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１．主催者あいさつ・企画意図説明 

 

佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 今回のイベントは「社会的課題解決型ビジネス」と題する。背景にはビジネスと開発

の結びつきが強くなったことが挙げられる。開発においてビジネスの果たす役割に注

目が集まっているが、「BOPビジネス」とすると、どうすればビジネスが成功するかと

いう議論に偏ってしまう。今回は、課題を解決するためにどういうことが必要かを考

える。企業が途上国でビジネスをし、成功するために、困難なことを多面的に討論す

ることが目的である。社会的課題をどのようにビジネスと結びつけて考えていくかを

考えるきっかけになればよい。 

 

 

２．オリセットネット（蚊帳事業）の現状、課題、展望 

 

水野達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 

 5年 3ヶ月前から当事業に携わっており、ビジネスの第 2期を担当している。本日は今

後の課題と展望についてお話ししたい。 

 マラリアの脅威について。全世界で年間 3 億人以上がマラリアに感染し、年間 100 万

人以上が死亡している。その中の 9 割が 5 歳以下の子どもである。地域別ではアフリ

カが圧倒的に多い。 

 ミレニアム開発目標と本事業が大きく関連していることを知っていただきたい。目標 6

にマラリアの蔓延防止が掲げられており、さらに目標 1（極度の貧困と飢餓の撲滅）、

目標 4（乳幼児死亡率の低減）、目標 5（妊産婦の健康改善）とも関連している。目標 8 

（開発のためのグローバル・パートナーシップの推進）についても、官民連携という

部分で関連している。 

 WHO と UN の方針とその変遷。WHO の初期の方針（1995～2000 年）では、5 歳未

満児と妊産婦を対象としていた。ここでは、半年毎に蚊帳を薬剤に浸す処理を住民自

身が行う方式が採用された。しかし、蚊帳がすぐに破れたり、処理に手間がかかるた

め再処理率が向上しないなどの問題があり、十分な効果が得られていなかった。 

 2001年、オリセットネットが長期残効型蚊帳 LLIN（long lasting insecticidal net）

として世界で初めてWHOから Full Recommendation を獲得した。 

 2008年、WHO／GMP、UNが新方針 Universal Coverage を発表。これは妊産婦など

だけでなく一般の大人もかからないことが重要だという認識からである。2008 年の試

算では蚊帳の必要数量の合計は 290百万帳であった。 
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 住友化学の挑戦について。タンザニアの北東部アルーシャにオリセットネットの工場

を建設。工場の生産規模は、2007年には 2,000万帳であったが、現在は 3,000万張に

まで拡大している。敷地内に研究所を設立し、開発も手がけている。住友化学では大

中小 180台ほどのトラックを保有し、ここから東アフリカ全土に蚊帳を運んでいる。 

 蚊帳の効果について。以前は 30秒に 1人が亡くなっている状況だったが、現在では 45

秒に 1 人になった。それでも、なお、毎分一人の子供がアフリカで亡くなっている。

マラリア対策は、予防、診断、治療の 3 点セットでないと意味がない。蚊帳は予防の

部分を担う。しかも、この３点セットで救える命である。現在は国連機関と企業、現

地が連携して動いている。 

 企業理念について。住友グループの企業理念は「自利利他公私一如」。自分たちの利益

だけでなく、社会的な利益も考えるということ。目標は、アフリカの貧困の終焉の一

助になることである。 

 今後の国際課題と住友化学の挑戦について。第一に、蚊帳のリプレイスの実現。これ

は一度活動をやめると、マラリアの感染者が急激に増加するという特徴があるためで

ある。第二に、ファンドの確保。世界的に経済が不安定のなか、どのようにして資金

を確保するかが課題である。第三に、効果的な支援の維持と継続。これは限られた資

金でいかにいい蚊帳を作るかということである。第四に、殺虫剤抵抗性蚊の発達対策

としての抵抗性対策蚊帳の開発である。そして長期的視点に立つ場合、コマーシャル

市場構築が必要になってくる。 

 マラリア対策はフェーズ 1 では、アジアにしかなかった蚊帳の文化をアフリカに定着

させることに成功し、国際機関から資金援助も受けるようになった。現在はこの後の

段階である。フェーズ 2 では、国際機関との継続的な関係強化が図られていく。また

製品ラインの拡張、継続的な地域支援・技術支援が必要である。新興国において起業

家精神が最近台頭してきたことは市場の形成につながっている。2020 年以降のフェー

ズ 3 では、消費者レベルでの理解の向上が図られることが必要である。そのために必

要とされるのがマーケティング支援である。 

 

 

３．蚊帳事業への懸念、企業への期待 

 

田坂興亜 元国際基督教大学教授、アジア学院理事（前理事長・元校長） 

 日本ユニセフ協会本部でのオリセットネットのお披露目会で、住友化学の社長がオリ

セットネットの 2 つの特徴を挙げた。第一に、普通の蚊帳より網目の穴が大きくして

あり、蚊は穴から中に入ろうとするときに、必ず蚊帳にとまるので、そのとき蚊帳の

繊維に練りこんだ殺虫剤が体内に入って蚊が死ぬということ。第二に、使っている農
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薬はほぼ人畜無害ということ。蚊帳に触ったら手を洗うという指示を出しているが、

これについては安全だが念のためという説明であった。 

 オリセットネット普及のための日本政府の財政支援について。アフリカでは 2003～

2004 年にかけてタンザニアで農薬蚊帳の生産が始まった。日本政府は JBIC を通じて

工場建設に対する融資を行った。量産された農薬蚊帳は、JICA やユニセフを通してア

フリカ 24 か国で普及した。日本政府は、JICA やユニセフが蚊帳を買いとるにあたっ

て、2003～2006 年の間に JICA に約 4億 8 千万円、ユニセフに約 31 億円を無償資金

協力・技術協力というかたちで拠出した。 

 蚊帳に使用されているのは、ピレスロイド系のペルメトリン。ペルメトリン入りの蚊

帳を使用することに対する第一の懸念点は、ペルメトリンの急性毒性は非常に低いも

のの、遺伝子の発現を妨害することによって人間を含む哺乳動物の脳の発達を阻害す

るという報告が近年日本の研究者によってなされていること。第二の懸念点は、アフ

リカ各地でペルメトリンに対して耐性を持つ蚊が発見されていること。WHO の 2011

年のWorld Malaria Report を含めて、これを報告する文献が多数ある。第三の懸念点

は、ペルメトリン耐性を身につけた蚊が出現している中で、蚊が通過できない普通の

蚊帳に比べて、網目を大きくしている農薬入りの蚊帳が本当にマラリアから人々を守

ることになるのか疑問だということ。農薬蚊帳がマラリア防除に効果ありとする論文

がある一方で、逆効果だとする論文もある。 

 農薬の入らない普通の蚊帳の生産と普及に日本の ODAを用いることへの提案。農薬入

り蚊帳の普及を行っているユニセフとWHO、また多額の財政支援を行っている日本政

府は、現在までの政策を徹底的に再検討する必要がある。農薬入りの蚊帳が、農薬の

入らない普通の蚊帳に比べてより有効であり続けるという確証が得られない限り、よ

り安く持続的に大量生産が可能な農薬の入らない普通の蚊帳の生産と普及に政策を転

換し、支援を行うことを提案する。 

 マラリア対策における国際協力で企業に期待すること。ピレスロイド系農薬に対して

耐性を持った蚊が増えるのに伴い、別の農薬が添付された蚊帳が開発され、導入が図

られるものと思われるが、このような「いたちごっこ」によってマラリアからアフリ

カの子どもたちを守ることはできないであろう。むしろ農薬の入らない蚊帳の導入が、

蚊帳を使わなかったときと比べてどのくらい 5 歳以下の幼児の（マラリアによる）死

亡率を低下させるかの厳密なデータをとることが必要である。 

 農薬の入らない普通の蚊帳と農薬入りの蚊帳で効果に大差がない場合には、現地受益

者の利益を優先して、普通の蚊帳の現地生産に協力するかたちの国際貢献に切り替え

ていただきたい。 

 公正な評価とは、有害性がないことを立証すること。安全であることを証明してから

市場へ出すということ。それが出来なければ予防原則をとるべきである。また、農薬

蚊帳と普通蚊帳の効果比較において、第三者機関による両者の比較テストを実施する
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べきである。 

 製造工程での曝露から、ユーザーへの影響（特に乳幼児、妊婦への曝露）、使用後の行

方など、農薬蚊帳のライフサイクルにおいて安全性を確保しなければならない。 

 代替原則。農薬蚊帳への資金投入偏重から、農薬の入らない丈夫な蚊帳の大量生産体

制への転換が必要である。加えて、環境衛生の確保、医療環境の充実など総合的で持

続的なマラリア対策に国際貢献してほしい。 

 

 

４．蚊帳の効果、保健的インパクト 

 

狩野繁之 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部長 

 サブサハラ・アフリカにおける insecticide-treated mosquito nets（以下、ITNs）の普

及は、2004年の 560万から 2010年には 1億 4,500 万へと増加。ITNsを少なくとも 1

つ持っている家庭は、2000年の 3％から 2011年には 50％へと増加。 

 2008～2011年のWorld Malaria Report によると、マラリアの流行国、感染者数、死

亡数は減少している。WHOはミレニアム開発目標の達成に、ITNs、特に long-lasting 

insecticidal nets（以下、LLINs）の普及拡大が重要な手段になるとしている。 

 toxicity or safetyの問題。普通の使い方をすれば安全である。セネガルでは ITNsを使

っていたものの、薬剤に抵抗性の蚊が出現している。さらには蚊帳で守られた人々の

免疫力が落ちたことにより、流行のリバウンドが起きたとする問題が議論となってい

る。しかし、薬剤を浸み込ませた方が蚊の密度を下げることができるし、一定の忌避

効果もあるのではないかと考えられている。安全性については、一般的な論文を見て

も通常の使用下では安全と言い切っていいという判断である。 

 

 

５．「マダガスカルにおける LLIN（長期残効型防虫剤含浸

蚊帳）による貧困削減インパクト評価に関する実験的研究」

の結果概要 

 

平野克己 アジア経済研究所上席主任調査研究員 

 プロジェクトの背景。TICADIV の際、日本の対アフリカ投資が倍になるように努力す

るという宣言がなされた。投資を増やすために研究機関にどのような手伝いができる
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のかという問いから始まった。既にアフリカに進出している企業が直面している問題、

これから進出しようとしている企業にとっての懸念点など、アフリカ特有のリスクや

コストを可視化して対応策を考えることが目的であった。マダガスカルではクーデタ

ーが起こったことにより、行政が機能しなくなり、企業が孤独な状態に陥ったことが

ある。当時は政府が企業を支援するスキームが日本にはほとんどなく、企業同士の横

のつながりもない。このように企業が相談できるところがどこにもない状態では、投

資は増えないと感じた。そのような経緯から一緒に対応策をつくっていくという意味

で始めた。 

 本研究では当初、オリセットネットを配布して効果を測定する予定だったが、国連の

ロールバック・マラリア・キャンペーン（蚊帳の無料配布）が既に行われており、蚊

帳がかなり普及している状態であった。そこで、蚊帳配布の時間差を利用し統計的な

処理によってオリセットネットの教育効果や各家庭の所得の変化を測定するという方

針に切り替えた。しかし、教育や所得という面では期待するようなデータが得られな

かった。 

 プロジェクトを振り返ると、本来オリセットネットによって 100％マラリア感染を防げ

るはずだが、配布後も感染者が出るのはなぜかという疑問が残った。マダガスカル独

特の生活習慣や文化が影響している可能性が指摘できるが、確実ではない。 

 費用対効果でみると、オリセットネットは多大な貢献をしたといえる。 

 

 

６．蚊帳事業を巡る国際協力のあり方について 

 

高橋清貴 日本国際ボランティアセンター調査研究・政策提言担当 

     恵泉女学園大学特任准教授 

 3 つの視座を示す。まず、BOP と持続可能性。次に、化学物質管理の国際動向。最後

に倫理観のシフトである。 

 BOP と持続可能性。BOP1.0 では“貧困層は消費者”であったが、BOP2.0 では“共

にビジネスを創る”存在へ。BOP 自身の視点に基づく持続可能性では、ポイントとし

て①地元密着性、②環境・資源を守る、という 2点が挙げられる。 

 化学物質の国際的動向。1992 年の地球サミットで採択されたリオ宣言は「予防的取り

組み」について言及している。2002 年の持続可能な開発に関する世界首脳会議では、

実施計画の中にリスク評価・管理に関する言及がある。2006 年の国際化学物質管理会

議では、国際的な化学物質管理のための包括的方針戦略が示された。リオ＋20 成果文

書では化学物質について、技術協力とガバナンス支援、官民連携、ライフサイクル評

価や Extended Producer’s Responsibility に関する記述がある。 



8 

 

 化学物質のライフサイクルとリスク評価について。生産から使用、廃棄まで包括的に

リスクをコントロールすることが必要である。 

 リスクベース管理については、ハザードベース管理（化学物質固有の危険性のみに着

目）とリスクベース管理（人や環境への排出量（暴露量）を考慮）が必要だと考える。

問題は途上国でどのくらい管理できているか、どう管理していくかということである。 

 GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）の国際的導入状況を見る

と、アジアや EU では取り組みが始まっているが、アフリカではまだである。化学物

質の管理強化は国際的な趨勢であり、サプライチェーン全体でリスク削減を行う方向

である。「物理化学的危険性」、「健康有害性」のみならず、「環境有害性」の観点から

積極的に代替物質の開発を推進することが求められる。これは包括的リスク評価から

「グリーン・ケミストリー」へということである。 

 最後に倫理観のシフト。MDGs や RBM は、人々の関心を「経済中心」から「人間中

心」にシフトさせた。しかし、人間のニーズに応えるという考えにとどまれば、功利

主義を超えられない。今後は「人間中心」から「地球的配慮」（「場」の倫理）に視点

を移行させていかなければ、本当の持続可能な社会はつくれないのではないか。 

 

 

７．相互討論・会場との Q&A、全体討論 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 まず水野氏に田坂氏の疑問点、①労働者の安全性について、②薬剤耐性の「いたちご

っこ」という点について、お答えいただきたい。 

 

水野 達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 

 工場の労働環境については、従業員が 1 日当たりどれくらい被ばくするかというデー

タは持っている。それに基づいて安全対策を行っている。実は濃度が一番高いのは日

本で原料を詰める作業をするときである。ここでは別の方式でしかるべき安全対策を

取っている。現地での被ばく量は低い。 

 「いたちごっこ」という点については、耐性のある蚊に効く技術、モノを開発してい

る。既に新しい薬剤を入れる方法や、別の薬剤（密度を下げるモノと忌避的なモノ）

を開発しており、WHOの認可待ちである。 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 田坂氏からは、薬剤をつける蚊帳とつけない蚊帳の対比について意見があった。限ら

れた資金での費用対効果という点で考えると薬剤つきが良いという意見について、田
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坂氏の考えは。また挙証責任についてはどうか。 

 

田坂 興亜 元国際基督教大学教授、アジア学院理事（元理事長・校長） 

 これについては第三者による厳密な確認が必要である。高名な学者が言ったからとい

うことではなく、普通の蚊帳でなく農薬入りでなければいけないということを示す実

証的データが必要だと考える。 

 挙証責任については、実験動物による知見が得られた場合には、それを検討すること

が必要である。その上で本当にベネフィットになるのか、それとも普通の蚊帳に切り

替えたほうが（限られた予算の中で）経済的にも良いのかという点を考える必要があ

る。また、長く使用できる丈夫な蚊帳の開発が必要と考える。 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 ビジネスと組むことについて狩野氏の考えは。 

 

狩野 繁之 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部 

 マラリア対策に効果的で、ビジネスとして成立するのであれば推奨されるべきもので

はないか。マラリアを撲滅することにそのビジネスモデルの価値観を集約していけば

よいのではないか。 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 平野氏に対して。貧困削減効果は確証できなかったということであるが、ビジネスと

して投資を倍増させるだけでは駄目なのか。 

 

平野 克己 アジア経済研究所上席主任調査研究員 

 駄目だと考える。企業は儲けようという動機だけでは貧困地でのビジネスを維持でき

ない。現地に派遣された社員はそこで生活していかなければならない。貧しい人と日々

お付き合いをして、自社製品の消費者になってもらわなければならない。そういうぎ

りぎりのなかで営業している社員は、利潤動機だけでは過酷なビジネス環境に耐えき

れない。自分たちの仕事の意味をつきつめて考える必要に迫られる。 

 BOP ビジネスとは消費における開発である。貧困層がもつ僅少な現金で得られる効用

を高めることによって、彼らの厚生水準を引き上げていくのだ。BOP ビジネスを進め

るためには過酷な環境に挑まなくてはならない。常に安全な方向にしか進んでいけな

いということでは、開発などできないし BOPビジネスも実現できない。開発は社会変

革のひとつであるから、社会としてリスクをとらないといけない。100%安全な開発は

ない。だからリスク対策とリスク分散が必要になる。 
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モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 アフリカでビジネスをするには常に倫理性が装備されなければならないということだ

と考える。 

 高橋氏は、リスク管理という点についてどう考えるか。 

 

高橋清貴 日本国際ボランティアセンター調査研究・政策提言担当 

     恵泉女学園大学特任准教授 

 まず、選択するために適正な情報が伝わっているかが重要である。また、リスクは製

品を作る企業に負ってもらいたい。 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 次に、フロアからの意見・質問を受けつける。オリセットネットだけでなく、社会的

課題解決型ビジネスについて議論したいと考える。もちろん BOPビジネスについても

ご意見をいただきたい。 

 

NGO職員１ 

 リスクについて。1990 年代前半に、カンボジア対して日本の ODA で農薬を売るとい

うことについて NGOが大反対をした。その後、私の聞いた話では結果的に日本のもの

よりも毒性の高いものがタイなどからカンボジアへ輸入されるということがあった。

農民がリスクを理解しているかどうかは疑問である。また市民はリスクを選べるのだ

ろうか。一般の人が、管理されないかたちで被害を受けるようなやり方よりは、より

完成された管理体制のなかで行ったほうが被害を減らすことができる。これはもしか

したら社会的リスクの取り方の 1つかもしれないと考える。 

 

高橋清貴 日本国際ボランティアセンター調査研究・政策提言担当 

     恵泉女学園大学特任准教授 

 二者択一の議論ではないのではないか。メーカーが責任を持って作っているのである

から、管理がしやすいのは確かである。だからこそこれに期待をしている。しかし同

時にそれがもたらすリスクも考えなければならない。評価の難しいところは主観に頼

ってしまうということ。住民がどういう選択をし、判断するかが重要である。 

 

NGO職員２ 

 水野氏に、蚊帳の回収処理について伺いたい。さらに、無償配布と購入の割合は？ま

た、狩野氏に農薬なしのものではアフリカでは効果はないのかという点を伺いたい。 

 

水野 達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 
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 企業として回収をどうするかということは考えており、研究も進んでいる。すでに油

に戻すことに決定しており、日本国内の高い技術を持つベンチャー企業と組んでアフ

リカで行う。これは、現地で使えるものは現地に残したいという考えからである。油

として残せば家庭用、工場用として使用できる。1つの蚊帳で約 1リットルの油に戻す

ことができる。これが地域の発展に寄与できるのではないかと考えており、タンザニ

アで実験を行っている。むしろ、現在の問題は配布された蚊帳の回収をどうするかと

いう点である。使用した蚊帳をどう返してもらえるのか。無償でも手に入れたものは

個人のものか？それともコミュニティのものなのか？代わりの蚊帳はどう交換するか

などの問題がある。コミュニティ単位で共有使用しているものについては回収できる。

一方、お金を払って返してもらうという方法も考えているが現地ではそれも機能しづ

らい、回収は大きな課題である。 

 割合でいうと、無償配布が 70%、国の補償などによって普通より安い値段で販売して

いるソーシャルマーケティングが 25%、販売が残り 5%である。 

 

狩野 繁之 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部 

 普通の蚊帳でも、物理的防蚊効果は個人レベルでは十分にある。しかし、大勢のマス

を対象とした場合の薬剤含浸蚊帳と効果を比較した実験を（今さら）行うことは難し

い。また子どもに薬剤含浸蚊帳を使用しても安全性は大丈夫かというデータをとるこ

とはできない。有害事象を人で実験することができないからである。よって動物実験

での急性毒性について、データに基づいて使用方法を提案する以外にはない。 

 

民間企業会社員 

 水野氏に対して。オリセットネットが BOPビジネスの成功例として取り上げられてい

ることを、当事者としてどう考えているのか。社会課題に WHO の要請に応えて開発

を行うというのは、メーカーとして当然の話だと思うが。 

 

水野 達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 

 確かに BOP ビジネスという言葉には違和感は持っている。個人的には BOP ビジネス

だとは思っていない。70%の無償配布は国際支援ビジネス、残りについては自分のお金

を使って手に入れるという点で BOP ビジネスだと思っている。しかし、「開発」とい

う点では私のいう BOPビジネスの範疇だけでは規模の経済が成り立たない。それを考

えると、無償配布と個人購買を合わせたビジネススキーム全体で BOPビジネスと捉え

るのが解りやすい理解と思う。 

 

NGO職員３ 

 オリセットネットの効果と安全性の根拠について伺いたい。 
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狩野 繁之 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部 

 安全性について、人での有害実証はできない。動物実験を行い、それを根拠にしてい

る。通常の使い方では問題はない。効果に関しては、データが取れている限りにおい

ては十分に OKだが、それ以外は保証できない。 

 

水野 達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 

 工場については、データをとって安全性を確保している。 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 最後に、登壇者の方々から一言ずつコメントをいただきたい。 

 

田坂 興亜 元国際基督教大学教授、アジア学院理事（元理事長・校長） 

 オリセットネットを油として使う場合、ポリエチレンだけであれば問題ないが、農薬

の部分は検討されているか。 

 

水野 達男 住友化学株式会社ベクターコントロール事業部長 

 相手企業との秘密保持契約の関係で、その許可なしに公表できないが、透明性という

部分では今後しかるべき場所、時が出来れば見せることができる。 

 

狩野 繁之 国立国際医療研究センター研究所 熱帯医学・マラリア研究部 

 リスクを考えることは重要だが、マラリアに対して蚊帳をもって対策をとるという、

積極的な手法を行った方がよいと考える。 

 

平野 克己 アジア経済研究所上席主任調査研究員 

 経済学、開発論から言えば、国や人が豊かになることは、その国や人がより多くの付

加価値を作ることができるということ。付加価値を増やすのが開発の原点である。 

 アフリカの問題はいまやわれわれの問題でもある。日本経済のおかれている状況は非

常に厳しい。日本を再生させるためにいろいろなところと関わっていかなければなら

ないという状況にある。そのなかには当然、開発途上国や貧困国も含まれる。開発途

上国とのあいだに相互利益に基づいた安定的な関係を築き上げること。それが開発支

援の原点である。 

 

高橋清貴 日本国際ボランティアセンター調査研究・政策提言担当 

     恵泉女学園大学特任准教授 

 他の会合で、この問題を外務省が自分の問題としてとらえていないことに違和感を持
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った。どのように支援をしていくか、支援する側の責任も問われる。それを含めて外

務省に理解してもらうために、今日の議論を持ち帰り、引き続き議論を継続していき

たい。 

 

 

８．まとめと閉会 

 

モデレーター 佐藤 寛 国際開発学会会長、アジア経済研究所研究企画部長 

 全く対立する意見を和やかに出す場を作ること自体が貴重である。このように共有し

ていくという文化を作っていきたい。 

 

大橋 正明 国際開発学会副会長 

 JANIC としてこういう会合を持ちたいという希望は以前からあり、それが実現できた

ことに感謝している。今後もこのような会合を持っていきたい。 

 個人として、マラリアについてコントロールすることについて異議はないが、それが

なくなったことで先住民族以外の人がその地域に住むことになったということもある。

もっといろいろなアクターが参加してどういう解決方法があるかを考えていくこと、

ある解決策をとることの多面的なインパクトを見ていくこと、考えていくことが必要

である。 

 

 


