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 流行３カ国の総患者数＝28,616人、死亡者数＝11,310人（2016年6月10日現在）

 スペイン、アメリカ、イギリス、イタリア、ナイジェリア、セネガル、マリへも拡大

ギニア

リベリア

シエラレオネ

2016年６月１日
ギニア
終息宣言

ギニア

2016年3月29日 宣言解除

西アフリカ3か国での
新規感染報告数

（週単位）

2014年8月8日ＷＨＯ緊急事態宣言

感染拡大から終息までの経過
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Preparedness Response

発生前段階
（～2013年12月）

発生早期段階
（2013年12月-2014年8月）

拡大・終息段階
（2014年8月-2016年6月）

《 公衆衛生システム 》
①脆弱な保健医療環境
・医師、看護師、病院、医薬品、基礎的

医療サービス等すべての医療資源が不
整備。感染症についての知識・経験不足。

② 国際保健規則を履行する体制
の未整備
西アフリカ３カ国には、WHO加盟の義務

となっている、感染ルート調査・検診・診
療・病原体研究等の体制はなし。

（そもそも履行不能な国が、加盟している
が、履行を支援するWHOの実体も貧
弱。）

③ 住民の感染症に関する知識の
欠如
死者に素手で触って埋葬する文化など

④ クロスボーダーの問題
今回のエボラ流行発生地のギニア、シ

エラレオーネ、リベリアの国境地帯での政
府の入国管理が不十分。歴史的な紛争
難民も往来。

《 発生国等による初期対応 》
⑤ 誤診の多発 （初期症状＝マラリア）

⑥ 発生情報の共有意識の欠如
エボラ出血熱（疑い）を認知しても、その事

実や拡大の可能性に関するWHO等への情
報提供の意識の欠如、経済的メリット追及。

⑦ 物資・資金の不足
感染症防護のための物資の不足等

手袋や個人防護服が不足。

個人防護服が充足しても、熱帯では１時間
が限界で、無着用の多例。

⑨ 外国不信
エボラ出血熱は白人が持ち込んだものと

いう誤解とデマ、エボラ治療センターからの
逃亡やセンターの襲撃

⑩ 為政者の決断力不足
風評被害や渡航・貿易の制限措置を懸念

した、WHO等への感染の発生や拡大の兆候
に関する情報共有の萎縮・遅延。

《 国際社会支援による現場対応 》
⑪ 現場におけるガバナンスの欠如
・UNMEERはガーナ設置。現地況理解のため、
実働まで数か月浪費。
・3カ国への物資輸送等が主たる任務。

・現場レベルでの指揮系統を含む調整がなく、
多くの機関が現地入りし、混乱。混乱状態の
中で、歴史的経緯等から、リベリアは米国、シ
エラレオーネは英国、ギニアは仏国が調整す
るという役割分担の意識が曖昧ながらもでき
ていったという経緯。

・統率感の極めて薄いガバナンスの問題が露
呈し、各国から派遣人員の交代時の引き継ぎ
のまずさや、現地国政府の能力不足と相まっ
て、患者が発生したコミュニティとの良好な関
係が築かれず、訓練、診断、治療、疫学調査、
遺体処理、データ管理等、全てにおいて後手。

⑫ 歴史的・文化的背景の理解不足
住民、コミュニティへの説得者（Social 

Mobilizer）の保確も課題に。

エボラ感染拡大要因の全体像（現場レベル）

（注） 上記要因は、筆者が、サイバー空間対策への示唆・参考のため、指摘された要因の軽重に関係なく、できるだけ数多くの要
因を整理したもの。また、点線の囲みは、サイバー空間対策においても起こり得ると思料したもの。次ページ同じ。 3



Preparedness Response

発生前段階
（～2013年12月）

発生早期段階
（2013年12月-2014年8月）

拡大・終息段階
（2014年8月-2016年6月）

⑬ ワクチン開発放置
1976年の発見以降、アフリカで継続

的に発生していたにもかかわらず、有
効なワクチン、医薬品の開発（促進）努
力なし。

エボラの治療薬の研究開発は進んで
おらず、臨床研究開始時は、すでに終
息しかけた段階で、患者数が少なくな
り、十分なデータによる有効性・安全性
の評価ができなというジレンマが発生。
不十分な臨床は「人体実験」との批判
を受けるおそれから、及び腰。

⑭ WHO地域事務所の機能不全
各国に置かれているWHOカントリー

オフィスの主要ミッションが現地国保健
省への助言であり、また、これまでの
WHO内の組織合理化のため、西アフリ

カでの体制はもともと弱体かつ職員の
能力不足。（現場情報の収集ネット
ワークも不十分。）

⑮ WHO本部の諸課題
事務局長の限定された権限、平時部

門（公衆衛生部局）と有事部門（緊急対
応部局）の連携システムの欠如

⑯ 発生早期時の過小評価
1976～2012年、エボラ出血熱は、コン

ゴ、スーダン、ガボン、ウガンダ等で、計
24回発生。死者数は合計1500名強[平均
死者数66名]。

WHO等の国連機関は、従前と同じ程度
と（過小）評価。

（2014年3月のギニア政府は、WHOへ
報告。WHOがエボラ出血熱の流行を発

表したが、危機的な事態であるとまでは
評価せず。その後、シェラレオネ、リベリ
アへ拡大。）

⑰ 国際アラートの大幅遅れ
WHOは、早くから現地調査団を送った

が、2014年8月8日、「国際的懸念となる
公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」を宣言。

国際社会へのアラートの発信が大幅に
遅れた。

（当時、WHOは中東呼吸器症候群
[MERS] の調査等に人的資源を投入して
いた。）

⑱ 国際レベルのガバナンスの欠如
2014年3月、ギニア政府がWHOにエボラ流行を

報告して以降、国際機関、各国、NGO等の間の

指揮命令系統や個々の役割に関する議論や大
枠の調整がなく、役割分担の認識共有なし。この
ため、各国や国際機関が、どこの国にどのような
内容の支援をすべきかが事前把握できず、各政
府・組織が個別に先遣隊を送るなど、現地活動
に至るまでの準備対応が大幅に遅延。

↓
（2014年9月になって、国連安全保障理事会が、
国連エボラ緊急対応ミッション設置決定。)

⑲ 機動的なファンドの不存在
WHOにおいては、2015年3月頃、現地対応資金

が枯渇。国際社会に対して、支援を求めたが、パ
ンデミックの際に、迅速に支出でき、かつ、額的
にも十分な緊急対応資金が準備されていなかっ
た。

⑳ 不十分な専門家派遣
先進各国において、迅速に派遣できる人材が

質量とも不足（ロジ含む）。また、派遣者が感染し
た場合の治療や退避環境の確保等の調整が困
難。

エボラ感染拡大要因の全体像（国際レベル）
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発 生
（2013年12月）

米国・欧州への波及
（入国者及び現地で活動した医療者の帰国）

１ 発生早期の段階からの流行国における感染封じ込めとガバナンスの重要性
２ 流行国の脆弱な保健システムの強化を促す国際協力の必要性
３ 国内における感染症防止対策の継続的強化の必要性
４ 国内における検査・研究体制の整備の必要性
５ 国際協力も含めた感染症対策を担う人材育成の強化の必要性

終 息
（2016年3～6月）

西 ア フ リ カ

保健医療システムの
さらなる悪化

国内の検査・研究体制
は不十分であることを

再認識

ギニア
0.1

(2005年)

シエラレオネ
0.022

(2010年)

リベリア
0.014

(2008年)

参
考

ナイジェリ
ア

0.408
(2009年)

日本
2.297

(2010年)

主 な 教 訓

エボラ出血熱

のまん延

感染者数:28,616名
死者数:   11,310名
(2016年6月10日時点)

エボラ出血熱

のまん延

流行３か国の保健医療体制

拡大 拡大

封じ込め対策の遅れ
・ガバナンスの欠如

脆弱な保健システム

【人口1,000人当たりの医師数】

国内対策の継続強化
の必要性を再認識

４３

５

日本への波及はなし
（疑い事例９例）

国 際 社 会

国際社会の現地対応
の遅れ
現地対策を行う国、
国際機関、NGO間の
連携が不十分

日本の協力は、資金面
に比し、人材面は十分
ではなかった

国連エボラ緊急対応
ミッション(UNMEER)
の設置・派遣等国際社
会が集中的な現地対策

を強化

１

２

「国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本方針（案）（概要）」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/dai1/siryou1-1.pdf） を更新・修正

エボラ出血熱（世界・日本への教訓）
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A.既存の国連
機関の強化の

活用

B. 国際的組織の創設 C. アレンジメントの創設 D. 会議体の創設

常設機関
Permanent

臨時機関
Temporary

複数の既存組
織の連携

委員会方式

統治力
Governance

○ ◎ ○ ○ △ △

コスト
Cost

△/× × △ ○ ○ ○

機動性
Mobility

△ △/○ △/○ ○？ ○？ △

既存の

参考例 －

国際連合エ
イズ合同計
画（UNAIDS）

国境なき医
師団（MSF）

国連エボラ
緊急対応
ミッション
（UNMEER）

気候変動に関
する政府間バ
ネル（IPCC）

（世界気象機関
[WMO]と国連環
境計画[UNEP]
の共同事務局）

グローバル・ヘ
ルス・セキュリ
ティ・アジェンダ
（GHSA）

食料安全保障及
び栄養のための
ニュー・アライア
ンス

CCRA、 FIRST

G7 （ G8 ）

G20

世界経済フォーラ
ム（WEF）

IPCC : The Intergovernmental Panel on Climate Change  WMO : World Meteorological Organization
UNEP: United Nations Environment Programme
CCRA :  The Common Criteria Recognition Arrangement for Information Technology Security Evaluation
FIRST : the Forum of Incident Response and Security Teams

公衆衛生(危機時)の新たなガバナンスの検討
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「G7伊勢志摩首脳宣言」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf )

WHO が，特に国際連合人道問題調整事務所（OCHA）のような既存の調整機構を活用し
ながら，継続性があり，予測可能で，迅速かつ効率的な対応の必要性を考慮し，大規模な
感染症の流行や公衆衛生上の緊急事態において関係するパートナー間の調整を主導す
る取組を加速していることにつき，賞賛する。我々は，WHO及びOCHAに対し，国連事務総
長（UNSG）の下で，WHO，国連及び他の関係するパートナー間における連携のためのア
レンジメントを検証し，強化し，及び公式化すること並びにG7 保健大臣に対してその進捗
について9 月に報告することを招請する。

「Ｇ７伊勢志摩サミットに向けた我が国の主な貢献策」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000158289.pdf ）

エボラ出血熱などの教訓を踏まえた今後の感染症危機時の国際連携のアレンジメント（事
前の取り決め）を含む公衆衛生対応の強化,母子保健から高齢化までを視野に入れた生
涯を通じた保健サービスを確保する「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC)」達成に向け
た途上国の保健システム強化を我が国が主導。

G7伊勢志摩サミット
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001562.html 2015/12/16 UHC国際会議（於東京）（右から2人目はビル・ゲイツ氏）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160267.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000158289.pdf


OBAMA:
What I spend a lot of time worrying about are things like pandemics. You can’t build 

walls in order to prevent the next airborne lethal flu from landing on our shores. 
Instead, what we need to be able to do is set up systems to create public health 
systems in all parts of the world, click triggers that tell us when we see something 
emerging, and make sure we’ve got quick protocols and systems that allow us to make 
vaccines a lot smarter. So if you take a public health model, and you think about how 
we can deal with, you know, the problems of cybersecurity, a lot may end up being 
really helpful in thinking about the AI threats.

( Joi Ito, Scott Dadich, and President Barack Obama photographed in the Roosevelt Room of the White House on August 24, 2016.
https://www.wired.com/2016/10/president-obama-mit-joi-ito-interview )
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公衆衛生対策（Public Health）とサイバー空間対策

OBAMA’s public health model＝ The Global Health Security Agenda (GHSA) 
= to build global capacity to prevent, detect and respond to infectious disease threats –

whether deliberate, accidental, or naturally occurring.
The GHSA is a signature global health and national security priority for President 

Obama. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/12/fact-sheet-united-states-leadership-advance-global-health-security

https://www.wired.com/2016/10/president-obama-mit-joi-ito-interview
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/12/%5Bhttps:/www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/26/statement-chair-global-health-security-agenda-white-house-event-septembe
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/12/fact-sheet-united-states-leadership-advance-global-health-security


そもそも公衆衛生対策（Public Health）とは？
3大原則 国民一人ひとり 社会（政府・医療・メーカー等）

感染源の
排除
（病原体へ
の対応）

《媒介動物感染症》

・自宅（周辺）の水たまりの除去など
による蚊の発生防止

・病原体の確保・感染症の研究（人獣共通含む）

・ワクチンや治療薬の開発（医薬品メーカー）、そ
の支援（政府、国際機関等）

《新型インフル、Ｉ類感染症、媒介動物感染症》
・感染者の隔離、 ・汚染地域の消毒

感染経路
の遮断

・手洗い、咳エチケット（マスク） 、うが

い ← 発症していなくても、自分がキャリ
アの可能性の意識（潜伏期間等）

・食品の衛生管理、トイレ掃除、蚊帳
・感染地域や患者に近づかない

・空港等での検疫（サーモグラフィー、問診票）
・感染経路の調査、宿主動物の駆除

《新型インフル、Ｉ類感染症》
・建物の立入制限・封鎖、交通の制限

人の抵抗
力の向上

（「人」＝病
原体が増
殖できる宿
主）

・ワクチン接種
・バランスがとれた食事
・適度な運動、規則正しい生活管理

《自分が発症した場合》
自宅療養、就業自粛
必要に応じて受診
↑他人に病原体をうつさないという意識

・ワクチン接種や治療薬投与の奨励

・通学・就業制限（学校感染症に罹患した場合、
欠席した生徒へ欠席扱いしない措置など）
・全国的な医療機関・保健所の体制の充実

《新型インフル》
緊急事態宣言、強権的な措置
・ワクチン接種については国が全て負担
・外出･出勤制限、海外感染地への渡航制限
・医療、国民生活・経済活動の基礎を担う事業者を国が
指定（指定公共機関）。業務計画、BCP計画作成、訓練。

《バイオセキュリティ対策》 （略）
9

公衆衛生対策は、水際での対策だけで
なく、個人を含めた社会全体により対応。

水際対策
on-the-shore
measures



グローバルなガバナンスのメカニズム（平時と有事）

〇 公衆衛生では、従来、保健医療関係者が牽引。今回のエボラを経験し、安全保障・
人道関係組織等も含めて広範なガバナンス体制に。今後は、グローバルな訓練も。

〇 サイバー空間では、今後、国家レベル/組織的な攻撃が発生し、国家間の協力が必
要となって場合のガバナンスをどうするのか。

－ 既にグローバルにつながっている、金融、情報通信、企業のサプライチェーン等の
経済系システム、更には、今後、IOT も念頭に、国民生活系システムも。

－ 連携してサービスを提供している企業のリジリエンシーが重要
（インシデントやＢＣＰの対応・早期復旧の計画や訓練）

－ 行動規範を超えた、気候変動枠組み条約（COP ）のように、法的縛りができるか。

－ 「緊急事態宣言」という伝家の宝刀
公衆衛生で、WHOが行う緊急事態宣言による各国への勧告と、各国の緊急事態宣言がある。

これにより、事態対処のための様々な措置の発動を可能とする（法的措置を含む）。
例えば、新型インフルエンザの緊急事態においては、金融機関は、償還期限の延長等の措置を講ずるこ

とができる。
翻って、サイバー空間の場合、多くの企業が攻撃を受けた際に、電子決済や銀行から融資返済などに大

きな影響が生じ、経済活動に大きな影響が生じる可能性が考えられるが、その場合、（システムの早期復
旧措置だけでなく）企業活動への影響軽減のための措置が十分に準備されているか。

サイバー空間対策への示唆１
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エンドユーザー（企業ユーザー含む）の啓発

〇 公衆衛生では、生命・健康への脅威がある中で、一般の国民に期待されている行
動は、手洗い、マスク、ワクチン接種、感染地域への渡航自粛等で、比較的負担が低
い。それ自体が、他者への感染防止の意識でもある。

〇 他方、サイバー空間では、対策を取らないことでユーザーに降りかかる脅威は「恐
怖」レベルではない一方で、対策の負担が比較的大。また、ネットの匿名性等もあり、
他者への感染（踏み台など）の可能性への意識が希薄。

サイバー空間対策への示唆２

11

① 「脅威の見える化」（結果責任の重大性の啓発）
⇒ IOT時代では、セキュリティ対策の怠りにより、家電や自家用車が、悪意ある
他者に不正に制御され、結果として、ユーザー自身や家族の健康・生命・財産
への取り返しのつかない事態を招く可能性がある。このことをユーザーに強く認
識させて、自身のセキュリティ対策を強める。

② 第3者への危害意識の醸成
⇒ 自宅のPCや自社の情報システム・制御システムが、踏み台となって、
第3者の健康・生命・財産に危害を与え得ることの認識を高める。

感染症の場合、生命を奪われかねない
という、強い恐怖感や不安が人々にあ
る。 （例： エボラの致死率は50-90％）

③ IOT時代の新たな事業モデルの必要性
⇒ ユーザーに過度に負担となっている、IT/セキュリティの事業モデル自体を変革すべきではないか。
・ 保健医療では、治療の際、医師が患者や家族に相対でインフォームドコンセントをとるのが普通。サイバー・ＩＴ

ではどうか。EULA については、ユーザーの誰も殆ど読まないことを、プロバイダーは分かっているのではないか。
・ 高齢者、子供もIOT機器のユーザーとなる中で、一定のリテラシーやEULA読後同意を前提とするモデルは、合理

的でなくなっていると考えるべきかもしれない。
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