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新型コロナウイルスが世界の妊娠・出産に与えた影響
UNFPA Technical Brief: How will COVID-19 impact fertility? 

UNFPAは、新型コロナウイルス感染症が妊娠・出産に与えた影響に関する報告書（英語）を発
表しました。報告書では、コロナ禍における世界各国・地域の妊娠・出産に関するデータを分
析し、2020年からの短期的な出生率の低下や人々のリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関
する健康）への影響など、負の影響について分析しています。
 
開発途上国の中には、医療機関へのアクセスが困難になったため、周産期医療の受診や施設内
分娩の減少も観察されています。また、感染リスクの懸念からコロナ禍の妊娠を避けるため
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に、コロナ禍が収束した後に妊娠・出産が集中し、ベビーブームによる急激な人口増加も懸念
されています。今回明らかになった内容の一部を紹介します。

▶ 報告書を読む
 

日本政府、UNFPA執行理事会で人口高齢化の活動を評価
Japan appreciates UNFPA's activities on population ageing at Executive Board

国連人口基金（UNFPA）の執行理事会2021年第2定例会合が
8月30日から9月2日にかけて開催され、国際連合日本政府代
表部（ニューヨーク）の木村徹也大使は、「アジア諸国だけ
でなく、アフリカ諸国でも顕在化しつつある少子高齢化の問
題に対して、UNFPAは非常に重要な役割を果たしている」と
したうえで、「UNFPAアジア太平洋地域事務所（APRO）
が、こうした課題に取り組むために行っている活動を高く評
価します」と話しました。

アジア太平洋地域は、世界のなかでも最も人口高齢化が加速
している地域です。UNFPAは、出生前から高齢期までの各段
階で、最適な支援を行うライフサイクル・アプローチを提唱
し、このアプローチに必要なものとして、ヘルスシステムの
強化、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）

●　2021年第1四半期時点で、125か国以上で性と生殖に関する健康サービスへのアクセ
スが難しくなりました。そのうち40％は家族計画や避妊に関わるものです。
 
●　スペインでは、最初のロックダウン後の2021年1月の出生数が20%減少しました。
 
●　マラウイでは2020年1月から8月のデータによると、新型コロナにより学校が閉鎖さ
れ、さらに家計の困窮によって未成年の妊娠が11％上昇しました。
 
●　タイではロックダウンの影響で病院へのアクセスができない妊産婦が増え、2021年1
月の出生数は2020年同月と比べて22.8％減少しました。
 
●　キューバでは2020年12月調査で、経済的余裕がない人ほど妊娠時期をコントロール
できない傾向にあることが明らかになると同時に、避妊具・薬の不足が確認されまし
た。
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へのアクセス、社会的な保護の強化、高齢者差別の撤廃など
を挙げています。また、アジア太平洋地域の高齢者人口の半
数以上が女性であることから、ジェンダー平等と人権を軸
に、人々のライフサイクルに早い段階から投資することを推
進しています。
 
▶︎ レポート「ライフサイクル・アプローチ」（英語）
 
 

アフガニスタン：人道支援に2,920万米ドルの緊急アピール
Afghanistan: UNFPA urgently seeks US$29.2 million to save the lives of women and girls

深刻化するアフガニスタンの政情不安は、国際ドナーによる資金供与の停止も相まって、命に
関わるヘルスケアへのアクセスが絶たれるなど、多くの女性と少女の生命を脅かしています。
UNFPAは脆弱な立場におかれた160万人の女性と少女の緊急ニーズに対応するため、国連加盟
国などに対して、2,920万米ドルの資金拠出を求めています。
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今回の要請は、2021年末にかけて6億600万米ドルの支援が必要との見通しを示した国連緊急ア
ピール（UN flash appeal）の一環として出されたもので、追加の資金援助が行われれば、何十
万人もの女性と少女の命とリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）を守る施設の
増設や、必要な物資を提供することができます。
 
UNFPA事務局長のナタリア・カネムは、「今、わたしたちが最も優先すべきことは、緊急人道
支援を必要とする約400万人の女性と少女の健康を守ることです」と強調したうえで、「私たち
は確固とした決意のもと、あらゆる場面における社会参画など女性と少女の基本的人権と自由
を守り、命を救う活動を前進させていかなければなりません」と述べています。
 
▶︎ 続きを読む
 

モザンビーク：人道危機で命をつなぐモバイルクリニック
Mozambique: Mobile clinics safeguard women's health and rights amidst humanitarian crisis

紛争による人道危機が続くモザンビーク北部カーボデルガード州では、本土から5キロメートル
あまり離れたキリンバス諸島に浮かぶイボ島に、安全を求めて退避した3万3,000人もの国内避
難民が暮らしています。
 
3人の子どもとともにこの島に逃れたジャミラさん（23歳）が「ホーム」と呼ぶイボ島。かつて
は安全な場所とされてきましたが、現在は人道支援が届きにくい状況にあるうえ、社会サービ
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スも限られています。必要な産科救急ケアや新生児ケアを十分に受けることができず、女性と少
女はジェンダーに基づく暴力の脅威にもさらされ、妊産婦死亡や望まない妊娠などの極めて深
刻な問題にも直面しています。
 
UNFPAは、日本政府をはじめとする国際社会の支援のもとに、国内避難民とホストコミュニテ
ィの女性と少女へのリプロダクティブ・ヘルス・サービス向上と保護サービス強化のための支
援を行っています。モバイルクリニック（移動診療所）の導入により、これまで支援が十分に
届かなかった人々に、家族計画やジェンダーに基づく暴力の予防と対応、リプロダクティブヘ
ルス関連サービスなどを提供しています。
 
▶︎ 詳しくはこちら
 

リビア：暴力と拒絶を乗り越えて、未来へのチャンスを
Libya: A chance at a future after violence and rejection

リビアの首都トリポリにあるセーフスペースで、グループ
活動に参加する女性たち

UNFPAの支援により運営されるセーフスペースで働くソー
シャルワーカー

「家族に見放されてしまったので、子どもを連れて国内避難民たちのキャンプへ行きました」
――。10年にわたる内戦や暴力、政情不安に見舞われたリビアで、夫からの暴力が原因で離婚
し、その後さらにそれまでとは異なる困難に直面するようになったムナさん。親子でキャンプ
に避難したことで「生活に必要なものは手に入るようになりました。しかし、生きる目的や未
来への希望を見失ってしまいました」。

ムナさんはそこでUNFPAが支援する女性と少女のためのセーフスペース を訪れたことがきっか
けで、心理社会的カウンセリングを受け、看護資格を得るためのクラスにも通いました。自立
性を身に付け、尊厳と自尊心を取り戻し、コミュニティで必要な医療ニーズに応えるのが目的
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でした。「自分に自信を持てるようになり、人生の困難に立ち向かう力を得ることができまし
た」と笑顔で話すムナさん。彼女は現在、医療施設で看護師として働き、自分と子どもの生活
に十分な収入を得ています。
 
リビア全土に４つあるUNFPAのセーフスペースは日本政府などの支援のもとで運営され、これ
までに女性や少女1万5,000人以上にサービスを提供してきました。これらのサービスには、ケ
ースマネジメント、心理社会的サポート、自己啓発セッション、ディグニティ（尊厳）キット
の配布、さらには英語や裁縫、コンピュータースキルを学ぶための講座といった生計向上トレ
ーニングが含まれています。 
 
▶︎ 続きを読む
 

パレスチナ：日本政府、乳がん対策など95万米ドルの支援
Palestine: Japan grants USD 947,700 to women’s health in vulnerable communities

日本政府による94万7700米ドルの支援を受け、UNFPAはパレ
スチナのガザ地区およびヨルダン川西岸地区の脆弱なコミュ
ニティで、乳がんなどに関する支援プロジェクトを実施して
います。「女性はパレスチナの未来の世代を育てる存在」
と、馬越正之パレスチナ関係担当大使兼対パレスチナ日本政
府代表事務所長。日本政府、パレスチナ保健省、UNFPAの協
力のもと、6年間に及ぶこのプロジェクトでは、25万人以上
の女性に医療支援を行っています。
 
▶ 詳しくはこちら
 

ブルキナファソ：若者の健康、専門家による研修実施
Burkina Faso: Technical training sessions on reproductive health for youth by experts

UNFPAは、日本の国際協力NGOジョイセフ、ブルキナファソ
家庭福祉協会（ABBEF）、シカ・カボレ ブルキナファソ大統
領夫人が代表を務めるKIMI財団と連携し、若者の性と生殖に
関する健康・権利 の強化支援プロジェクトを実施していま
す。9月7日から8日にかけて、専門家らによるモニタリング評
価の研修が行われ、若者のリプロダクティブ・ヘルスに関す
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る専門的な知見が共有されました。
 
▶ UNFPAブルキナファソ事務所
 

日経新聞「人口と世界」 女性の選択尊重 なお課題
Respect for women's choices is still a challenge: "Population and the World" in Nikkei

「子どもを産みたいのに産めない女性がいる社会、産みたく
ないのに産む女性がいる社会、いずれもあってはならない」
――。UNFPA駐日事務所長 佐藤摩利子のインタビュー記事
が、日経新聞の連載「人口と世界」に掲載されました。新型
コロナウイルス、不安定な社会情勢、人口高齢化などの影響
を受ける女性や少女の現状、UNFPAの活動ついて述べていま
す。※この記事 は「有料会員限定記事」です。
 
▶︎ 記事本文（有料）はこちら
 

その他のトピックス
Other topics 

アフガン：女性支援は子どもや次世代の未来に　(西日本新聞）
世界中のお母さんと赤ちゃんの命と健康が危ない！（Harper's BAZAAR）
「からだの自己決定権」って何？（FRONTROW）
福田康夫 元内閣総理大臣・APDA理事長インタビュー（人口と開発）
佐藤摩利子　固定概念を捨て、個人の選択を応援する社会へ（日経xwoman）
レイプ犯が被害者と「結婚」したら無罪になる国・地域（COURRiER）
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途上国女性の4分の1、性交渉「ノー」言えず（朝日新聞）
57カ国の女性の半数、からだの自己決定権に制限（AFPBB）
マラウイで起こる静かな危機（国際開発ジャーナル）
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