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〜 Stop TB Partnership との覚書締結と
Center on Global Health Architecture の取り組み〜
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
Head, Center on Global Health Architecture
／新事業開発室 副部長

小柴 巌和

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング：Center on

合わせることは大切。しかし，国際的なプレイヤーと，

Global Health Architecture

連携・協力体制を強化し，世界で活躍できるような環

「三菱 UFJ」という社名から「何故，銀行が？結核？

境を整えていくことも重要だ」という至極当たり前の

グローバル・ヘルスに取り組んでいるのか？」という

視点です。長年に渡り皆様もこの視点を持って活動に

問い掛けをよくいただきます。三菱 UFJ リサーチ＆コ

取り組まれてきていることと存じます。一方，シンク

ンサルティングは，三菱 UFJ 銀行を親会社に持つシン

タンクとしての社会的役割を踏まえると，国際的なプ

クタンク／コンサルティング会社で，官公庁の政策立

レイヤーとの連携・協力が極めて限られることに自省

案支援や民間企業の経営コンサルティングに従事する

の念が湧いてきました。そのような考えから，
ジュネー

ほか，NPO/NGO と社会的な活動を実施させていただ

ブ，ロンドン，ニューヨーク，ワシントン DC，コペ

くこともあります。新事業開発室の新たな挑戦として，

ンハーゲン等の関係者を定期訪問し意見交換を重ねて

2017 年に「Center on Global Health Architecture」を

います。

設置し，グローバル・ヘルスに貢献するための活動

「Stop TB Partnership（以下，STBP）
」はその動き

に取り組んでいます。例を挙げますと，英国王立国

の中で頻繁に議論を交わしてきたパートナーの一つで

際問題研究所（通称：Chatham House）の Center on

す。1 年程に及ぶ意見交換の結果，2018 年 7 月，STBP

Global Health Security とロンドンにて国際シンポジウ

と弊社は MOU（Memorandum of Understanding：覚

ムを開催することで，グローバル・ヘルスにおける民

書）を締結しました。高負担国での対策，2017 年に世

間セクターの役割や新たなテクノロジーの登場につい

界で約 60 万人の罹患が推定されている多剤耐性や 100

i, ii

てアジェンダ・セッティングに関与しています 。こ

万人とされる小児結核への取り組み，予防の高度化等

のような取り組みは，政府や国連機関等の公式なハ

について，
「未来志向」でどのような仕掛けを準備し

イレベル会合と異なり緩やかな場でありますが，将

ていくべきか，これが今回の MOU のポイントです iii。

来的に重要になるだろう論点を探索し，未来志向で

特に，Disruptive Innovation ＊1，Game Changer ＊2 を い

ソリューションについて語り合うための機会として
重要であると考えています。また 2017 年 12 月の UHC
フォーラムの際には，
「AMR（薬剤耐性）問題と迅速
診断」に関するサイドミーティングを英政府と共催す
る等してきました。こうした国際的な議論の場を民間
のシンクタンクとして形作りながら，いくつかの疾患
やテーマについては，パートナー企業・団体と共に，
具体的な事業，プロジェクトに着手しています。
Stop TB Partnership との MOU 締結の経緯
そのような活動を進める中で，私自身，”All Japan”
と ”Global Design with Japan” のバランスについて考
えを巡らせてきました。
「確かに日本の関係者が力を
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STBP と MOU を締結

かにして支援するか，という点が両者の最優先事項で

ショーケースも設置されていました v, vi。

す。具体的には，昨今，革新が進む AI や Block Chain
等のデジタルテクノロジーについて，最新動向の情報
整理を連携実施すること，その開発や適切な普及を支

今後の連携促進に向けて
本稿ではデジタルテクノロジーを強調しましたが，

える仕組みを整えるべく協力することをうたっていま

様々な技術や製品・サービス，活動の組み合わせが

す。弊社は日本を拠点に活動を展開していますので，

SDGs 達成に向けた抜本的ソリューションを生むと考

特にアジア太平洋地域における STBP との連携を重視

えています。STBP も多様な日本企業，日本関係者と

し，既存の常識に固執せず「Think Big」を合言葉に，

の連携を望んでいることは間違いなく，弊社としても

End TB を実現させる方法論をゼロベースで考え支え

少なからず，関係構築に貢献したいと考えています。弊

合うことを互いに確認しています。

社Centerは設置からまだ1年半。よちよち歩きの赤ん坊
と同じです。拙稿をご覧いただいた方々に，是非，
「未
来志向」でのご連携をお願いできますと幸甚です。

デジタルテクノロジーと TB
去る 2018 年 9 月，国連総会ウィークのサイドミー
テ ィ ン グ と し て，STBP 等 に よ り「TB Innovation
Summit」がニューヨークで開催されました iv。この
会合では WHO事務局長のTedros Ghebreyesus氏やグ
ローバル・ファンド事務局長のPeter Sands氏を初め，
南アフリカ，ナイジェリア，モザンビークの保健大臣
等が登壇しました。民間企業からは共催のJohnson &
Johnsonに 加 え，Cepheid，GSK，BDのC-suiteやVicePresident，世界のスタートアップ数社がスピーチを行
いました。弊社もSTBPとのMOU締結について発表す
ると共に，新たなテクノロジーの開発支援，適切な普
及支援に協力する意思を表明しています。同会合では，
次世代型スタートアップとして，非専門家による早期
発見支援のためのAI活用サービス「CAD4TB」を提供
するDELFTやアドヒアランス支援モバイルサービス
を提供するSureAdherence等，新たなテクノロジーの

i Chatham House Website, “The Role of the Private Sector
in Global Health Security”, https://www.chathamhouse.org/
event/role-private-sector-global-health-security, 2018/10/1
アクセス
ii Chatham House Website, “Harnessing New Technologies
for Global Health Security”, https://www.chathamhouse.org/
event/harnessing-new-technologies-global-health-security,
2018/10/1 アクセス
iii WHO
（2018）, “Global tuberculosis report 2018”, http://

www.who.int/tb/publications/global_report/en/, 2018/10/1
アクセス

iv Stop TB Partnership Website, “Global Health Business

Leaders Pledge Major Commitments to End Tuberculosis”,
http://www.stoptb.org/news/stories/2018/ns18_070.asp,
2018/10/1 アクセス
v Delft Imaging Systems Website, https://www.delft.care/,

2018/10/1 アクセス

vi SureAdherence Mobile Technology Website, http://www.

sureadhere.com/, 2018/10/1 アクセス

＊ 1, ＊ 2：業界に劇的な変化・革新をもたらす技術やビジネス

等を取り入れること，その主体を意味する。

TB Innovation Summit の様子（STBP 提供）
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