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16日間の「#STOPデジタル暴力」キャンペーンを実施
16 days campaign to end digital violence against women and girls

国連人口基金（UNFPA）は、11月25日の「女性に対する暴力撤廃の国際デー」から12月10日の
「人権デー」までの「ジェンダーに基づく暴力に反対する16日間」、女性や少女に対するオン
ライン上の暴力撲滅を目指して「#STOPデジタル暴力キャンペーン」 を実施しました。「デジ
タル暴力」とは、インターネットを利用する女性の85％が経験・目撃したことがあるとされる
バーチャル空間で起こる暴力（ネットいじめ、サイバーストーカーなど）。デジタルネイティ
ブ世代の若者が被害者になることが多く、現実世界での暴力被害と同様、不安と恐怖にさいな
まれ、自ら命を絶つなどの深刻な被害が起きています。

「女性や少女に対する暴力は、どのような形態であろうと人
権侵害」――。UNFPA事務局長のナタリア・カネムは声明
で、デジタル暴力が女性たちの能力やリーダーシップの発揮
を阻害すれば、社会全体の損失にもなると指摘し、「デジタ
ル暴力をなくすには、規制当局、IT企業、デジタル活動家、
女性の権利支援者の間で、新しい考え方と新しいかたちの協
力が必要です」と、世界中の人々にオンライン上の暴力の撤
廃を呼びかけるとともに、各国政府とIT企業に率先して取り
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組むよう求めました。
 

日本国内での#STOPデジタル暴力キャンペーンは、UNFPAが
主催し、特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI）共
催のもと、外務省、内閣府、デジタル庁、国際人口問題議員
懇談会（JPFP）、性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟
（ワンツー議連）の後援を受けて実施。林芳正外務大臣から
もキャンペーンへの支持とともに、力強い応援の言葉をいた
だきました。
 
▶︎ UNFPA事務局長の声明文（英語）はこちら
 

バーチャルは現実：デジタル暴力を受けた女性たちの声
The Virtual is Real: Unheard voices of women as victims of digital violence 

男女6人が共同生活を行う日本の人気テレビ番組に出演し、ソーシャルメディアで激しい誹謗中
傷を受け、22歳で亡くなったプロレスラーの木村花さんも、デジタル暴力を受けた女性の一人
です。「誹謗中傷にさらされたとき、心が壊れるのにそう時間はかかりません」と話すのは、
花さんの母・木村響子さん。当時の状況を振り返りながら、バーチャル空間での暴力撲滅に向
けた活動を続けています。デジタル暴力は、現実世界を生きる被害者の心や体、「今」だけで
はなく「未来」、そして家族にまでも深刻な影響を及ぼしています。
 

#STOPデジタル暴力：木村花さんの母・木村響子さん（日本）
#STOPデジタル暴力：シハムさん*（イエメン）
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#STOPデジタル暴力：ベルキス・ナスキさん（チュニジア）
#STOPデジタル暴力：ハヤットさん*（トルコ在住のシリア難民）
#STOPデジタル暴力：ゼーラさん*（トルコ）
#STOPデジタル暴力：ナタリアさん*（アルゼンチン）
#STOPデジタル暴力：カミラさん*（エクアドル）

（*プライバシー保護のため名前を変更しています）
 

牧島かれんデジタル大臣ら、デジタル暴力撲滅にメッセージ
#StopDigitalViolence: Messages from Japan's Digital Minister and other key stakeholders

#STOPデジタル暴力キャンペーンのキックオフを記念して開催された トークイベントでは、日
本の現状と課題について、有識者らがさまざまな角度から意見交換を行いました。

牧島かれんデジタル大臣はビデオメッセージで「デジタル暴
力撲滅の強い意志を持ち、『人に優しいデジタル』社会を創
ります」と強調。同じくメッセージを寄せた衆議院議員の黄
川田仁志・国際人口問題議員懇談会（JPFP）事務総長は「女
性の地位向上や、女性を取り巻く環境改善のために、まず暴
力を止めなければならない」と話し、内閣府男女共同参画局
の林伴子局長は「デジタル暴力は重大な人権侵害。一人で悩
まず相談してほしい」と呼びかけました。
 

国際大学の山口真一准教授は、本人なりの「正義感」から「無自覚」に批判的な発言をする傾
向があり、誰もが加害者になりうると指摘。「ReThink機能」などIT技術を用いた対策の有効性
について述べました。メイクアップアーティスト /僧侶の西村宏堂さんは、オンライン上で誹謗
中傷を受けた経験から、心ない発言から距離を置く、批判を前向きな原動力に変えるなど、
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個々人ができることについて話しました。UNFPA駐日事務所長の佐藤摩利子は、女性や若者へ
の支援の重要性から、国や支援団体、企業に対して、対策の必要性を訴えました。
 
▶ 動画配信はこちら
 

ボディライト、人々のからだに新しいコピーライトを
Bodyright, a new copyright for the human body

「からだの自己決定権」をバーチャル空間でも実現するため、UNFPAは12月2日、ボディライ
トに関する新たなキャンペーンを開始しました。ネットいじめやサイバーストーカーなどのデ
ジタル暴力は、人々の尊厳を傷つけ、自分のからだのことを自分で決められる権利を侵害する
にも関わらず、企業ロゴや音楽データなどのコピーライト（著作権）に比べて、保護する仕組み
が不十分です。UNFPA事務局長のナタリア・カネムはインタビューで「オンライン上の暴力
は、オフラインでの性的暴力にもつながりかねない」と警告し、女性へのデジタル暴力に配慮
した企業活動や政策決定を行うよう求めています。
 
▶ ボディライトのキャンペーンサイトはこちら
 

トルコ：UNFPA事務局次長、鈴木大使らと新戦略など議論
Turkey: UNFPA Deputy Executive Director presents new Strategic Plan to diplomatic corps 

 UNFPA事務局次長のディエンヌ・ケイタは11月、トルコを訪
れ、在トルコ日本大使館の鈴木量博大使ら各国外交団に
UNFPAの新しい戦略計画（2022-2025）を紹介するととも
に、グローバル、そしてトルコでの優先課題などについて議
論しました。この新しい戦略計画は、すべての人がリプロダ

https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D294654&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D2D3C37&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D2DA56E&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D2D3C37&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D309CC3&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
https://unfpa.bmetrack.com/c/l?u=D30AB1F&e=137D829&c=142EDD&t=1&email=1nIGKRl3O6v5hjRK53GMjIyIqVMf8zWsNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


クティブ・ヘルスにアクセスできるよう、国際人口開発会議
（ICPD25）で採択された「行動計画」を促進するものです。
 
▶ UNFPAの新戦略計画はこちら
 

ベトナム：高齢者・障がい者支援のための起業コンテスト
Vietnam: Student startup competition for older persons and people with disabilities

日本政府が支援する学生向け起業コンテスト「スタートアッ
プ・カイト2021」の授賞式が11月26日に行われ、受賞６組が
発表されました。最優秀賞は、ゲアン省ドイツ大学チームに
よる知覚障害者向けの高性能な杖。授賞式には、労働・傷病
兵・社会省のレ・タン・ズン副大臣、日本大使館の岡部大介
公使、UNFPAベトナム事務所長の北原直美、省庁や職業訓練
校および民間企業の代表者らが参加しました。
 
▶ 詳しくはこちら
 

コモロ：GBV監視委員会、日本政府による機材供与完了
Comoros: Japan provides equipments to Gender-Based Violence Monitoring Committees

コモロの首都モロニから140km離れたアンジュアン島で11月
25日、「女性に対する暴力撤廃の国際デー」の式典が行われ
ました。この機会にUNFPAは、同島にある4つの「ジェンダ
ーに基づく暴力（GBV）監視委員会」 にパソコンなど日本政
府支援による供与機材を届けました。GBV被害者の衛生管理
を支援するディグニティ（尊厳）キットも関係機関に提供さ
れ、GBVの対応・予防の強化が進んでいます。
 
▶ プロジェクトの概要ビデオはこちら
 

ウガンダ：コロナ禍の難民キャンプで新生児ケア
Uganda: Japan supports neonatal care in refugee settlement amid Covid-19

新型コロナウイルス感染症による影響が続くウガンダ南西部
のルワムワンジャで、UNFPAウガンダ事務所は、難民居住区
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とホストコミュニティのための新生児ケア病棟を支援してい
ます。このプロジェクトは日本政府の支援のもとに実施され
ており、新生児ケア、産前産後ケアをはじめとする医療機関
の機能強化を目指しています。
 
▶ プロジェクトの概要はこちら
 

マラウイ：女性への暴力撲滅に男性の参加を、The ATLAS
Malawi: Men and boys have crucial roles to end gender-based violence – The ATLAS

「ジェンダーに基づく暴力を止めるには、男性の参加が不可
欠」――。UNFPAマラウイ事務所副代表の渡部正樹による寄
稿が、現地の新聞に掲載されました。伝統的な慣習や「男ら
しさ」の押し付けが、ジェンダー差別や固定概念につながっ
ていると指摘し、解決に向けた取り組みとして、男性同士で
ジェンダーを話し合う「夫のための学校」や「お父さんグル
ープ」を紹介しています。
 
▶ 記事本文（英語）はこちら
 

女性への「デジタル暴力」撲滅訴え、NHKニュース
Digital violence against women and girls – NHK NEWS & RADIO

オンライン上の暴力撤廃を目指しUNFPAが実施した「#STOP
デジタル暴力キャンペーン」が、 NHKの首都圏ニュースと
NHKラジオ第1の「マイあさ！」で紹介されました。女性と
少女がよりデジタル暴力の被害に遭いやすいこと、国や支援
団体、企業などに対策が求められていること、11月25日に実
施したトークイベントの様子などが取り上げられています。
 
▶ キャンペーンの詳細はこちら
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Other topics 
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佐藤摩利子 「人口と世界」 女性の選択尊重、なお課題（日経新聞） 
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）
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）
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