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こうした世界的な流れを受けて２０１７年より日本で開始されたのが、「ZEROマラリア２０３０キャンペーン」だ。
目指すのは産官学民・市民社会が協働して「マラリアのない世界（＝ゼロマラリア）」を実現すること。

ZEROマラリア2030キャンペーン、日本で開始

　「キャンペーン開始以来、まずは『ゼロマラリア』
という言葉の浸透を目的に、国内でイベントや SNS
キャンペーンなど展開してきました。今後は具体的
な実現を目指し、アジアでの事業の支援や、運営

委員をはじめステークホルダーの方々、またより多く
の方を巻き込んだ意識啓発の取り組みを行いたいと
考えている」と、事務局を務める認定 NPO 法人
マラリア・ノーモア・ジャパンの長島美紀・理事は話す。 www.zero2030.orgキャンペーン詳細はホームページ ➡

マラリア・ノーモア、インドで事業開始　
オディシャ州でのシステム構築を目指す
　２０１８年５月、アメリカに本部を置く国際NGO
「マラリア・ノーモア」は、インドの東部に位置する
オディシャ州で、州政府とともにマラリア制圧に向け
た事業を開始することを発表した。２０２７年までの
制圧を目指し、今後州政府、州保健当局、医療
従事者、および民間企業と連携しマラリア制圧に
向けた戦略策定に着手する。
　インドが、マラリア感染リスクを抱える世界約９０
か国の中でもナイジェリア、コンゴ民主共和国に
次いでマラリア感染者数が世界で３番目に多い国
であり、アジアにおけるマラリア症例の約９割を
占めることは知られていない。また、マラリアは、
感染者がゼロに近づいたからといって対策の手を
抜いてしまうと再蔓延する厄介な疾病だ。インド
でも一度、苦い経験を経て、その後は、着実に
マラリアの発生は減りつつある。
　マラリア・ノーモアが事業を開始するオディシャ州
はインド国内のマラリア症例の４割を占めており、
インド政府によりマラリア支援重点地域のひとつ
に位置付けられている。
　７％近い経済成長率を維持し続け、中期的有望
事業展開国ランキングで中国を抑えて１位となった
同国の課題は社会インフラの整備だ。特にマラリア
は乳幼児の死亡率に影響するだけではなく、成人
の労働者の阻害要因となることも指摘されている。

　モディ首相はマラリア制圧の目標年を、「持続可能
な開発目標（SDGs）」の期限である２０３０年に
設定。２０２８年から３年間感染ゼロを継続させる
ことで、世界保健機関（WHO）から正式なマラリア
制圧国との認定を受けることを目指す。　
　マラリア・ノーモアはマラリアの影響が深刻な
オディシャ州からの支援要請を受け、１年間の現地
の状況を分析。それに基づき州ベクター媒介性
疾患対策プログラム（VBDCP）やマラリア研究
国家機関（NIMR）などのパートナーと共に、インド
全域に普及できるような州成功モデルを構築し、同
州の成功をモデルに全国でのマラリア制圧を目指す。
　マラリア・ノーモアのカウール・アジア局長は「インド
におけるマラリアは社会成長の阻害要因。今後
国内外の民間企業や州の保健当局、医療従事者
といったあらゆるセクターと連携してモデル形成を
インド政府へ提示したい」とコメントしている。
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　年間２億人以上が感染し、年間４４万５０００人
が命を落とすマラリア。
　９１ヵ国で報告されているマラリアは、HIV／
エイズ、結核と共に世界三大感染症として知ら
れ、これまで予防のための蚊帳の配布や室内
殺虫剤の噴霧、そして患者の早期発見・治療
システムの構築など取り組まれてきた。
　このような取り組みの結果、２０００年から１５年
で死者数は約６割減少、かつては毎年30秒に

１人の子どもが亡くなっていた病気に、大きな改
善がみられるようになった。
　他方、近年この改善が停滞傾向にある。２０１７
年末に世界保健機関（WHO）が発表した世界
マラリアレポートによれば、マラリアが深刻なアフリカ
２０か国で暮らす妊婦の１０人に７人が、WHOが
推奨する妊産婦のためのマラリアの予防的治療
へアクセスできていない。妊産婦へのマラリア感
染は重篤化し、流産や死産となるリスクが高い。

日本の大阪大学などによるマラリア流行地域で
のワクチンの取り組みをはじめ、ワクチン開発の可
能性がある一方で、その製品化への道のりが長
いことを考えると、「２０３０年までに全世界のマラリ
ア発生率と死亡率を２０１５年比で９０％削減する
こと」を掲げる国際社会の指標の達成のために
は、現在既に製品化、流通しているマラリア対策
製品に、それを必要としている人々が着実にアク
セスできるようにすることがまず必要といえる。

　　　　　世界最小・最強の殺人兵器―蚊
　　　　　　　　　　　　2分に1人、マラリアで子どもが死亡

 SDGs （持続可能な開発目標） でもゼロマラリアを掲げる

日本のチカラを
世界のゼロマラリアへ

［ ゼロマラリアによって起きる変化 ］

マラリアのない（＝ゼロマラリア）世界

救える命

 25万件以上　  15－25万件　  5万―15万件
 1万―5万件　  1000-10000万件　  1000件以下

（2010年、データはインド国立蚊媒介性疾患コントロールセンターより）
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私たちの世代でマラリアをゼロに . . . . .  LET’S END MALARIA IN OUR LIFETIME

MALARIA
年間約83万人以上が、マラリアを筆頭とする「蚊が運ぶ
病気」によって命を落としています。今も世界で 2人
に一人、32億人がマラリアの脅威にさらされ、新たな
患者数は年間 2億人を超えており、世界三大感染症
（マラリア、結核、エイズ）の中でも突出しています。

MALARIA IN INDIA

インドにおけるマラリア発生件数

世界におけるゼロマラリアの動き
WHOは、新たなマラリア感染件数を２０１５年と比べて２０３０年までに少なくとも
９０％減少させることを目標に掲げている。スリランカに続き、中国のマラリア排除が
認証される見込みがあるように、アジアではゼロマラリアが現実となりつつある。

“多くの子どもたちが蚊に一回刺されるだけでなくなっているが、
　　　　これは道徳的侵害だ。とてつもない不公平がここにある。
生死の問題であり、世界は行動をおこさないといけない”

―バラク・オバマ米国大統領
                                                           （当時／2015年国連総会での演説）

“一匹の蚊によって引きおこされるマラリアこそ、人類の悲劇だ。
　　マラリアのない世界こそが、人類の最も崇高な理念の一つである”

―ビル・ゲイツ／ジョージ・オズボルン
                                                                                 （ロンドンにて、2 016年）

マラリアへの世界的資金拠出
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世界各国では、グローバルリーダーたちによるマラリア制圧への強いコミットメントが表明されている。

インド
INDIA

2030年までにアジアでゼロマラリアを
グローバルな挑戦がスタート

日本で唯一のマラリアに特化する国際NGOマラリア・ノーモアは、マラリアのない世界（ゼロマラリア）を目指し、産官学民と連携してアフリカ、そしてアジアで活動を展開する予定だ。

万人 予防できる感染 億人 兆円経済効果

出典：From Aspiratino to Action
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