone
Call with US President Donald Trump,” 7 February 2020, at https://www.fmprc.gov.cn/ (as of 30
March 2021).
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への批判を強めたりすることで、自身への批判を回避しようと試みた。そのような政治的
配慮の結果、米中間では発生源やワクチン開発等をめぐって対立や競合が激化していった。
新型コロナをめぐって協力よりも対立が顕在化した第 2 の要因は、リベラルな国際秩序
の衰退である。新型コロナの流行が始まった時、リベラルな国際秩序が衰退してきたとい
われて久しい時期でもあり、米中は貿易や技術覇権をめぐって史上最悪の関係にあった20）。
従来、公衆衛生上の危機に際して、リーダーシップを発揮してきた米国の大統領は自国第
一を掲げるドナルド・トランプであった。グローバルな脅威にはエイズやエボラのように
国連安保理決議を通して連帯の基盤を形成することが望ましく、2020年 7 月の国連安保理
では安保理決議 2532 が採択されたものの21）、内容はコロナ禍における国際紛争に関する
ものであり、エボラの時のように、国際協力によって感染そのものを収束させようという
内容ではなかった。トランプは早期からワクチン開発に多額の資金を投じたが、その際、
投資の見返りとして米国民分のワクチンを優先的に確保しようとして国際的な批判を浴び
る一幕もあった。
新型コロナをめぐって協力がうまく機能しなかった第 3 の要因は、新型コロナ前から存
在した、保健ガバナンスの構造的問題点である。その主たるものは IHR に関するものであ
る。IHR は本稿Ⅰでみた国際衛生協定に起源を持ち、領域内のサーベイランスや水際対策、
WHO への一定時間内の報告義務など、感染症対応のための各種義務が定められている。
この条約は国際環境の変動に応じて、数々の改定を経てきた22）。直近2005年の改定では、
対象が特定の感染症から自国領域内における PHEIC へと拡大された。この改定は 9．11 同
時多発テロを受け、炭疽菌ウイルスなどを用いたテロの危険性が高まったことを反映した
ものであり、これらの事象が発生した場合、加盟国は評価後24時間以内に WHO へ通知す
ることが義務付けられた。このほか、WHO は国家以外の様々な主体やネットワークから
得られた情報に関して、当該国に照会し、検証を求められるようになった。これはイン
ターネットの普及により、多様な主体から迅速に正確な情報を得られるようになった現状
を反映したものである。2005年の改定ではさらに、感染拡大防止のための対策は社会・経
済に与える影響を最小限に止めるよう配慮すべきことも加えられた。SARS の時、WHO が
20） ドナルド・トランプの当選（2016年11月）やイギリスの EU 離脱国民投票（2016年 6 月）以降、国
際問題を扱うジャーナルでも、こうしたテーマの論考がすでに多くみられてきた。たとえば Robin
Niblett, “Liberalism in Retreat : The Demise of a Dream,” Foreign Affairs, Vol. 96, No. 1 (January/
February 2017), pp. 17-24 など。
21） UN Doc. S/RES/2532 (2020).
22） David Fidler, “Revision of the World Health Organizationʼs International Health Regulations,” ASIL
Insights, Vol. 8, No. 8 (16 April 2004).
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カナダや中国の一部地域への渡航禁止勧告を出し、それが大きな経済的損失をもたらした
ことへの反省であった。以降、WHO は今回の新型コロナも含め、渡航禁止勧告を出して
いない23）。
以上のような改定にもかかわらず、規則で定められた義務や権能を加盟国ならびに
WHO が適切に遂行していない現状が今回、明らかとなった。とりわけ中国の初動対応の
遅れは明らかであり、英サウサンプトン大学の研究チームは、あと 3 週間中国の対応が早
ければ、世界的な感染者の数を95％削減できていただろうという報告を出している24）。規
則に定められた各国の義務をいかに適切に遂行させるか、また途上国に関しては対応能力
の向上という課題も立ちはだかるのである。
また、WHO の機能に強制力がないことも問題点として浮上した一つであろう。2021年
初頭に WHO の調査団が中国・武漢で新型コロナ発生源調査を実施したが、ほとんど何も
明らかにされなかった。その後、国際社会からの圧力もあり、WHO の調査団が中国に対
して、追加のサンプルやデータの提供を要請したものの、中国から協力的な姿勢はみられ
なかった。WHO が強制力を持たず、加盟国の自発的な協力に依拠しているという限界を
明らかにした形だ25）。
以上 3 つの要因は相互に関係しあっているという事情も、状況をより一層複雑化させて
いる。とりわけ第 3 の要因である制度面の課題26）に関しては、WHO 改革や新たにパンデ
ミック条約創設を通じて改善しようという国際的機運が高まってきたものの、米中の対立
が障壁となって前進できない部分も少なくない。また、パンデミック終息に必要なワクチ
ンの供給に関しても、欧米諸国と中国の競合がみられる現状だ27）。

お

わ

り

に

今後、短期的には現在のパンデミックを一刻も早く終息させる必要があるし、中長期的
にみれば、新型コロナで得た教訓を制度に反映させていく努力が求められる。そのために
も第 3 の要因、すなわち制度を強化していくというのが現実的な方策であろう。他方、国
際社会でそれを実行に移すためには、加盟国の合意と積極的な関与が不可欠である。残念
23） 詫摩『前掲書』（注13）第 3 章。
24） Audrey Conklin, “Chinaʼs 3-week Delay in Coronavirus Response Accelerated Spread : Study,” Fox
Business, 19 March 2020, at https://www.foxbusiness.com/ (as of 30 March 2021).
25） IHR の履行については、本特集の鈴木淳一論説を参照。
26） 制度面の課題については、本特集の城山英明論説も参照。
27）「ワクチン外交」については、本特集の廣瀬陽子論説を参照。
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ながら現状では上述の通り、米中の対立がその障壁となっている。米中の間には、WHO
改革をめぐって、あるいは新型コロナの発生源調査をめぐって軋轢が残る。そのような中
で、かろうじて期待を見出そうとすれば、それは日本やヨーロッパなど、いわゆるミドル
パワーの動きである。実際、米中が対立する中でも、こうした国々の積極的な関与により、
様々な進展がみられてきた。G7 は2020年 4 月以降、WHO 改革に向けた話合いを行い、同
年秋の WHO 総会にはドイツとフランスが主導した WHO 改革案が提案されたし、EU 主
導でパンデミック条約も提案されてきた。ワクチンの公平アクセスに向けた国際協同枠組
み COVAX ファシリティも、米中露が未加盟の時期にも、かなりの資金を集めてきた。
2021年 6 月 2 日には日本政府と GAVI ワクチンアライアンスの共催で COVAX ワクチン・
サミット（AMC 増資首脳会合）が開催され、COVAX への新たな増資も約束された。米中対
立が激しさを増す中で、日本を含むミドルパワーの役割や責任が一層増しているといえる。
制度に関していえば、グローバルな脅威としてのパンデミックに対応するための包括的
な枠組みの整備も必要であろう。上述の通り、グローバル化時代の感染症は、単なる公衆
衛生上の危機ではなく、経済にも社会にも大きな打撃を与えるグローバルな危機である。
インパクトの大きさを鑑みれば、WHO のみに対応の重責を期待するのは酷である。新型
コロナをめぐっても、途上国の累積債務など経済分野の課題に対しては世界銀行が動いて
いるし、貧困の助長に関しては世界銀行や国連（とりわけユニセフ）をはじめとする複数
の組織が取り組みを強めている。ワクチンの輸送に関しては、ユニセフが途上国でのワク
チン輸送と接種という長年の経験を生かして活躍している。国連の複数の組織が、その特
徴を生かして、グローバルな危機に有機的に連携できる制度枠組みが、国連システム内部
で今一度、整備されるべき時にきている。保健分野に限らず、人道支援等の分野において
も、多様なニーズがある現状を踏まえ、各支援分野を管轄する諸アクターの協調・調整の
必要性が認識され、整備されてきた経緯がある28）。もっとも、そのような制度枠組みを整
備するにあたっては、専門機関間の競合や国家間の対立など、政治と密接に関わりあうこ
とが予測されるが、ファシリテーターとしてのミドルパワーの役割をそこにも期待しつつ、
グローバルな危機に対処するための制度の見直しが行われるべき時に来ている。
感染症に関する国際協力の歴史を振り返れば、人類は危機をチャンスとして、制度を発
展させてきた。時代にそぐわない組織であると判断されるなら、時代に即した新しい枠組
みを設立することも一つのオプションであろう。いずれにせよ、それを実行に移すために
は、加盟国の合意と積極的な関与が必要なのである。
28） 赤星聖『国内避難民問題のグローバル・ガバナンス ─アクターの多様化とガバナンスの変化
─』（有信堂高文社、2020年）第 4 章。
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