
6月4日までに1億7178万人が感染、369万人が死亡
6月4日1日で47.7万人が感染、10900人が死亡

こ れ ま で と は 水 準 の 異 な る 危 機

地 球 の 限 界 に 関 わ る 危 機 の 一 つ
人獣共通感染症の一つ→生物多様性の喪失の結果、人間と生物の関係の在り方が変
化することで引き起こされた。

地球が「限界」に達することで生じる慢性的危機が多くの「急性的危機」を呼び込む時代
に⇒「急性的危機」への対症療法のみでは解決しない

 すべての人の生存が脅かされている 「誰もが安全になるまで、誰も安全でない」

「誰もが安全になるまで、誰も安全でない」時代の到来
安全保障観の根本的な転換が必要



国際社会の対応は、この「時代的危機」の特性を
とらえたものだったか？

英国のワクチン接種成功

は強欲と資本主義
のおかげ

ボリス・ジョンソン英首相 3月24日
保守党議員会議で

右派支持者向けにはコロナ否定の
言説を振りまきつつ巨額の公的資
金をワクチン開発に拠出したトラン
プの「プロジェクト・ワープスピード」

米国の巨額投資を喜び、「ワクチンを開
発したら、まずアメリカに」と欧州をけしか
けた仏サノフィ・アヴェンティスのポール・ハ

ドソンCEO（2020/5/13）



公的資金で開発された上
相当の利益も上げるコロナワクチン

企業名
公的資金

（米ドル）
ワクチン売上21年

推定
ワクチン利益21年

推定
高所得国
向け

低・中所
得国向け

アストラゼネ
カ・（英） 27億 19億 非公表 33% 67%

J&J（米） 15億 非公表 非公表 43% 57%

ノババックス
（米） 20億 非公表 非公表 59% 41%

モデルナ
（米） 57.5億 182億 50億 97% 3%

ファイザー
（米）＋

ビオンテック
（独）

25億
ファイザー75億

ビオンテック75億

ファイザー20億、

ビオンテック20億
85% 15%

ファイザーの2021年のワクチン売上高予測は260億ドル（2兆
8400億円）。第1四半期の全体売上は145億8000万ドル



迅速にできたACTアクセラレーター
しかし現実は？

運営評議会（Facilitation Council）

送達パートナーシップ 調整：WHO

ワクチン
（COVAX）
開発：CEPI
供給：GAVI

治療薬

開発：CTA
供給：
UNITAID

診断

開発：FIND
供給：グロー
バルファンド

保健システム
UHC2030、グローバルファンド

ACTアクセラレーター（COVID-19関連製品
アクセス促進枠組み）：2020年4月24日発足

新規技術開発と平等なアクセスを一体で手掛ける仕組み

極端な資金不足
目途なし

2021年末までの期間限定
現状資金不足額：185億ドル
（2020年５月段階）
資金不足解消の見込み弱い
新たなアイデアを検討中…

ワクチン国家主義をこえる
ビジョンが不十分

COVAXの現状の目標は対象
国の人口の30%弱
 途上国に提供するワクチンのほ

とんどがインド・南ア製のウイ
ルスベクターワクチン

 実用化されているワクチンを網
羅していない

 インドが感染爆発でプラン崩壊

COVAXが法的拘束力をもって確保したワクチン（4/7）

合計 13.1億本

うちインド製アストラゼネカ 5.5億本（インドSII製）

うちインド製ノババックス 5.5億本（インドSII製）

その他（SKバイオ、ファイザー等） 2.1億本



インド・南ア政府のWTOへの提案
提案から７か月、62か国が共同提案

提案日 2020年10月2日

提案国
当初は南アフリカ共
和国・インド。

12月10日時点で、エジプト、エスワティニ、モザン
ビーク、ケニア、ジンバブウェ、パキスタン、モンゴル、

ベネズエラ、ボリビアが共同提案国に（11か国）。その

後、アフリカグループ、LDCグループ、さらに数カ国が
共同提案国になり、現在62か国。

これまで
の検討

もともと提出後90日間、TRIPs理事会で検討され、結論を閣僚会議に提出する
のがルール。これまでTRIPs理事会、一般理事会で検討。5月5日、米国バイデ

ン政権が同提案への「支持」を表明。反対国も見直しを迫られる。

今後 共同提案国が改訂提案を提出。6/8-9TRIPs理事会で検討。

提案の内容
タイトル：新型コロナ感染症（COVID-19）の予防・封じ込め・治療のための

TRIPs協定の特定条項からの免除
 免除の対象：COVID-19の予防・封じ込め・治療に関わる事項のみ
 免除の期間：COVID-19収束（＝世界人口の多数が効果的なワクチンにア
クセスし、免疫を形成するまで）

免除の対
象：第2部

第1節 著作権・関連諸権利 第４節 意匠

第5節 特許 第7節 開示されていない情報の保護



Civil-7, Civil-20とも公平なアクセスに向け
「知的財産権の免除」を訴え

最初から知財権免除を訴えたCivil-20
 各種声明で知財権免除に言及
 5月21日の「グローバル・ヘルス・サミットに向けて4月に開催さ
れた市民社会ヒアリングでも知財権撤廃を訴え

知財権免除の訴えに出遅れた
Civil-7

 当初は知財権免除を打ち出さなかった
⇒本格的に打ち出したのは米国が賛同
してから

 英国で知財権免除に積極的なNGOは
「ピープルズ・ワクチン連合」を組織してア
ジェンダの世界化に尽力

何のために、どう取り組むか＝市民社会
の気構えが問われる結果となった



レジリエンス喪失の結果としての
COVID-19パンデミック

肥満・
非感染性疾患

COVID-19
感染拡大・重症化
インパクト増大

選択肢の少ない都
市貧困層の食生活
:ジャンクフード・清
涼飲料水依存

大気汚染
→肺疾患

気候変動

⇒離村・都市流
入

都市スラム：人口密度
の高い過酷な生活環境

ニューヨーク、サンパウロ…世界の
COVID-19の死者100万人以上

多くが中所得国・先進国の都市貧困層

公衆衛生・保健医療シス
テムの民営化・低投資の
結果としての「医療崩壊」
 公衆衛生、感染症対策、公的
保健医療システムの再建

 社会福祉・社会保障と保健医療
の有機的連携の強化

 ケアと保健医療の連携の強化

「ワクチンの不公平・不公正」は一
つの象徴

レジリエンスの「新規まき直し」と持
続可能性の再建を中心においた、
新たなパラダイムの構築を目指し
ていく必要がある。

問題は「ワクチンの不公平・不公正」だけではない
共有と協働の新たなパラダイムに向けて必要なのは？



2023年、日本の市民社会は？

• 人間は自分自身の歴史をつくる。だが、思うままにではない。
自分で選んだ環境のもとではなくて、すぐ目の前にある、あた
えられ、もちこまれてきた環境のもとでつくるのである。死せる
すべての世代の伝統が悪魔のように生ける者の頭脳をおさえ
つけている。

カール・マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」

2023年G7サミットに向けて：未来を切り開く機会にできるか？
独占と競争のパラダイムから、共有と連携のパラダイムへ

WHOの「パンデミック対応・対
策独立パネル（IPPPR）は、
パンデミックに備えた多極的かつ
恒常的なな研究開発と生産・
供給の体制の構築を訴える



C20の取り組み

2021 2022 2023

G7 英国 ドイツ 日本

G20 イタリア インドネシア インド

 G20の重要性
 2022年以降、残されたのは新興国インドネシア、インド、南ア、ブラジル

⇒アジアシフトが必要※いずれも市民社会が強力な国
 「価値観が異なった」国が同居：医薬品と知的財産権については、G7国と

非G7国で対極となっている（ブラジルを除く非G7国はすべて知的財産権
免除の共同提案国か支持国となっている。だからこそ停滞するが…

 新たなパラダイムを開くうえでG20と、G20レベルでの
市民社会の団結は不可欠：費用対効果を超えて
G20に取り組むべき



C20国際保健ワーキンググループと
G20国際保健の意義

C20国際保健ワーキング
グループのリーダーシップ
 国内リード：ステファニア・ブルボ氏
 国際リード：クルト・フリーデル氏
 国際リード：レイチェル・オン氏

いち早く「コロナに関する公平な医療アクセスと知的財産権」の課題を
取り上げ、他のエンゲージメントグループ（W20、L20）と連携して
共同声明作成

G20グローバル・ヘルス・サミットに向けて積極的にインプット（市民社
会コンサルテーションでは共同議長も）

デジタル・ヘルス、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジなどのアジェンダにつ
いても積極的に提言。



C20デジタライゼーションWGの
意義と課題

G20におけるデジタル化や「科学技術イノベーション」の
課題の重要性
 社会・経済・文化・環境、人々の生活の在り方を直接変えて
いく＝ルールメイキングが極めて重要

 すでに様々な課題が提示（アクセス、格差、職と雇用、個人
情報の管理、子どもや消費者の保護、etc. ）

 日本C20で設立（政府の「Data Free Flow with 
Trust」や「ソサエティ5.0」への問題提起）
 サウジアラビアでは特に「子どもの保護」の問題などを
中心に、より具体的な提起

 イタリアでは、具体的な提起を含めつつも、市民社
会として原則的にビジョンを提示



デジタル化の課題と
市民社会の取り組み

最大の課題：民主主義的な
ガバナンスが不在であること
 技術の「実装」において、市
民はおろか、主権国家も民
主主義的ガバナンスを有効
に果たせない

 環境・社会・経済・ガバナン
ス上のリスクについて、人々
の「人権」の立場から提起

 個人情報のコントロール、
子どもや消費者の保護とい
った個別アジェンダも重要

「市民」にも様々：多様な考え
方、業界団体も含む

複数回のウェビナーが開催
• 4/12 「コネクティビティと社会
的包摂」ウェビナー

• 5/6 「消費者の啓発と保護
ブロックチェーンと追跡可能性」
ウェビナー

科学技術と社会、環境、経済、文化、
政治といった領域に関する、市民社会か
らのビジョンを明確にすること

一方で、個別具体的なアジェンダについ
て具体的な課題の進展を踏まえつつ発
信できること

 「地球の限界」や、開発に関わる個別課
題について提起できることが必要

8月5-6日：イノベーション
＆リサーチ大臣会合


