
多国間の国際協調の課題と期待：
国際保健規則を例に

佐藤仁志
ジェトロ・アジア経済研究所

2023年1月7日

日本国際経済学会新春シンポジウム



トークプラン

• 国際保健規則（International Health Regulations, 
IHR）を取り上げながら国際協調の課題について考える

• 協調のための情報収集・提供者としての事務局の役割

i. なぜ国際保健規則なのか、国際保健規則とは何か
ii. 感染症対策における国際協調の歴史（国際貿易との関係）
iii. 現行の国際保健規則の問題
iv. 新型コロナ対応
v. 改革の方向性



なぜ国際保健規則（International Health Regulations, 
IHR）を取り上げるのか

• 重要性
• 感染症の蔓延防止のための国際協調
• 新興感染症に対する初期対応の重要性はSARS-Cov-2で思い知ったば

かり

• 普遍性
• 外部性への対応の典型（国際的な拡大の防止は公共利益）
• 自由な貿易の利益と感染症対策の両立を追求（19世紀半ばに開始）
• つきまとう実効性の問題（コンプライアンス問題）



IHR/WHOの全体概要

IHR/WHO（1948年） WTO（1995年）

加盟国 194か国（国連専門機関） 164か国

誕生 IHRは（ISRとして）1951年、起源は19世
紀の国際衛生条約に遡る

前身のGATTは1947年

効力 WHOの全加盟国に適用（Opt-out） 一括受託（一部協定除く）

意思決定 WHO総会、多数決（実際はコンセンサス
方式）

コンセンサス方式

目的 貿易や国際交通を不必要に制限すること
なく疾病の国際的拡大を防止

貿易自由化を通じた厚生改善
（環境や途上国への配慮）

手段 ①各国のサーベイランス、事象の通報
②検疫を含む各国の体制整備

無差別原則による互恵的な貿易自由化
（モノ、サービス、知財）

紛争解決 一般的な規律（実績なし） 準司法的な手続きを整備

履行のフォロー 年次報告（自己評価）第三者レビュー
（任意）WHOのモニタリング

貿易政策レビュー



(2005年に改正された)国際保健規則 IHRのフロー

WHO・DG
• 受理した情報に基づき、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）に
該当するか認定

• 保健上の措置に関する勧告（拘束力はない）

IHR国家連絡窓口（4条）
各国
国内サーベイランスによって発見された事象で
①重大な健康被害を起こす
②予測不可能、非典型
③国際的拡大の危険性
④国際交通や貿易を制限する危険性のいずれか2つに該当する
とWHOに通報（６条）
（SARS等の特定既知の危険な感染症はもちろん通報の対象）

通報（6条）協議（8条） 検証（10条）情報提供（11条）

WHO自身のサーベイ
ランス活動（5条）
通報、協議以外のそ
の他の情報源から報
告（９条）

情報

• 各国にはサーベイランス
や事象のアセスメント、
緊急事態対応の能力の整
備が求められる

• 検疫制度に関する定めも
ある。それらを踏まえて
国内法（検疫法等）が整
備される



グローバリゼーションと国際衛生協調
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公衆衛生国際事務局（1907）

世界保健機関（1948）
国際衛生規則（1951） 国際保健規則の改正（1995-2005）

SARS(2003), 新型インフル(2009), 
エボラ出血熱(2014, 2018), SARS-
Cov2(2019)等HIV（1983）

国際保健規則（1969）

19C-20C初めのグローバリゼーション

1980年代より新興・再興感染症増加

（出所）Fouquin and Hugot (CEPII 2016), WDI 他



起源

• 植民地貿易が盛んになるにつれ、19世紀前半に欧州でたびたびコレラが流
行（ベンガル地方起源）

• 各国が船舶や港の検疫でバラバラに対応→貿易の阻害要因
• 仏の呼びかけた国際衛生会議（International Sanitary Conference）

①感染症の発生情報の共有（特定の疾病の発生を他国に通知）
②検疫手続きの標準化（不必要な貿易制限はしない）

• 交易や人の移動に伴うアジアや中東からの特定の感染症（コレラ、ペスト、
黄熱病）の流入を警戒

• 感染症の防御と貿易の両立は当初からの課題



旧レジームの展開：19Cから20C初め
1830～1847 欧州でコレラの流行が頻発

1851 最初の国際衛生会議（International Sanitary 
Conference）

欧州11か国とトルコが参加してパリで開
催。1938年まで14回開催

1869 スエズ運河開通 パリの大規模な都市改造も19C半ば

1883 コッホによるコレラ菌発見

1892～1903 国際衛生条約（International Sanitary Convention, 
ISC）

通知、検疫制度の標準化など。以後1903
年まで条約が追加

1902 汎米衛生事務局（Pan American Sanitary Bureau）の
設立

地域的な協力→第二次大戦後はWHOの一
部

1907 公衆衛生国際事務局（Office International d’Hygiène
Publique, OIHP）の設置

国際衛生条約の事務局として1950年まで
存続

1914～1918 第一次世界大戦

1918～1920 スペイン風邪の流行

1920 国際連盟保健機関（League of Nations Health 
Organization, LNHO）の設立

東欧におけるチフス対策などで貢献

1933 ISCに航空輸送を追加



戦後の転換：パッチワークから単一の枠組みへ

WHO（1948）, ISR(1951)

（国際保健機関、国際衛生規則）

OIHP(1907)+ISC(1892--1903)

（公衆衛生国際事務局, 国際衛生条約）

LNHO(1920)

（国際連盟保健機関）

PASB(1902)

(汎米衛生事務局)

• 第2次大戦前は地域的な協調が並立→
協調は非効率的に

• パッチワーク的な協調体制は戦後
WHOに一元化

• 累次のISCや地域的な衛生規則も国際
衛生規則（International Sanitary 
Regulations, ISR）として一元化

• ISRは“Opt-in”から“Opt-out”に
• 後に国際保健規則（International 

Health Regulations）に改称

世界的な公衆衛生の改善を通じて平和構築



新レジーム下での停滞

• WHO下での国際協調アジェンダ拡大

• 協調の力点のシフト→現地での疾病（撲滅）対策
• 医療技術による対策（ワクチン、抗生物質等）
• 経済発展と都市インフラ整備

• ISRの役割は相対的に低下→通報対象疾病の削減（コレラ、ペスト、黄熱
病、回帰熱、天然痘、チフス）

• 先進国、途上国ともにISR（IHR）への関心を失う

貿易利益を保護
するための疾病

通報と検疫

人権、平和と安
全保障の基礎と

しての健康



国際保健規則のIHRの復権
• 1980年代以降、新興感染症・再興感染症が好発
• 1995年にIHR改正の議論開始（しかし進捗は遅い）
• SARS（2003）→議論の加速、2005年に改正（現行のIHR）

• 特定３疾病→「原因を問わず国際的な公衆衛生の脅威になり得る全ての事象」に対
象を拡大（疾病だけではなくバイオテロなどにも対応）

• 対象事象の場合、24時間以内にWHOに通報、継続的に情報を提供
• 自国外での事象の証拠を人の移動や貿易を通じて得た場合も24時間以内に通報
• 各国はWHOとの常時連絡窓口を設置
• サーベイランス、緊急事態発生時の対応、港や陸上国境における検疫など最低限の

対応能力を発効後5年以内に整備

• IHR(2005)は“Opt-out”ルールによりWHO加盟194か国に適用 2007年に
発効



IHR(2005)は旧レジーム(ISCやISR)の問題を克服で
きたのか
• 旧レジームの問題

• 地域的（パッチワーク）協調体制が貿易や人の移動の現実にそぐわな
い（輸送の発達）

• 対象が限られた既知の疾病に限定

• これらはIHR(2005)では制度的には解決
• しかし、参加国の増加と対象の拡大（新興感染症など）は協調

のコンプライアンス確保の負担↑
• 緩やかな履行フォローの仕組み、投票権停止といった参加制限なし、

紛争処理規定も脆弱
• WHO自身が公衆衛生に関する情報を収集（間接的な監視）



コンプライアンス情報と協調のサイズについて

Player j

g f

Player 
i

g 5,5 0,6
f 6,0 1,1

• 戦略 g: 国際合意に基づく感染症対策
をとりながら相手国と貿易（渡航）
戦略 f: 国際合意を遵守しない

• 標準的なトリガー戦略で割引率 が
一定以上あれば が成立。この場
合は

• 少しだけ拡張
• 多数のプレーヤーが相手を変え

ながらプレイする
• コンプライアンス情報は実際に

プレイするまで分からない



のプレー
ヤーによるPD
ゲーム

• 毎回（Round）相手を順
に変えながら繰り返し
PDゲーム

• 戦略の履歴（コンプライ
アンス情報）はすぐには
他のプレーヤーに知られ
ない



非協調の連鎖

• ミニマックス戦略：戦略
を選択するプレイヤーが
もし戦略 を選ぶ相手に
遭遇したら、以降のラウ
ンドでは（相手を問わ
ず）戦略 を選択

• 右図は のケース
• Player 6がRound 1で戦略

を使うとRound 6で全プ
レイヤーが戦略 に



協調行動の条件

• ミニマックス戦略による協調行動からの逸脱抑止の条件


• 集団が大きくなると 、協調行動の維持は困難
（非行の評判はいずれ共有されるが時間がかかる）
• 行動履歴に関する情報を集団に提供する機関へのニーズ（Milgrom, North, and 

Weingast 1990）

• IHR（2005）でもコンプライアンスは大きな課題、協調体制の大きさ、広さに比
較してWHOのキャパシティ、リソースが不足

• コンプライアンスの欠如→IHRやWHOの軽視



SARS-Cov-2における対応

• IHR(2005)の懸念されていた問題点
• 参加国のコンプライアンスが不十分
• 強制力（ペナルティ）のない仕組み、弱いDS規定（利用実績ゼロ）
• 主観的な規定(通報に該当する事象か判断に裁量の余地）
• WHOのキャパシティ不足

• SARS-Cov-2対応ではこの懸念が実際のものに
• 経過の随所にコンプライアンスの不十分さが露呈

• 消極的な初期情報提供
• WHOの調査への非協力
• 遺伝子配列データ提供に消極的など



WHOにおける改革の動向（2022年5月の総会）

• 「パンデミック条約」の検討開始に合意（2021年総会）
• 正式には”a WHO convention, agreement or other international 

instrument on pandemic prevention, preparedness and response”と
いう名称で検討開始

• 2024年のWHO総会で条約案を提示予定

• WHOの自主財源増：2030-31年予算では分担金割合を50%に引
き上げる（現在は16%程度）

• IHR（2005）の改定
2022年5月の総会で米国が提案。IHR59条の改正決定。交渉を行う加盟
国作業部会、IHR再検討委員会の設立決定。これも2024年の総会で改正
案が提示予定



IHRに関する米国提案
• 内容はWHOの権能、特に情報収集と参加国への共有を強化する

もの（中国を意識した改正）
• WHOによるサーベイランスを強化、早期警戒とPHEICに至らない事案

での警戒情報
• PHEIC認定プロセスの早期で参加国に情報開示、また当事国が消極的

でもWHOが認定プロセスを勧めやすくする
• 地域版のPHEICの創設、発出はWHO地域事務局⾧
• WHOとの協議を拒んだ参加国に合理的な理由を示すことに義務付け
• 提供情報に遺伝子配列データを明記
• WHOが派遣する専門家にPHEIC懸念のある現場への立入調査の許可

• 将来示される改正案への反映や採択の見通しは全く不明



結びに代えて
• 現在の進んでいるWHOの強化（特に情報の収集と共有）の動き

は妥当なもの（機能する枠組みは遵守されやすい）
• しかし安心できない
「感染症対策は相互利益が得やすいので協調は相対的に容易？」

• 国が（ネガティブな）情報を出すことへの抵抗
• 多数国からなる総会でのコンセンサス

• 国ではない多様な主体からの情報の提供と利用がますます重要
• もちろん、WHOは2000年ごろから公衆衛生機関や研究所のネットワー

ク（Global Outbreak Alert and Response Network（GOARN））など
を組織して連携しているが

• WTOの有志国アプローチ→WHOを支えるグループの形成



ご清聴ありがとうございました

講演内容に関してアジア経済研究所の同僚であり共同研究者である道田悦代氏から多くの有益なコメントを頂きました。内容の誤り等は筆者の責任です


