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国連システム事務局長調整委員会（CEB） 

 

原文公開日 2019 年 2月 19 日 

http://www.unsceb.org/content/second-regular-session-report-november-2018-new-york  

 

 

2018 年第 2回定例会議 

ニューヨーク、2018 年 11 月 7日-8 日 

 

協議概要 

 

I.序章  

 

1. 国連事務総長が議長を務める国連システム事務局長調整委員会（CEB）の第 2 回定例会議が、2018 年

11月 8 日と 7日にニューヨークのマンハッタンにあるグリーンツリー財団で開催された。 

 

2. リトリート形式で開催されたこのセッションは、次の 3つのテーマで構成された。 

(a) 世界情勢 

(b) 薬物政策に関する国連システムの共通の立場 

(c) 国連システムのイノベーション（革新）を促進 

 

3. 調整委員会（CEB）は、最近のエボラ出血熱の流行に対する国連システムの対応について、世界保健

機関（WHO）事務局長のテドロス・アダノム・ゲブレイェスス氏と平和維持活動事務次長のジャン＝

ピエール・ラクロワ氏によるコンゴ民主共和国からのビデオ会議によるプレゼンテーションを聴取し

た。 

 

4．また、調整委員会（CEB）は、セクシュアル・ハラスメント、性的搾取及び虐待に対する国連システ

ムの対応に関する説明も聴取した。 

 

5. 本要約は、セッションの主要なポイントを強調する。 
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II.セグメント 1：世界情勢 

 

6. 事務総長は、多国間主義の状態についての分析を提供した。多国間システムは脆弱であり、人種主義、

ポピュリズム（大衆迎合主義）および二極化の広がりをもち、新しい民主主義又は、より限定的な形態の

民主主義が社会へのアピールの増加に関連した構造的問題に直面していると指摘した。 

 

7. その後の議論では、多国間主義の重要性とサイロ化（自己完結して孤立してしまう状態）を克服する

必要性に焦点を当て、世界の人々を鼓舞し、国連憲章の諸原則が、国連システムにおいてパートナーと共

に維持してきた中核であり続けるために協力して取り組むことになった。 

 

8. 調整委員会（CEB）は、現在および将来の問題に取り組むために、国連の招集する力を利用して、現

在および将来の問題に取り組むためのマルチ・ステークホルダー(国、事業者、消費者、有識者などの利

害関係者)の関与を促進することの妥当性を強調した。これには、次の 20~30 年間に社会が直面する問題

にどのように取り組むべきかを容易にする体系的な考え方を発展させることが含まれる。 

  

9. 調整委員会（CEB）は、国連が連合機関としての役割を果たすことになる地域的アプローチや地域的

パートナーを包含する多国間主義をネットワーク化する形で、パートナーシップに取り組む重要性を指

摘した。 

 

10. 調整委員会（CEB）は、多極化が進む世界において、機能的な多国間の解決策を支援することへの

公約（コミットメント）を新たにし、現地でのコミュニケーションを簡素化する重要性と、より大きな社

会的空間と社会的一体性の創出及び若者の参加を促進する上での役割を指摘した。 

 

 

III.セグメント 2 : 薬物政策に関する国連システムの共通の立場 

 

11.  2009 年、国際社会は、世界の薬物問題に対処するための世界戦略に合意した。世界の薬物問題に対

処するため、統合されバランスのとれた戦略に向けた国際協力に関する政治宣言及び行動計画の採択を

受けて、各国政府は 2019 年を、麻薬の不法な栽培、生産、取引及び使用、並びに前駆物質の転用及び資

金洗浄を、著しくかつ測定可能な形で撤廃し又は削減するための目標年として設定した。2016 年、国連

総会は、政治宣言及び行動計画の実施における進展を検討するために、国連薬物特別総会を開催し、「世

界の薬物問題に効果的に対処し、対処するための我々の共同の公約」と題する決議 S-30/1 を採択した。 

 

12. 世界の薬物情勢を監視し、国際的な薬物統制に関する戦略を策定し、世界の薬物問題に対処するため

の措置を勧告することを任務とする経済社会理事会の機能委員会である国連麻薬委員会（CND）は、薬

物統制関連の公約の実施を評価するために、2019 年 3 月にオーストリアのウィーンで開催される第 62

回会合に二日間の閣僚会合を招集する。 
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13. 国連麻薬委員会の閣僚級会合において、この問題に関する国連システムの共通の立場を確保するた

め、調整委員会（CEB）は、国連薬物犯罪事務所(UNODC)が調整する協議プロセスを通じて、ハイレベ

ル計画委員会（HLCP）の下で作成された討議文書を踏まえ、薬物政策の協議を行った。報告書は、世界

の薬物問題の概観と、国際的な政策論議から生じた主要な問題の分析、ならびに 2019 年の閣僚級会合に

向けた国連システム全体の調整と一貫性を強化する目的で、CEB が共通の国連の立場を明確にすること

を支援するアイデアと措置を含んでいた。 

  

14. 調整委員会（CEB）のメンバーは、ハイレベル計画委員会（HLCP）の議長によって、国際労働機関

(ILO)事務局長のガイ・ライダー氏および国連薬物犯罪事務所（UNODC）事務局長のユーリー・フェド

トフ氏のプレゼンテーションを受けた。 

  

15. 討議を開始するにあたり、事務総長は、2030 年持続可能な開発のための課題の実現の不可欠な部分

として、国際薬物統制条約の包括的でバランスのとれた実施及び国連薬物特別総会の結果に対する国連

システムの公約を再確認した。国連システムは、世界の薬物問題に対処するために、科学的証拠に基づ

く、人権に基づく、人間中心の、統合された対応を発展させ、追求する政府を支援する上で重要な役割を

果たした。 

 

16. ライダー氏は、CEB による検討のために、討議文書に含まれている提案された共通の立場を概説し

たが、それには以下が含まれていた。 

 

(a)国際薬物統制条約及び 2030 年のアジェンダ（行動計画）を柱とする国連薬物特別総会の成果を含む、

合意された規範及び公約の包括的な実施を支援するための国連システムの公約を再確認した。 

  

(b) 包括的で、バランスのとれた、統合された、科学的証拠に基づく、人権に基づく、開発志向の持続可

能なアプローチを支援するために、国連システムを広く活用することに焦点を当てる。 

 

(c) 国連内の機関間の相乗効果を活用するとの公約を確認し、共同の取り組みを強化するための具体的な

分野を概説した。 

 

(d)効果的な政策決定の基礎として機能する科学的証拠の重要性を強調し、国連システムが加盟国を支援

する知識の仲介者として果たすことができる役割を認識した。 

 

(e)研究、データ収集及び分析における国連システム全体の調整及び協力を強化するために提案された措

置。 

  

17. フェドトフ氏は、閣僚級会合に至るまでの現在の政府間情勢の概観を提供しつつ、準備は順調に進ん

でおり、加盟国は既存の国際薬物統制条約及び枠組みに対する全体的な公約を再確認することが期待さ

れると述べた。 
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18. これらの実質的な発表を補足する形で、国際情報通信技術局の事務局長であるアテフェ・リアジ氏は、

調整委員会（CEB）に対し、社会的及びニュースメディアの内容の感情分析に基づいて、薬物問題に対す

る一般の認識について説明した。 

  

19. その後の議論で、調整委員会（CEB）メンバーは以下のように述べた。 

 

(a) 討議文書で提案された共通の立場に対する彼らの完全な支持を表明した。 

 

(b)ハイレベル計画委員会（HLCP）が、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が主導的な調整役を務め、複

雑な問題に関する見解の収斂に向けて行った優れた作業を評価した。 

 

(c)2030 年のアジェンダ（行動計画）にしっかりと根ざした人間中心かつ人権に基づくアプローチの重要

性を再確認した。 

 

(d)このようなアプローチを実現するためには、科学的根拠に基づいた政策決定が極めて重要であること

を強調した。 

 

(e)その目的のために、加盟国が科学的証拠の基盤を構築し、実証された最も効率の良い方法とその教訓

を共有するための国及び地域の能力強化を支援することの重要性を強調した。 

 

(f) 特に教育を通じて、予防と需要削減の重要性を強調した。 

 

(g)女性の特別なニーズと状況を強調し、薬物問題に対処する方法にジェンダーの視点を適切に統合する

必要性を強調した。 

 

(h)共通の立場を実施し、すべてのレベルで共通の原則を実施するための具体的な行動の必要性を強調し

た。 

 

結論  

 

20. 最後に、事務総長は、共通の立場は、薬物政策を規定することを目的としたものではなく、国連シス

テムが、一つの声で話し、薬物問題に対処するための首尾一貫した努力をするための有用な内部ツールと

して役立ったことを強調した。国連システムは、加盟国が薬物問題に対する様々なアプローチのリスクと

便益をより良く評価し、包括的かつ統合された措置の効果的な実施のために科学的証拠に基づいた政策

決定を助ける知識の仲介者として重要な役割を果たした。討議は CEB との間で、国連システム全体での

行動のための共有された原則と公約を含め、討議文書で提案された共通の立場案を全会一致で支持して

終了した(付属資料 I 参照)。 

  

21. 次のステップとして、調整委員会（CEB）は、事務総長の執行委員会の枠組みの中で、国連薬物犯罪
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事務所（UNODC）が主導して、関心を有する国連システム調整委員会（CEB）作業部会の設立を決定し

た。作業部会は、共通の立場を実践に移すための行動を特定し、特に、薬物関連の課題に取り組む際に、

加盟国が科学的証拠に基づいた政策決定をすることを最良に支援するために、国連システム全体にわた

る研究、データ収集、分析における協力と調整を確保することを追求する。 

 

 

IV.セグメント 3：国連システムにおけるイノベーションの促進 

 

22. セグメント 3 は、国連システムにおけるイノベーションの促進に関する調整委員会（CEB）の議論を

踏まえたものである(CEB/2018/1 参照)。この会議は、次の 3 つの主要な目的を満たすために組織され

た。 

 

(a)調整委員会（CEB）メンバーが体系的な方法でさらなるイノベーションを学び、共有し、刺激するた

めのプラットフォームを提供すること。 

(b)変革エージェントの関与を含む、国連システム内からのイノベーションのための戦略、構造及び戦術

的行動計画を特徴づけること。 

(c)国連イノベーション・ツールキットの暫定版の実践を通じたものを含め、イノベーションに向けた実

際的なステップを示すこと。 

 

23. セグメントの状況を設定するにあたり、事務総長は、イノベーションを優先事項とするための継続中

の努力を想起し、調整委員会（CEB）の前会議以降、イノベーションを統合するために国連システム全体

で重要な措置がとられたことを認識した。また、ハイレベル管理委員会（HLCM）によるビジネス・イノ

ベーションの促進に向けた努力を評価した。事務総長は、国連イノベーション・ネットワークやヤング国

連ネットワークのような非公式のネットワークが、異なる作業方法のための新しいアイデアの形をもた

らすことができるという価値を強調した。 

  

24. 事務総長は、新しい技術が著しい早さで開発され、それらの利益を得るために国連システム全体でよ

り多くのことを実行しなければならないことに留意した。事務総長は、業務のあらゆる側面において、イ

ノベーションを周辺から中心的な優先事項へと移行させる必要性を強調し、各組織内でより体系的な方

法で取り組むことに集中し、国連システム全体でのつながりを構築することによって、両方のイノベーシ

ョンへの取り組みを加速するようメンバーに促した。 

 

25. セグメントの残り時間は、外部の公共部門のイノベーション専門家の協力を得て実施された。同専門

家は、国連イノベーション・ネットワークの共同議長とともに、2018 年の第一回定例会議でネットワー

クが形成されることになっていた国連イノベーション・ツールキットの進捗状況の概要を説明し、成果と

課題を反映するための事務総長間の議論を導き、国連システムをより革新的なものにするために既存の

勢いを強化することを次のステップとして終了した。 
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2018 年の第一回定例会議以降の国連システム全体の進展 

  

26. 事務総長事務局によって実施された第 2 回イノベーション調査の結果が提示され、前回の調整委員

会（CEB）定例会議以降に国連機関によって行われたイノベーションの努力に関連するいくつかの洞察

と機会を明らかにした。調査結果は、多くの組織がイノベーション戦略に焦点を当てていたが、イノベー

ション成熟度の高い組織はパートナーシップの促進に投資していたことを示した。このデータは、企業が

イノベーションを促進するための社内外のパートナーシップを育む努力のレベルと比較して、進歩がそ

れほど顕著でなかった戦略に関する努力と比較して、より大きな進歩を達成したことを示唆している。そ

の結果、多くの機会が明らかになりました。その中には、課題を克服して目標を達成するために同僚から

学ぶ機会、政府、NGO、民間セクターとの外部パートナーシップをより効果的に活用するための協力分

野を模索する機会、イノベーションを可能にする環境を構築するために政府機関と協力する機会などが

含まれる。 

  

27. ハイレベル管理委員会（HLCM）の委員長は、組織内のイノベーションを奨励し、イノベーションを

より広く可能にするための継続的な作業について、調整委員会（CEB）に関与した。当委員会は、

2017~2020 年の戦略計画を更新し、業務の中核としてイノベーションを確立し、イノベーションに焦点

を当てた業務上の優先事項を盛り込むことを目指していた。具体的には、イノベーションの場の創出、人

材の刷新、ロボットや人工知能、機械学習を活用した経営機能の支援などが挙げられる。 

 

28. 国連イノベーション・ネットワーク共同議長は、国連イノベーション・ツールキットのプレビューを

主導した。このツールキットには、アーキテクチャ、パートナーシップ、文化に関する分野、CEB が以

前にイノベーション促進の鍵とした分野、戦略と評価に関する 2 つの追加分野が含まれており、これら

は公共部門の最も効率のよい技法に基づいて追加された。国連システムやその他の分野から得られた教

訓や事例に基づいて開発されている、五つの分野のいくつかの情報収集・整理されたツールが提示された

(下図参照)。また、調整委員会（CEB）のメンバーには診断評価の実演が提供され、ユーザーは回答に基

づいて提案されたイノベーション・ツールに誘導されました。結果が集約されると、評価は各組織の長に

組織全体のイノベーションの実践に関する洞察を提供し、戦略的意思決定を促進する可能性があった。 

 

29. その後の議論において、事務総長は、国連システム全体におけるイノベーションの進展に関する見解

を共有し、それぞれの組織内で推進している具体的な活動及びイニシアティブを強調した。メンバーは、

残っている主な障害を特定し、ツールキットと次のステップに関する見解を共有した。 
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 国連イノベーション・ツールキットの図 

 

30. 加盟国は、国連イノベーション・ツールキットに関してこれまでに行われた作業への支持を表明し、

国連システム機関がイノベーションを促進し拡大する能力を成熟させる上で、このツールがどのように

支援できるかを強調した。また、これはイノベーションを育成するためのより大きな努力の一つの要素に

すぎないことも認識した。国連システム全体のスタッフが、このツールキットに含まれている教訓と最も

効率の良い方法からメリットを得られるという大筋の合意が得られ、メンバーは 2019 年の最初の記者発

表を楽しみにしていた。 

 

31. 議論を通して、調整委員会（CEB）メンバーは、それぞれの組織内で、また他の国連システム機関と

協力して、イノベーションを促進する事例を共有した。調整委員会（CEB）の前回の議論以降、イノベー

ションの統合に関する見解はより戦略的なものになっていると認識された。 

 

32. 変革を受け入れる環境を作り、維持することによってイノベーションを支援することへのリーダーシ

ップの中心性は、提示された事例に示されており、上級リーダーの直接的かつ個人的関与の利益が認識さ

れている。組織を大胆に破壊しようとする意志と、仕事のやり方を根本的に変える用意があることが、イ

ノベーションの文化をもたらす決定的な要因であることが合意された。解決されるべき具体的な問題と

達成されるべき目標についての上級リーダーからの明確さは、変化を効果的に管理し、国連が奉仕する

人々にイノベーションがもたらす価値を示すための前提条件であった。また、イノベーションのアジェン

ダ（行動計画）をまとめて支持し、そのアジェンダ（行動計画）について伝達する上での CEBの重要な

役割も強調された。  

 

33. 調整委員会（CEB）は、真にシステムを変革するためには、イノベーションが賞賛されるべきである

と認識した。すべてのレベルのスタッフは、別の方法で物事を行うための権限とインセンティブを与えら
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れる必要があった。イノベーションに関する統治機関との交流のいくつかの経験が共有され、こうした関

与を強化することが、より強いイノベーション文化の前進に必要であることが強調された。具体例を挙げ

て、国連機関間のイノベーション・イニシアティブに関する協力の多くの利益を強調した。外部関係者と

のパートナーシップを構築することの価値と必要性は、議論を通して強調された。 

 

残された障壁への対処 

  

34. 調整委員会（CEB）がイノベーションと先端技術の可能性について初めて議論して以来、多くの進展

があったが、調整委員会（CEB）は、いくつかの障害が国連システム機関におけるイノベーションの取り

組みを妨げ続けていることを認めた。 

 

35.メンバーは、イノベーションを真に評価する文化を育成することの重要性を強調した。リスク回避、

リスクを冒すことの潜在的な利益に対する認識の欠如、変化に対する組織内の抵抗、過度に制限的な規則

や規制は、イノベーションを可能にする組織文化への障害と見なされた。変更管理プロセスも強化する必

要があった。  

 

36. 調整委員会（CEB）は、国連システム全体にわたって新技術志向の欠如が続いており、人工知能、機

械学習、ブロックチェーンなどの先端技術がもたらす機会を十分に活用することが困難であることを見

出した。スタッフの研修やイノベーションに関する外部団体との関与を通じて、この問題を緩和すること

が可能であることを示す事例が提供された。 

 

37. メンバーは、初期の試験的段階を超えてプロジェクトを拡大し、サイロ化（自己完結して孤立してし

まう状態）を克服するためにアイデア、方法、解決策を国連システム全体に広げることの難しさを指摘し

た。既存の革新的なアプローチを拡大することの利点が認識され、そのような解決策が他の組織や加盟国

に提示した古い技術を飛び越える機会が得られた。パートナーシップは、全体的なスケールアップとスケ

ールアップを促進するための解決策の一部として特定された。 

 

38. 他の国連システム機関や民間部門のような外部の主体とのパートナーシップの範囲と影響を拡大す

ること自体がもう一つの大きな課題であった。メンバーは、より広範な組織形態とそこでの国連機関の役

割を理解し、より動的な方法でパートナーシップにアプローチし、システム内外で協力して活動すること

に対する内部抵抗を克服する必要性を強調した。民間セクターは、組織規模の課題の克服に貢献するだけ

でなく、革新的な資金調達メカニズムを通じたものを含め、組織に対する将来的な影響を精査し、資金不

足を緩和する手段として特に注目された。評価リスクを含め、民間セクターとの提携に特有の課題が強調

された。パートナーシップのテーマは、他の国連システム機関から学び、さらなる協力を追求する機会と

して、調整委員会（CEB）による協議が提案された。 

 

39. メンバーは、職員が実験できる環境を提供することを含め、既存の規則や規制の範囲内でイノベーシ

ョンを追求する能力について議論した。また、職員が成果に対して説明責任を負うこと、およびイノベー

ションの影響を測定する評価メカニズムを開発することの重要性が強調された。 
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40. 確認された障壁の多くを克服するために、ヤング国連や国連イノベーション・ネットワークを含む国

連システム内および国連システム全体で変革推進者を活用することの価値が強調され、両ネットワーク

はイノベーションを促進するための貴重な資源として賞賛された。若手職員のエンパワーメントの重要

性を強調し、数名の委員が職場における年齢の多様性を考慮することの重要性を強調した。 

 

結論 

 

41. 最終見解において、事務総長は、国連システムを横断してなされた重要な進歩を認識し、この問題に

関する調整委員会（CEB）の継続した関与に対する感謝を留意した。事務総長は、野心的な持続可能な開

発目標を達成するために努力する中で、第 4 次産業革命によってもたらされた機会と課題、及び先端技

術が社会と国連システム機関のそれぞれの任務に与える潜在的影響を無視することは不可能だと強調し

た。それゆえ、事務総長は、国連システム全体のイノベーションに対して、組織的かつ包括的なアプロー

チをする必要性を強調し、組織のそれぞれの権限に留意したアプローチを用いて、それをすべての組織に

おける作業の中心に移行させた。  

 

42．事務総長はまた、必要な文化的変革の成功には、上級リーダーは、民間部門とのパートナーシップを

含むパートナーシップを構築し育成するとともに、職員や執行機関をさらに関与させるよう努めるべき

であるという調整委員会（CEB）の見解を繰り返した。事務総長は、そのような変化は国連システムの利

益のためではなく、国連が奉仕する人々の利益のためにより良く、より効果的に提供するためであると強

調した。事務総長は、調整委員会（CEB）が変化を最大限に推進し、組織内外からの抵抗を克服するため

に努力することを奨励した。事務総長は、最も効果的な手順を追求し、最も効果的なテクノロジーを使用

し、最も効果的な方法論に従うことで、組織が責務を果たすことを求めた。事務総長は、技術を超えたア

プローチを取る必要性を強調したが、それは技術の潜在力と、それが国連システムの運営方法をどのよう

に動かしているかという現実の影響を強く受けた。 

 

43. 事務総長は、討議中に明らかになった行動項目をまとめ、加盟国はこれを推進することに同意した。 

 

(a)国連イノベーション・ネットワークの支援を得て、変革のための全体的な CEB ビジョンに沿った、そ

れぞれの国連システムにおけるイノベーションへのカスタマイズされたアプローチを開発する。 

 

(b)あらゆるレベルの職員と意思疎通を図り、国連システムにおけるイノベーションの採用に関して調整

委員会（CEB）が考えていること及び期待を表明し、より広範な文化的変化を支援し、特に、国連イノベ

ーション・ネットワーク及びヤング国連などの非公式ネットワークのエネルギー及びアイデアを引き続

き活用する。 

  

(d)他の国連システム機関との間で、イノベーションの取り組みを共有し、学び、協働し、再現し、拡大

するためのフォローアップを行う。 

 

(e)必要に応じて、民間部門を含む外部機関とのイノベーション・パートナーシップを推進する。 
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V.プレゼンテーションとアップデート（更新） 

  

Ａ．コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の最近の流行に対する国連の対応 

 

44. 調整委員会（CEB）は、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の流行に対応しつつある国連システ

ムの共通の努力、より広範には同地域における準備努力に従事した。 

 

45. 調整委員会（CEB）は、テドロス博士及びラクロワ氏から最新情報を受け取った。両氏は、コンゴ民

主共和国と近隣諸国の現状に関するビデオ会議を通じてセッションに参加した。 

 

46. 調整委員会（CEB）メンバーは、テドロス博士及びラクロワ氏と積極的に関わり、エボラ出血熱対策、

特に危機に伴う個人的リスク及び安全保障上の課題に照らして、すべての国連システムスタッフに感謝

した。 

 

B. 性的搾取・虐待・セクシャルハラスメント 

 

47. 事務総長は、委員会に対し、性的搾取及び虐待の防止及び対応に関する戦略実施の説明(付属資料 II

参照)、並びに国連システムの組織内のセクシュアル・ハラスメントに対処するための CEB 作業部会の

議長としての役割を果たす事務次長であるヤン・ビーグルによる包括的報告(付属資料 III 参照)を提供し

た。 

 

48. 性的搾取と虐待に関して、事務総長は、国連システム全体でこの問題に取り組むことが極めて重要で

あることを強調し、国連事務局および各部局のすべての長は、そのパフォーマンス・マネジメント・コン

パクトの一部として、性的搾取と虐待に関連する申し立てを受けたすべてが報告されていることを事務

総長に提供すべきであり、性的搾取と虐待の防止に関するトレーニングが毎年提供されていることを想

起した。2017 年、事務総長は性的搾取と虐待に関する申し立てを国連総会に報告することを義務付けら

れたすべての国連機関の長に、すべての申し立てが報告されたことを証明する管理文書を提供するよう

要請した。 

 

49. 国連システム全体にわたる一貫した報告と説明責任の重要性に留意して、事務総長は、国連総会に報

告することを義務付けられていない国連事務局以外のすべての国連機関の長に、将来、そのような証明文

書を自発的に提出するよう求めることを発表した。 

 

50. セクシュアル・ハラスメントに対処するための国連システム全体の行動に関して、ビーグル氏は、国

連システム全体の成果物の出版と承認において、首尾一貫した効果的な方法で、調整委員会（CEB）作業

部会を通じて行ってきた重要な進展を強調した。 
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51. 2017 年 11 月に調整委員会（CEB）によって設立されて以来、この作業部会は、予防と対応努力の迅

速な拡大、犠牲者の保護と支援、安全で働きやすい職場環境の創出に向けたいくつかの優先的な取り組み

に焦点を当ててきた。セクシュアル・ハラスメント政策の調和、報告・説明責任の改善、意識向上とコミ

ュニケーションの強化が、優先的に取り組むべき分野として特定された。 

 

52. 調整委員会（CEB）作業部会は、国連システム全体の実施のために以下の具体的な行動を行った。 

 

(a)国連セクシュアル・ハラスメント制度モデル政策 

 

(b)セクシュアル・ハラスメントの加害者の再雇用を防止するための国連システム全体のスクリーニング・

データベース 

 

(c)国連システム全体のデータ収集と分析のための調和されたメカニズム 

 

(d)職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止・対応に関する管理職向けガイドライン、ヘルプラ

イン・ホットライン 

 

(e)国連行事中及び関連するセクシュアル・ハラスメントを防止するための行動規範案 

 

(f)作業部会の次の段階で、調査能力を強化し、調和させ、調査の質を向上させることへの公約 

 

53. 発表の後、事務総長および調整委員会（CEB）メンバーは、国連システム全体にとって極めて重要な

分野における国連システム全体の多くの成果に感謝の意を表明した。以下の合意された公約及び共同行

動の迅速な実施が重要であることが強調された。 

 

(a) 国連システム全体でのゼロ・トレランス（非寛容）の実践を継続 

 

(b)国連機関のそれぞれの政策を、セクシュアル・ハラスメントに関する国連システム・モデル政策と整

合させる。 

  

(c)そのために作成したデータ収集の仕組みを利用して、毎年セクシャルハラスメントに関する報告を行

う。 

 

(d)国連システム全体のスクリーニング・データベースを蓄積し、採用プロセス中に継続的に更新され、

体系的に利用されることを確保する。 

 

(e)各機関におけるセクシュアル・ハラスメントに関する調査能力の強化及び質の向上並びに調査資源の

共有のための協力をする。 
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54. 調整委員会（CEB）は、これまでの成果を踏まえ、CEB 作業部会の作業の継続と、その実施に重点

を置くことを行動の優先分野として支持した。事務総長は、CEB 加盟国は、2019 年の最初の定例会議に

間に合うように、それぞれの機関による合意された行動の実施状況を報告することができると結論した。 

 

 

VI その他 

 

Ａ. 文書の裏書 

55. 会議に先立ち、調整委員会（CEB）は、ハイレベル計画委員会（HLCP）の第 36 回会合(2018 年 10

月 9-10日)報告書を電子的に承認した(CEB/2018/6)。 

 

56. 第 36回会合(2018 年 10月 11-12 日)に関するハイレベル管理委員会（HLCM）の報告書が、CEB会

合(CEB/2018/5)の結論の後、電子的に承認された。 

  

B. 日程および今後開催されるセッションの場所 

57. 調整委員会（CEB）メンバーは、2019 年の最初の定例会議(2019 年 5月 9-10日木曜、金曜) がジュ

ネーブで ILO によって主催されることを想起した。 

 

58．調整委員会（CEB）メンバーは、国際連合環境計画、国際連合人間居住計画(UN-ハビタット)及びナ

イロビの国連事務所が共同で、2020 年の第一回定例会議をナイロビで主催することへの招待を受諾した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

付属資料 I  

効果的な国連機関間の連携を通じた国際薬物統制政策の実施を支援

する国連システムの共通の立場 

 

共通の原則 

 

持続可能な開発のための 2030 年のアジェンダ（行動計画）の枠組みの中で、真にバランスのとれた、包

括的で、統合された、科学的証拠に基づく、人権に基づく、開発志向の、持続可能な世界の薬物問題への

対応を発展させ実施する加盟国を支援するという我々の強い公約を再確認し、我々国連システムのメン

バーは、以下の共通の価値の重要性を強調する。 

 

・行動の青写真として、より効果的で人道的な薬物統制政策を促進する道筋を示し、誰も取り残されない

という持続可能な開発目標の文脈でなされた公約を支持する、2016 年 4 月に開催された国連薬物特別

総会の成果文書、国連総会決議 S-30/1「世界の薬物問題に効果的に対処し、対処するための我々の共

同の公約」の実際的な実施を支持することにコミットする。 

 

・世界の薬物問題は複雑かつ多面的であり、薬物がもたらす課題は、安全保障、人権及び開発に広範な悪

影響を及ぼすことを認識する。 

 

・問題の多面的な性質が、国民の安全を確保するための法執行の努力、健康、平等及び無差別を含む人権

並びに持続可能な開発を促進する努力を含む包括的なアプローチを必要としていることを強調する。 

 

・薬物乱用・栽培等の薬物取引の根本原因に対処するための措置に十分な注意を払い、真に科学的証拠に

基づいたバランスのとれた取組を促進することを約束すること。 

 

・科学的根拠に基づく、持続可能な解決につながり、調整され、バランスのとれた包括的なアプローチを

追求するために、特に国連麻薬委員会を通じ、我々が協力して取り組む共通かつ共有された責任がある

ことを認識する。 

 

・3つの国際薬物統制条約は、他の関連する国際文書とともに、国際的な薬物統制システムの基礎をなす

ものであるが、これらの条約は、人類の健康及び福祉に対する関心を基礎としていることを認識する。 

 

・これらの条約は、共通かつ共有された責任及び適用可能な国際法の原則に沿って、各国が優先事項及び

必要性に応じて国内の薬物政策を立案し、実施するための十分な柔軟性を与えていることを認識する。 

 

・国際薬物統制条約、国際人権条約及びその他の関連文書と 2030 年のアジェンダ（行動計画）が相互に

補完的かつ相互に補強していることを確認する。国の薬物統制計画、戦略及び政策は、人権上の義務に
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従って、国によって設計され実施されるべきである。 

 

範囲および目的 

 

・国連システムを横断するアプローチに導くために、誰も取り残されないことを確保するための努力を

強化すること。 

 

・国連機関間の共同活動を含む国連活動の計画及び実施を鼓舞すること。 

 

・一つの声で話し、世界の薬物問題の多面的な性質についての認識を高めること。 

 

行動の方向性 

 

継続的な努力に加え、我々は、2030 年のアジェンダ（行動計画）の実施を支援する観点を含め、情報

及び教訓の一貫した共有並びに薬物政策の影響に関するより包括的なデータの作成を更に強化するため、

国連システム内の専門知識を最大限に活用しつつ、相乗効果を活用し、機関間協力を強化することに合意

する。 

したがって、我々は、特に、共同の努力を強化し、相互を支援することに合意する。 

 

・予防、治療及び支援に基づく、科学的証拠に基づく、利用可能で、利用しやすく、手頃な価格の回復志

向の継続的治療を提供することにより、人々、健康及び人権を中心に据えた政策の策定及び実施を支援

し、公衆衛生のアプローチに向けた薬物政策及び介入の再調整を促進すること。 

 

・薬物乱用による公衆衛生への悪影響を最小限に抑えることを目的とした対策 (ときにハームリダクシ

ョンと呼ばれる) への投資の増加を促進すること。これは、新たな HIV 感染を減らし、健康上のアウ

トカムを改善し、保健・刑事司法制度への圧力を軽減することにより、より広範な社会的利益をもたら

す。 

 

・薬物の予防、治療、リハビリテーション及び一般的な支援サービス (刑務所における医療及び社会的保

護を含む。) の提供を確保し、それらが地域社会の人々と同等であり、かつ、それらがケアの継続性を

提供することを確保すること。 

 

・住居、医療及び教育を含む公共サービスへの平等なアクセスの提供を含む、薬物及び社会政策のあらゆ

る側面において薬物を使用する人々の尊厳及び人権の尊重を確保すること。 

 

・薬物使用障害者に対するユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC：すべての人が、適切な健康増進、

予防、治療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で受けられる）の要求と、国の医療保健

システムにおける UHC フレームワークに含まれるべき他の健康状態と同様に、薬物使用障害を位置

付けること。 



15 

 

 

・疼痛の緩和および薬物依存の治療を含む、合法的な医学的および科学的目的のための管理された薬物

へのアクセスを強化すること。 

 

・南北協力、南南協力及び三角協力を通じたものを含む全ての持続可能な開発目標の実施を支援するた

め、開発途上国における効果的な能力開発に対する国際的支援を強化すること。 

 

・世界的及び地域的機関の早期警報及び警報システムを用いて、流行性、持続性及び有害な向精神薬 (新

しい向精神薬を含む。) 及びそれらに関連する健康リスクの特定を支援すること。 

 

・国境を越えた法執行及び司法協力を強化するための指導及び技術援助を提供すること。 

 

・環境保護と持続可能性に留意しつつ、栽培、生産、人身売買などの違法薬物活動の影響を受ける農村部

や都市部において、適切な順序と十分な資金と長期的な開発志向の薬物政策を通じて持続可能な生計

を促進すること。 

 

・個人的使用のための薬物所持の非犯罪化を含む、適切な場合における有罪判決及び刑罰の代替案を促

進し、均衡性の原則を促進し、薬物犯罪で起訴された人々による刑務所の過密状態及び過剰収容に対処

し、刑事司法手続に関連する法的保証及び適正手続き上の保護を確保し、法的扶助及び公正な裁判を受

ける権利へのアクセスを確保するために効果的な刑事司法対応の実施を支援し、恣意的な逮捕、拘禁及

び拷問を禁止するための実際的措置を支援すること。 

 

・人々の健康と人権を脅かす法律、政策及び慣行の変更を求めること。 

 

・偏見を減らし、差別をなくし、科学的証拠に基づいた予防、治療及びリハビリテーションを普遍的にカ

バーすることを目的とした措置を促進すること。 

 

・人権に基づく薬物統制を確保するために協力し、薬物統制努力の文脈において、重大な人権侵害に対す

る免責に対処すること。 

 

・民族性、人種、性別、言語、宗教又は他の地位に関するものを含む非差別的な政策を実施する加盟国を

支援すること。 

 

・薬物使用者を含む市民社会や地域社会、女性や若者の積極的な参加を促進すること。 

 

・加盟国に対し、大麻に関連するものを含め、薬物統制に対する新たなアプローチのリスクと利点につい

てよりよい理解を深め、政策決定に必要な科学的証拠の基盤を提供すること。 

 

・国連システム全体の慣行及び薬物関連事項において学んだ教訓を反映するデータを作成、分析及び作
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成すること。また、2019 年の国連麻薬委員会の閣僚級会合及び 2030 年のアジェンダ（行動計画）の

実施の進展に照らして、国連システム全体のデータ及び分析を作成すること。 

 

説明責任と運用 

 

我々は、自らの権限の範囲内で相互の活動を支援し、2016 年に開催された国連薬物特別総会の成果文

書に含まれた実施上の勧告を含む共同の公約の実施において、包括的で、バランスのとれた、統合され

た、科学的証拠に基づく、人権に基づく、開発志向の、持続可能な支援を加盟国に提供することに合意す

る。 

 

この共通の立場に定められた公約を実現するための一貫した努力、特に国際公約 1の科学的な証拠に基

づく実施を促進するためのデータ収集を確保するために、我々はここに、事務総長の調整委員会（CEB）

の枠内で、薬物関連データの収集の専門知識を有する者を含む関心を有する国連システム機関から構成

され、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が率いる国連システム調整委員会（CEB）の作業部会を設置する。 

 

__________________ 

1 

 統計活動調整委員会が承認した国際的な統計活動を管理する原則(E/CN.3/ 2006/13、付属書)に沿って

作業すること。 

 

 

 

付属資料Ⅱ 性的搾取及び虐待の防止及び対応に関する事務総長のイニシアティブに関する 

ファクトシート（以下省略） 

 

付属資料Ⅲ ファクトシート 国連システム調整委員会のセクシャルハラスメントに関する作業部会 

国際連合システムの組織内で取り組みと進捗（以下省略） 

 

 


