「世界の結核事情（19）」

国連総会結核ハイレベル会合「結核終焉に向けた連帯：
世界的流行への緊急対策」について
国際連合日本政府代表部
特命全権大使

別所 浩郎

参事官

江副

聡

モダリティ決議は，国連総会ハイレベル週間の 9 月
26 日を開催日とすること，事前の市民社会ヒアリング
を行うことなどを含め，交渉の末 4 月に採択された 4。
成果文書は，4 月にニューヨークで開催された世界
結核議連 5，6 月の総会議長主催市民社会ヒアリング 6,7
をはじめとする関係会合での議論や提言と市民社会の
要望 8 等を踏まえつつ，6 月から加盟国による交渉が
開始され，累次の協議を経て，本会合直前に妥結され 9，
本会合議長を務める筆者（前方左

政治宣言として承認の上，国連総会で採択された 10。

別所）

2．主な成果

2018 年 9 月 26 日，国連総会で初の結核に関するハイ

【1】ハイレベルかつ広範な参画

レベル会合が開催され，加盟国の首脳級により政治宣

本会合とパネル討論が並行して行われる中，15 カ国

言が合意された。本会合のモダリティ決議及び成果文

の首脳と約 50 カ国の閣僚による演説を含む 100 カ国以

書とりまとめの共同議長を務めた立場から，概要を報

上の代表団が参画し，WHO やユニセフ等 10 以上の国

告したい。

連機関，患者・市民団体，ゲイツ財団等の 360 以上の

1．経緯

関係団体も含め，1,000 名以上の参加の下，盛況に議論

世界的な保健課題は通常ジュネーブの世界保健総会
で扱われるが，首脳レベルの重要課題はニューヨーク
の国連総会で扱われる傾向にある。2001 年のエイズ特

が行われ，政治宣言が合意された 11。
【2】政治宣言のコミットメント
政治宣言 10 の柱建てとしては，
（1）
UHC（ユニバー

別会合を皮切りに，これまで NCD（非感染性疾患）
，

サル・ヘルス・カバレッジ）に基づく統合された結核

AMR（薬剤耐性）が扱われ，今回は世界で最も死者

対策，
（2）人権など医療以外の要素にも配慮したマル

の多い感染症である結核に焦点が当たった。

チセクターの結核対策，
（3）研究開発環境の抜本的改

2030 年までに結核を終焉させるという目標自体は，

革，
（4）
結核対策・研究開発資金の拡充，
（5）
ハイレベ

2015 年に国連総会で採択された持続可能な開発目標

ルでのリーダーシップとアカウンタビリティの確保，

（SDGs）に含まれていたが，2018 年に国連総会結核ハ

であった。主な具体的な目標としては以下が挙げられ

イレベル会合（以下，
「本会合」
）を開催することが決

る（括弧内は段落番号）
。

定されたのは，2016 年12月に採択された国連総会決議

・2022 年までに結核患者 4,000 万人に診断と治療を提

においてであった 。2017 年 11 月には WHO とロシア
1

政府共催の閣僚級の結核会合が開催され ，2018 年 1
2

月には国連総会議長より当方及びアンティグア・バー
ブーダ常駐代表が本会合の共同議長に任命された 。共
3

同議長の任務は，同会合の日程や構成などを定めるモ
ダリティ決議案及び結核終焉のための首脳級の成果文
書について，全加盟国による交渉を合意に導くことで
あった。
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供する。
（24）
・高まん延国を中心に少なくとも 3,000 万人が予防的
治療を受けられるようにする。
（25）
・2022年までに結核対策費を少なくとも年間130億米ド
ル増加し，結核研究費に20億ドルを投資する。
（46, 47）
・小児結核対策の推進と小児を対象とした結核対策の
政策策定を進める。
（28）
・WHO 事務局長は，マルチセクター説明責任枠組み
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を 2019 年までに実施する。
（49）

4．結び

・2020 年に国連事務総長は進捗を報告し，2023 年に包
括的なレビュー会合を開催する。
（53）
3．所感

今後に向けて，結核終焉に向けた政治宣言のコミッ
トメントをフォローすることはもちろん，2019 年 9 月
には国連総会で UHC ハイレベル会合が予定されてい

我が国として共同で取りまとめに当たった成果文書

る。本会合では，結核をはじめとする主要な保健課題

交渉には，6 月の開始から 9 月の本会合の 2 週間前まで

を UHC の下，国連の文脈で整理し推進することが期

と，3 カ月以上を要した。この背景には，結核の終焉

待されている。当代表部としても，UHC に関する加

に向けて対策を加速させるという目標は各国で共有出

盟国有志連合（Group of Friends of UHC）を議長と

来るものの，その手法や力点で各国の立場が異なるこ

して立ち上げるなど 12，G20 サミット，TICAD Ⅶといっ

とがあった。例えば，予防，診断や治療の目標人数や

た我が国主催の関係行事も視野に，しかるべき貢献を

資金動員などの数値目標をどこまで書き込むか（同じ

図る所存であるところ，関係各位より一層のご指導・

国連総会ハイレベル会合で政治宣言をまとめた NCD

ご鞭撻を賜りたい。

や AMR では必ずしも同様の数値目標は合意できてい

※本稿の内容は執筆者の個人的見解である。

ない。
）
，医薬品の知的所有権の保護とアクセスの確保
のバランスについてどのように考えるか，目標達成に
向けたフォローアップの体制をどうするか，といった
論点については異なる立場から議論が行われたが，取
りまとめに向けて様々な意見を丁寧に聞き取り，粘り
強く調整した結果，最終的には合意に至ることができた。
我が国としての関与としては，本会合に至るプロセ
スにおいて，例えば，上述の 4 月の世界結核議連会合
に我が国のストップ結核パートナーシップ推進議員連
盟を代表して阿部俊子衆議院議員にご参画いただいた
り，6 月の市民社会ヒアリングには加藤誠也結核研究
所長より我が国の結核対策の知見や国際貢献を踏まえ
た提言をいただいたり，我が国の市民社会関係団体に
はアジア地域に焦点を当てたサイドイベントを当地で
開催いただくなど，貴重な貢献をいただいた。
また，本会合自体については，当方が午後の議長を
務めさせていただく中，加藤勝信厚生労働大臣（当時）
が政府代表演説で今後の対策への決意等を表明された
ほか，武見敬三参議院議員，横倉義武日本医師会長（世
界医師会長（当時）
）
，結核予防会，アフリカ日本協議

加藤大臣（当時：左から 4 人目）をはじめ日本政府代表団と筆者（右
から 4 人目 江副）
（下記出典，すべて 2018 年 12 月 28 日時点アクセス）
関連総会決議：
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/159

1

2 閣僚会合概要：
https://www.who.int/conferences/tb-global-ministerial-conference/en/

総 会 議 長 任 命 書 簡：https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/
sites/51/2018/01/HLM-Tuberculosis.pdf
3

総会決議：https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/72/268
4

5 関係会合概要：https://www.globaltbcaucus.org/single-post/2018/04/27/
Global-Members-of-Parliament-Urge-Heads-of-State-to-Act-on-Tuberculosis

加藤誠也他「国連総会高官級会合に向けて開催された 市民社会ヒアリン
グ」.7/2018. 複十字 No.381
http://www.jatahq.org/siryoukan/kikanshi/pdf/381.pdf
6

総 会 議 長 概 要 書 簡：https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/
sites/51/2018/06/PGA-Letter-Summary-of-TB-Civil-Society-Hearing.pdf
7

市民社会要望例：http://www.stoptb.org/assets/documents/global/advocacy/
unhlm/KEYASKS_WEB.pdf

会等の関係者にも積極的に参画いただいた。また，本

8

会合前後では，我が国の関係企業・団体や日本政府主

同日本語仮訳：http://www.stoptb.org/assets/documents/global/advocacy/
unhlm/UN%20HLM%20Key%20Asks_Informal%20Translation_Japanese.
pdf

催のサイドイベントを含め関係会合が多数行われ，そ
の多くに日本の関係者に登壇，参画いただいた。政治
宣言合意，採択に当たっては，こうした我が国自身の
経験に裏打ちされた重層的な貢献が相まって，総会議
長，WHO 事務局長，各国首脳等より，我が国への謝
辞を多くいただいた。関係各位にご報告すると共に，
深く御礼申し上げたい。

総会議長関連書簡：
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/09/TBfinal-draft.pdf
9

10 結核政治宣言総会決議：
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3

WHO ビジュアルハイライト：https://www.who.int/docs/default-source/
un-high-level-meeting-on-tb/unhlm-visualization-final.pdf

11

12 UHC に関する加盟国有志連合コンセプトノート：
https://www.un.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bessho111418.html
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