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The Quad Vaccine Partnership
While ensuring that vaccines have been made available to our people, "Quad”
partners will launch a landmark partnership to further accelerate the end of the
COVID-19 pandemic. Together, Quad leaders are taking shared action necessary to
expand safe and effective COVID-19 vaccine manufacturing in 2021, and will work
together to strengthen and assist countries in the Indo-Pacific with vaccination,in close
coordination with the existing relevant multilateral mechanisms including WHO and
COVAX.
Drawing on each of our strengths, we will tackle this complex issue with multisectoral cooperation across many stages of action, starting with ensuring global
availability of safe and effective vaccines.
Quad partners are working collaboratively to achieve expanded manufacturing of safe
and effective COVID-19 vaccines at facilities in India, prioritizing increased capacity
for vaccines authorized by Stringent Regulatory Authorities (SRA).
Quad partners will address financing and logistical demands for production,
procurement, and delivery of safe and effective vaccines. Quad partners will work to
use our shared tools and expertise, through mechanisms at institutions including the
United States Development Finance Corporation (DFC), Japan International Cooperation
Agency (JICA), and, as appropriate, Japan Bank of International Cooperation (JBIC),
as well as others.
The United States, through the DFC, will work with Biological E Ltd., to finance
increased capacity to support Biological E's effort to produce at least 1 billion doses of
COVID-19 vaccines by the end of 2022 with Stringent Regulatory Authorization (SRA)
and/or World Health Organization (WHO) Emergency Use Listing (EUL), including the
Johnson & Johnson vaccine.
Japan, through JICA, is in discussions to provide concessional yen loans for the
Government of India to expand manufacturing for COVID-19 vaccines for export, with
a priority on producing vaccines that have received authorization from WHO
Emergency Use Listing (EUL) or Stringent Regulatory Authorities.
Quad partners will ensure expanded manufacturing will be exported for global benefit,
to be procured through key multilateral initiatives, such as COVAX, that provide lifesaving vaccines for low-income countries, and by countries in need.
Quad partners will also cooperate to strengthen "last-mile” vaccination, building on
existing health-security and development programs, and across our governments to
coordinate and strengthen our programs in the Indo-Pacific.
This includes supporting countries with vaccine readiness and delivery, vaccine
procurement, health workforce preparedness, responses to vaccine misinformation,
community engagement, immunization capacity, and more.

Australia will contribute US$77 million for the provision of vaccines and "last-mile”
delivery support with a focus on Southeast Asia, in addition to its existing
commitment of US$407 million for regional vaccine access and health security which
will provide full vaccine coverage to nine Pacific Island countries and Timor-Leste,
and support procurement, prepare for vaccine delivery, and strengthen health systems
in Southeast Asia.
Japan will assist vaccination programs of developing countries such as the purchase of
vaccines and cold-chain support including through provision of grant aid of $41
million and new concessional yen loans, ensuring alignment with and support of
COVAX.
The United States will leverage existing programs to further boost vaccination
capability, drawing on at least $100 million in regional efforts focused on
immunization.
Our commitment will be implemented by the launch of a senior-level Quad Vaccine
Experts Group, comprised of top scientists and officials from our governments. This
group will support Quad cooperation in the longterm, and use science and evidence
to:
• design an implementation plan for the Quad COVID-19 vaccine effort;
•
identify hurdles impeding vaccine administration in the region;
•
work with financers and production facilities to monitor timely and sufficient
capacity expansion that will lead to wider distribution of safe and effective
vaccines;
•
share governmental plans to support Indo-Pacific health security and COVID-19
response, and identify practical cooperation on "last-mile” delivery for hard-toreach communities in need;
•
strengthen and support the life-saving work of international organizations,
including the WHO, COVAX, Gavi, CEPI, UNICEF, the G7, ASEAN, and
governments, and call on other countries to do the same;
make additional concrete recommendations before the end of the year.
The Quad Climate Working Group
We have identified the climate challenge as a priority for the Quad and the IndoPacific region. We will establish a new Quad Climate Working Group focused on:

•

•

Cooperation, both among ourselves and with other countries, to strengthen
implementation of the Paris Agreement, including to keep a Paris-aligned
temperature limit within reach;
Working together and with other countries to support, strengthen, and enhance
actions globally;

•
•

Committing to advancing low-emissions technology solutions to support
emissions reduction;
Cooperation on climate mitigation, adaptation, resilience, technology, capacitybuilding, and climate finance.

The Quad Critical and Emerging Technology Working Group
Quad leaders recognize that a free,open, inclusive, and resilient Indo-Pacific requires
that critical and emerging technology is governed and operates according to shared
interests and values. In that spirit, we will convene a Critical and Emerging
Technology Working Group, which will:

•
•

•

•
•

Develop a statement of principles on technology design, development, and use;
Facilitate coordination on technology standards development, including between
our national technology standards bodies and working with a broad range of
partners;
Encourage cooperation on telecommunications deployment, diversification of
equipment suppliers, and future telecommunications, including through close
cooperation with our private sectors and industry;
Facilitate cooperation to monitor trends and opportunities related to
developments in critical and emerging technology, including biotechnology;
Convene dialogues on critical technology supply chains.

Press
Release
:
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33621/Quad_Summit_Fact_Sheet
印日米豪首脳会談ファクトシートファクトシート
印日米豪（クアッド）ワクチン・パートナーシップクアッド）ワクチン・パートナーシップ

2021 年 3 月 12 日

ワクチンが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はるように行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はする一方、「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は COVID-19 パ
ンデミックの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日パートナーシップを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日構築します。印日します。印日印日
米豪の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日各首脳は、2021 年内の安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡効果的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡ワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日製造活動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日拡
大に必要な取り組みを共同で行い、またに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は必要な取り組みを共同で行い、またなパートナーシップを構築します。印日取り組みを共同で行い、またり組みを共同で行い、また組みを共同で行い、またみを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日共同で行い、またで行い、また行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はい、また WHO や COVAX といった既存の多国間メカニズの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日多国間メカニズメカニズ
ムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむしなパートナーシップを構築します。印日が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はら、インド太平洋諸国に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおけるワクチン接種体制の強化・支援にむの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強化・支援にむに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はむ
け協力していきます。していき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はます。印日
私達はそれぞれの強みを活かし、安全で効果的なワクチンが世界中で入手できるようにすはそれぞれの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強みを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日活かし、安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡で行い、また効果的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日ワクチンが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は世界中で入手できるようにすで行い、また入手できるようにすで行い、またき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はるように行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はす
ることから始め、活動の各段階において関係各所の協力を仰ぎ、この複雑な問題に取り組め、活動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日各段階において関係各所の協力を仰ぎ、この複雑な問題に取り組に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおいて関係各所の協力を仰ぎ、この複雑な問題に取り組の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日仰ぎ、この複雑な問題に取り組ぎ、この収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日複雑な問題に取り組なパートナーシップを構築します。印日問題に取り組に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は取り組みを共同で行い、またり組みを共同で行い、また組みを共同で行い、また
んで行い、またいき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はます。印日
「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は、インド国内の安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日ワクチン生産拠点で、安全かつ効果的な新型で行い、また、安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡効果的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡
コロナワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日増産が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は可能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はなパートナーシップを構築します。印日るよう連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむしており組みを共同で行い、また、中で入手できるようにすで行い、またも厳格な規制当局厳格な規制当局なパートナーシップを構築します。印日規制の強化・支援にむ当局 (SRA)が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は認
可したワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日生産能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日優先することを優先しています。することを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日優先することを優先しています。しています。印日
「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は、安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡効果的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日ワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日生産、調達はそれぞれの強みを活かし、安全で効果的なワクチンが世界中で入手できるようにすそして配送に関連に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関連
した金融・物流需要な取り組みを共同で行い、またに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は対応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツールします。印日「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は、各国が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は所の協力を仰ぎ、この複雑な問題に取り組有するツールするツール

や専門知識を、米国国際開発金融公社を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日、米国国際開発金融公社(DFC)や日本の国際協力機構の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日国際協力していきます。機構(JICA)、さらに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は必要な取り組みを共同で行い、またに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツール
じ国際協力銀行国際協力していきます。銀行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は(JBIC)を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。む各国機関が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は構築します。印日した仕組みを共同で行い、またみを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、活用していきます。していき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はます。印日
アメリカは DFC を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、Bilogical E 社の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日ワクチン生産能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日拡大に必要な取り組みを共同で行い、またするため、同で行い、また社に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は資金
を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日提供します。します。印日Bilogical E 社は 2022 年末までに、ジョンソン＆ジョンソン社製ワクチンまで行い、またに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は、ジョンソン＆ジョンソン社製ワクチン
を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。む、厳格な規制当局なパートナーシップを構築します。印日規制の強化・支援にむ当局(SRA) に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は承認された、または WHO の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日緊急使用していきます。リスト（クアッド）ワクチン・パートナーシップ EUL）に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
記載されたワクチンを、最低でもされたワクチンを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日、最低でもで行い、またも厳格な規制当局 10 億回分生産します。印日
日本の国際協力機構は JICA を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日 通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、輸出用していきます。新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡 コロナワクチン、特にに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は WHO の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日 緊急使用していきます。ワクチンリスト
(EUL)に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は承認されているワクチンや、厳格な規制当局なパートナーシップを構築します。印日規制の強化・支援にむ当局 (SRA)の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日承認を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日受けたワクチンの生産けたワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日生産
拡大に必要な取り組みを共同で行い、またを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむするため、インド政府に対し譲許的な円借款を提供することを協議していますに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は対し譲許的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日円借款を提供することを協議していますを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日提供します。することを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協議していますしています。印日
「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は、増産されたワクチンが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は世界の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日利益のために輸出され、低所の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日ために行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は輸出され、低でも所の協力を仰ぎ、この複雑な問題に取り組
得国やワクチンを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日必要な取り組みを共同で行い、またとする国が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は COVAX なパートナーシップを構築します。印日どの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日主要な取り組みを共同で行い、またなパートナーシップを構築します。印日多国間メカニズイニシアチブを通じ、命をを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、命をを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日
救うワクチンを確実に調達できるようにします。うワクチンを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日確実に調達できるようにします。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は調達はそれぞれの強みを活かし、安全で効果的なワクチンが世界中で入手できるようにすで行い、またき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はるように行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はします。印日
「クアッド」パートナー国はクアッド」パートナー国はパートナー国は、既存の多国間メカニズの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日医療安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡保障プログラムや開発プログラムに基づきプログラムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむや開発プログラムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は基づきづき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は 、
ワクチン接種に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおける『ラスト・マイル』の強化、及びインド太平洋地域におけるプログラスト・マイル』の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強化、及びインド太平洋地域におけるプログびインド太平洋地域におけるプログインド太平洋地域におけるプログに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおけるプログ
ラムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日調整・強化に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は向け、各国政府間で協力します。け、各国政府に対し譲許的な円借款を提供することを協議しています間メカニズで行い、また協力していきます。します。印日
この収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はは、諸外国に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおけるワクチン受けたワクチンの生産入・配送に関連体制の強化・支援にむの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日整備、ワクチン調達はそれぞれの強みを活かし、安全で効果的なワクチンが世界中で入手できるようにすや医療人材
の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日即応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツール体制の強化・支援にむの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強化、ワクチンに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関する誤情報への対応、コミュニティ関与、ワクチン接種への収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日対応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツール、コミュニティ関与、ワクチン接種関与、ワクチン接種
の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。向け、各国政府間で協力します。上などを含みます。なパートナーシップを構築します。印日どを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。みます。印日
オーストラリアはすで行い、またに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は、太平洋島嶼国 9 か国及びインド太平洋地域におけるプログびインド太平洋地域におけるプログ東ティモール全域を含む地域におけるティ関与、ワクチン接種モール全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡域におけるプログを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。む地域におけるプログに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおける
ワクチンアクセスの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日 向け、各国政府間で協力します。 上などを含みます。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は 向け、各国政府間で協力します。 け 4.07 億ドルの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日 支 援にむを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日 表 明していますが、これとは別にしていますが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は 、 これとは別にに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
7700 万ドルを投じ、東南アジアにおけるワクチン配送の『ラスト・マイル』問題の解決をドルを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日投じ、東南アジアにおけるワクチン配送の『ラスト・マイル』問題の解決をじ国際協力銀行、東ティモール全域を含む地域における南アジアにおけるワクチン配送の『ラスト・マイル』問題の解決をアジアに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はおけるワクチン配送に関連の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日『ラスト・マイル』の強化、及びインド太平洋地域におけるプログラスト・マイル』問題に取り組の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日解決をを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日
支援にむします。印日
日本の国際協力機構は COVAX との収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日整合性を保ちつつ、を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日保ちつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡つ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡、4100 万ドルを投じ、東南アジアにおけるワクチン配送の『ラスト・マイル』問題の解決をドルの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日無償資金協力していきます。や新たなパートナーシップを構築します。印日譲許的なパートナーシップを構築します。印日円借款を提供することを協議しています
の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日提供します。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、ワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日購入やコールドチェーン整備の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむなパートナーシップを構築します。印日どを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日通じ、活用していきます。じ国際協力銀行、途上などを含みます。国の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日ワク
チン接種事業を支援します。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむします。印日
アメリカは既存の多国間メカニズプログラムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日活用していきます。して予防接種能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日より組みを共同で行い、また強化し、予防接種に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は特に化した地
域におけるプログ的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日取り組みを共同で行い、またり組みを共同で行い、また組みを共同で行い、またみに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は少なくともなパートナーシップを構築します。印日くとも厳格な規制当局 1 億ドルを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日投じ、東南アジアにおけるワクチン配送の『ラスト・マイル』問題の解決を入します。印日
私達はそれぞれの強みを活かし、安全で効果的なワクチンが世界中で入手できるようにすの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日コミットメントは、ハイレベルなパートナーシップを構築します。印日クアッド・ワクチン専門家グループの立ち上げにグループの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日立ち上げにち上などを含みます。げに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
より組みを共同で行い、また実に調達できるようにします。行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は移されます。このグループは一流の科学者や政府高官で構成され、科学的なエされます。印日この収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日グループは一流の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日科学者や政府高官で構成され、科学的なエや政府に対し譲許的な円借款を提供することを協議しています高官で構成され、科学的なエで行い、また構成され、科学的なエされ、科学的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日エ
ビデンスに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は基づきづいた 4 カ国間メカニズ協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日長期的なパートナーシップを構築します。印日に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は支援にむします：
• 新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡コロナワクチンに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関するクアッドの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日取り組みを共同で行い、またり組みを共同で行い、また組みを共同で行い、またみの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日ための収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日実に調達できるようにします。行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は計画を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日立ち上げに案することすること
• 地域におけるプログで行い、またワクチン接種の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日妨げとなっている障害を特定することげとなパートナーシップを構築します。印日っている障プログラムや開発プログラムに基づき害を特定することを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日特に定することすること
• 安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡で行い、また効果的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日ワクチンの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日普及びインド太平洋地域におけるプログに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡なパートナーシップを構築します。印日が自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はるタイムと緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむリーで行い、また十分なパートナーシップを構築します。印日生産能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日拡大に必要な取り組みを共同で行い、またを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日、
資金提供します。者や政府高官で構成され、科学的なエや生産施設と協力して監視することと協力していきます。して監視することすること
• インド太平洋地域におけるプログの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日医療安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡保障プログラムや開発プログラムに基づきと新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡コロナ対応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツールを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむするための収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日政府に対し譲許的な円借款を提供することを協議しています計画を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日共
有するツールし、支援にむを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日必要な取り組みを共同で行い、またとしている遠隔地域におけるプログへの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日『ラスト・マイル』の強化、及びインド太平洋地域におけるプログラスト・マイル』配送に関連に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関する実に調達できるようにします。際的なパートナーシップを構築します。印日
なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日確認すること
• WHO、COVAX、Gavi、CEPI、UNICEF、G7、ASEAN、各国政府に対し譲許的な円借款を提供することを協議していますなパートナーシップを構築します。印日どの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日国際機関に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
よる救うワクチンを確実に調達できるようにします。命を活動の拡を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強化・支援にむし、各国に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はも厳格な規制当局同で行い、また様の活動を呼びかけることの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日活動の拡を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日呼びかけることびインド太平洋地域におけるプログかけること
• 年内の安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はさらに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は具体的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日提案することを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はうこと
印日米豪気候変動の拡作業を支援します。部会

私たちは気候変動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日問題に取り組を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日クアッドおよびインド太平洋地域におけるプログインド太平洋地域におけるプログの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日優先することを優先しています。課題に取り組と特に定することし、以下にに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
焦点で、安全かつ効果的な新型を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日当てたクアッド気候変動の拡作業を支援します。部会を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日新たに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は設と協力して監視すること立ち上げにします。印日
• 4 カ国間メカニズおよびインド太平洋地域におけるプログ他国との収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は焦点で、安全かつ効果的な新型を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日当て、気温変動の拡を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日パリ協定することが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は定することめた制の強化・支援にむ限内の安全かつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は
維持することを含め、パリ協定の実施を強化するすることを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。め、パリ協定することの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日実に調達できるようにします。施を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日強化する
• 世界的なパートナーシップを構築します。印日なパートナーシップを構築します。印日行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむや強化、向け、各国政府間で協力します。上などを含みます。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は向け、各国政府間で協力します。け 4 カ国間メカニズおよびインド太平洋地域におけるプログ他国と協力していきます。する
• 排出量削減を支援するため、低排出技術ソリューションの高度化にコミットするを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日支援にむするため、低でも排出技術ソリューションの高度化にコミットするソリューションの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日高度化に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はコミットする
• 気候変動の拡の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日緩和、気候変動の拡への収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日適応します。「クアッド」パートナー国は、各国が所有するツール、回復、技術ソリューションの高度化にコミットする、能になるよう連携しており、中でも厳格な規制当局力していきます。開発、気候変動の拡資金に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関す
る協力していきます。
印日米豪重要な取り組みを共同で行い、また新技術ソリューションの高度化にコミットする作業を支援します。部会
印日米豪の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日首脳は、自由で開かれた、包摂的で弾力性の高いインド太平洋地域の構築にはで行い、また開かれた、包摂的なパートナーシップを構築します。印日で行い、また弾力していきます。性を保ちつつ、の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日高いインド太平洋地域におけるプログの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日構築します。印日に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はは 、
重要な取り組みを共同で行い、また技術ソリューションの高度化にコミットする・新興技術ソリューションの高度化にコミットするが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は共通じ、活用していきます。の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日関心や価値に基づいて管理・運用されることが必要であるとや価値に基づいて管理・運用されることが必要であるとに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は基づきづいて管理・運用していきます。されることが自国民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は必要な取り組みを共同で行い、またで行い、またあると
認識を、米国国際開発金融公社しています。印日この収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日精神に基づき、私たちは重要・新興技術作業部会を立ち上げましたに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は基づきづき渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は、私たちは重要な取り組みを共同で行い、また・新興技術ソリューションの高度化にコミットする作業を支援します。部会を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日立ち上げにち上などを含みます。げました
この収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日作業を支援します。部会は、
• 技術ソリューションの高度化にコミットするの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日設と協力して監視すること計・開発・使用していきます。に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関する原則について文書を作成するに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡いて文書を作成するを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日作成され、科学的なエする
• 技術ソリューションの高度化にコミットする標準の開発についての調整を促進する。これには各国の技術標準化機関間の調の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日開発に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡いての収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日調整を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日促進する。これには各国の技術標準化機関間の調する。印日これに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はは各国の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日技術ソリューションの高度化にコミットする標準の開発についての調整を促進する。これには各国の技術標準化機関間の調化機関間メカニズの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日調
整や広範なパートナーとの協力を含む。なパートナーシップを構築します。印日パートナーとの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。む。印日
• 各国の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日民に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は間メカニズ部門・産業を支援します。間メカニズの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日緊密に連携しながら、インド太平洋諸国におけるワクチン接種体制の強化・支援にむなパートナーシップを構築します。印日協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。め、電気通じ、活用していきます。信の普及、機器サプライヤーの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日普及びインド太平洋地域におけるプログ、機器サプライヤーサプライヤー
の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日多様の活動を呼びかけること化、将来の電気通信に関する協力を奨励する。の収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日電気通じ、活用していきます。信の普及、機器サプライヤーに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関する協力していきます。を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日奨励する。する。印日
• バイオ技術ソリューションの高度化にコミットするを更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日含む各国機関が構築した仕組みを通じ、活用していきます。む、重要な取り組みを共同で行い、また・新興技術ソリューションの高度化にコミットする開発に行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国は関する傾向け、各国政府間で協力します。や機会を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日監視することするための収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日協力していきます。
を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日促進する。これには各国の技術標準化機関間の調する。印日
• 重要な取り組みを共同で行い、また技術ソリューションの高度化にコミットするの収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日サプライチェーンに行き渡るようにする一方、「クアッド」パートナー国はつ効果的な新型コロナ感染症ワクチンの製造活動の拡いての収束を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日会合を更に加速させるため、画期的なパートナーシップを構築します。印日開催する。する。印日

