エンパワーメントで
持続可能な未来へ。

UNFPA／Vietnam

人々のエンパワーメントにより、
すべての人に持続可能な
未来を約束する
ポスト2015年開発課題（ポストMDGs）
に向けたUNFPAの提案
ポスト2015年開発課題の目指すものは、すべての
人が自己の権利を実現し、尊厳と希望をもって暮
らせる公正で豊かな世界を創りあげることである。
この未来像を現実のものとするためには、あらゆ
る形の貧困をなくし、社会的排除と不平等の撲滅
に取り組み、女性と少女をエンパワー（能力強化）
することが必要である。人権に基づいた取り組み
と貧しい人たちの視点に則ってUNFPAは国連加盟
国政府に対し、ポスト2015年開発課題に以下の点
を優先事項とする事を提案する。

UNFPA / Anna Adhikan

そ持続可能な開発が実現するのである。
この資料は、性と生殖に関する健康／権利（セク
シュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
、
ジェンダーの平等、思春期と青年期の若者のニー
ズと権利、そして差別の排除を2015年以降の開発
課題の重点項目として含めることを主張する。
1.ジェンダーの平等を達成し、女性と若者、特に
思春期の少女の性と生殖に関する健康／権利を
推進することは、極度の貧困撲滅、社会的結束
の保持、そして持続可能性の三本柱（社会面、経
済面、環境面）を確保するための中心的な課題で
ある。

■性と生殖に関する権利
（セクシュアル・リプロダ
クティブ・ライツを含むジェンダーの平等、な
らびに女性のエンパワーメントを実現する。
■すべての人、特に女性と思春期と青年期の若者
が、生涯を通して性と生殖に関する健康
（セク
シュアル・リプロダクティブ・ヘルス）サービス
を享受できるようにする。

保健、教育、あるいは経済的機会の面でも、不平
等による損失は大きい。例えば、学校の中途退学、
生産性の低下、効率性の低下、経済成長の低迷、
経済の不安定、社会的結束の弱体化などが挙げら
れる。女性や少女はもっとも深刻な不平等を経験
し、多くの場合、人生における様々な機会におい
て制限を受けている。特に、次のようなことが挙
げられる。

■若者、なかでも思春期の少女が、雇用、健康、
強靭さ、社会参加、そして市民権・公民権の獲
得のために必要とする能力を拡充する。
■持続可能な開発に影響を及ぼす人口動態を評価・
予測・計画する国家の能力を向上させる。

■あらゆる場所における性的強要と家庭内暴力を
含めた暴力全般

■個人、家族、地域社会を紛争、災害、暴力から守る。
ここには女性と少女に対するあらゆる形態での
暴力を排除することが含まれる。

■児童婚、女性性器切除、その他の人権を侵害す
る多くの有害な慣習

これらの取り組みが、
なぜ持続可能な開発に必要不可欠なのか。

■特に低所得の農村と都市地域、および自然また
は人的災害の被災環境において、性と生殖に関
する健康の包括的性教育も含んだ情報を入手し、
教育を受け、関連するサービスを利用する手段
の欠如

以上の点はいずれもすべての人々の人権の観点か
らして優先事項であり、性と生殖に関する権利を
含む基本的人権、平等を推進・保障し、差別を排
除するためには不可欠である。人権を保障してこ

2

性に集中していることが多く、世
界中でHIV感染者・エイズ患者の半
数を占める。
■子宮頸ガンによる死亡は増加し
ており、低・中所得国に集中して
いる。これは検査と早期診断のプ
ログラムの不足が原因である。
質の高い性と生殖に関する健康
サービスを、特に恵まれない女性、
思春期と青年期の若者に向けて利
用しやすく拡充し、人権を保護す
ることにより、不平等を劇的に減
らすことができる。さらに以下の
実現により、包括的な社会発展を
推進することができる。

©Atsushi SHIBUYA

性と生殖に関する健康サービスへのアクセスにお
ける不平等は最貧困国では計り知れず、不利な立
場にある女性と若者がその最も厳しい影響を受け
ており、そのために包括的な社会発展が妨げられ
ている。

■女性のエンパワーメントと決定権
■女性と若者の雇用と生計手段の獲得

■毎年、15歳から19歳の思春期の少女1600万人、
および15歳未満の少女200万人が出産。この思
春期出産のほぼすべて―約95％―は低・中所得
国で起こっており、貧しく、教育レベルの低い
農村部の人たちの間で多い。

■貧困を撲滅するための世帯所得

■サハラ以南アフリカの女性の50％以上は20歳に
なる前に出産し、その多くは児童婚による出産
である。

■ジェンダーに配慮したプログラムの企画と政策
立案における男性・少年の積極的な参画

■個人と家族の健康と幸福
■若者、なかでも思春期の少女の教育の実現

■国家の結束強化に役立つ地域や国の当事者とし
ての意識

■妊産婦死亡のほとんどは予防できるにもかかわ
らず、低所得国および、中所得国のなかの低所
得者層の間では依然として妊産婦死亡率が高い。
世界中で、毎日800人の妊婦が妊娠にまつわる
原因で死亡している。

■気候変動と環境悪化に対する女性と若者の適応
能力、準備態勢、そして強靭性を高める

様々な成功事例
■バングラデシュでは、自発的な家族計画および
対象者を絞った母子保健に関する施策により、
就学率が向上し、少女の栄養状態が改善される
とともに、教育を受けた女性の賃金向上につな
がり、貧困の軽減に役立った。多くの世帯で家
族の健康状態と生産性が向上し、世帯の物的資
産も大人1人あたり25％増加した。

■サハラ以南アフリカでは、出生10万人当たりの
妊産婦死亡率は480と推定されており、加えて、
1件の妊産婦死亡の背後には少なくとも30人の
女性や少女が本来ならば避けられるはずの合併
症によって、短期もしくは長期的な障害に苦し
んでいる。
■途上国の女性の推定2億2200万人は、妊娠を避
けたいと望んでいるにもかかわらず近代的な避
妊法を利用していない。そのほとんどは最貧国
における経済・社会的に最も恵まれない層の人
たちである。

■女性の生計を改善し、少女と女性の教育と性と
生殖に関する健康を中心とした保健サービスに
対するアクセスを確保するなど、女性をエンパ
ワーメントすると、彼女らの気候変動と自然災
害に対する適応能力、準備態勢、そして強靭性
も高められる。

■HIV感染は、サハラ以南アフリカの貧しく若い女
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2.性と生殖に関する健康／権利への投資は包括的
経済発展を促進する

■途上国が避妊薬（具）に1ドル費やすことで妊産婦
と新生児にかかる医療費を1.4ドル減らすことが
できる。さらには、望まない出産や安全でない
中絶、またこれらに要する支出を削減できる。

性と生殖に関する健康／権利に投資することは、
人権の観点から正しいだけではなく、国の経済に
とっても意義があるという確かな証拠がある。そ
れは以下の点と結びついているからである。

■例えばタイでは、家族計画に1ドルかけることで
他の分野での支出を 16ドル以上節減することに
つながった。またエジプトでは、1ドルの投資に
対し31ドルもの節減となった。

■女性が労働に参加する機会が増大する
■あらゆる分野における生産性が向上する

3.人口動態を評価・予測・計画する国家レベルの
能力は、持続可能な開発のための計画立案と政
策評価に不可欠である。

■望まない妊娠、妊産婦疾病率・死亡率、安全で
ない中絶を減らすことにより、保健分野におけ
る大幅にコスト削減ができる

ポスト2015年、世界は思春期および青年期の若者
の人口が史上最大となった時代から始まり、終わ
りには前例のない高齢者人口を抱えることになる。
この人口の年齢構成の変化に伴い、都市化と国内
および国境を越えた移住人口が空前の高まりをみ
せると見込まれる。

■教育、住宅、栄養、インフラ分野での公共支出
を削減することができる

施策を行わない場合には、
■ケニアの思春期の少女160万人すべてが中等教
育を終了し、思春期の母親220,098人が妊娠せ
ずに雇用されていたとしたら、累積効果として
同国の総所得は毎年34億ドル増加したと考えら
れる。これはケニアの建設分野全体の経済規模
に相当する。

このような人口動態は、人権原則に基づきジェン
ダーに配慮した政策がとられるならば、社会、経済、
環境の3つの分野における持続可能な開発を推進さ
せるよい機会となる。
■低・中所得国の巨大な若者人口は、健全な経済・
社会政策と連動させれば、人口ボーナスという
特別な機会となり、結果として社会的、経済的
進歩に拍車をかけることになる。ただし、これは
思春期と青年期の若者の教育、健康やその他の
能力への投資がなされ、同時に性と生殖に関す
る健康の決定をするために必要な情報、サービ
ス、資源を手にする権利が守られた場合に限る。
■少子・高齢化の状況にある国では、女性の生産
的活動と子どもを産み育てる役割の両立のため
に保育施設などへ投資し、高齢者向けの社会保
障、学習機会や職業再訓練の拡充のための投資
などをする必要がある。こうした投資は女性と
高齢者の人権を保障するだけではなく、彼らの
社会と経済への継続的な貢献を推進するための
基本となる。
■移住者が社会的、法的、および性と生殖に関す
る健康も含む保健サービスを享受することがで
き、彼らの人権が保障される場合、自発的な移
住が増加することは、移住者の出身国にとって
も受入国にとっても有益となる。
■急速な都市化は世界規模で進んでおり、2050年
までには世界人口の70％が都市に居住すること

UN Photo / Ky Chung
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が予測される。すでに、特に低・
中所得の国々では難しい課題が指
摘されている。都市がすべての人
にとって安全で健全な場所であ
り、経済成長および持続可能で健
康的な環境の中心地となるため
に、都市化に関する人口関連デー
タの分析ならびに将来推計は有効
な計画に不可欠である。
■持続可能な環境をめざして、人
口動態と現在と将来の消費・生
産パターンの複雑な相関関係を
分析することは重要である。政
策決定とその効果と将来の見通
しを予測する基礎として、すべ
ての国と世界全体で継続的に研
究する必要がある。

©UNFPA Ghana office

このターゲットの指標は
下記の点を測る必要がある

■国家は、経済成長と環境保護のための計画や政
策を立案するために、人口データを収集、分析、
予測する高度な能力が必要である。これにより、
不平等を減らし、国内および世界全体の対応策
の質と効果を高めることができ、全ての人々の
貧困撲滅という共通の公約を、当事者と関係者
すべてが果たすことに責任がもてるようになる。

a.質の高い性と生殖に関する健康サービス（妊産婦
ケア、近代的避妊法、中絶後ケア、合法的かつ
安全な中絶、性感染症とHIVの予防と治療を含
む）へのアクセスの不平等の解消。特に所得格差、
年齢、性別、その他の特性による差別の排除。
b.サービスの質的改善をはかり、人権規範、公衆
保健基準にみあったものにする。

ポスト2015年開発課題枠組みに
向けたUNFPAの提案

3.持続可能な開発に向けた思春期と青年期の若者
の能力への投資をひとつの独立した目標とし、
少なくとも以下のターゲットと指標を含める。

UNFPAは以下の課題・ターゲット・指標を、ポス
ト2015年開発枠組に含めるよう提案する。

ターゲット
a.就学、不就学を問わず、すべての思春期と青年
期の若者に向けて健康、セクシュアリティ、ジェ
ンダーの平等、そして人権に関する総合的な性
教育を提供する。
b.全ての若者、特に思春期の少女が、守秘義務と
プライバシー保護を基盤とした、利用者を支え
ることを意図し、差別的でない性と生殖に関す
る健康サービスを享受できるようにする。
c.最低労働年齢に関する条約を順守しつつ、教育
と訓練を改善することにより、すべての若者が
働きがいのある人間らしい仕事と生計の手段を
得られるようにする。
d.持続可能な開発に向けた解決策を見出し実施す
ることにより、若者が意義のある社会参加がで
きるようにする。
e.校内や通学路を含む公共空間での少女の安全を
確保し、最も危険で恵まれない状況にいる少女
が学習し成長できるために安全な場所やプログ
ラムを確保する。

1.ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントを
ひとつの独立した目標とし、同時にジェンダー
の平等を開発枠組全体に組み込む。

特定のターゲットと関連指標は、
少なくとも以下の点を含めるべきである。
a.女性の性と生殖に関する権利の保障と実現。そ
のためのモニタリングと保護システムの構築も
含む。
b.児童婚、女性性器切除
（FGM/C）や有害な慣習な
ど、女性・少女に対する性的強要と暴力の予防
と廃絶。男性・少年の参画を奨励し、ジェンダー
の平等の実現にむけた規範の変化を積極的に推
進する。
c.ジェンダーに基づく暴力の被害者と体験者が必
要なサービスを受けられるようにする。
2.保健分野目標のターゲットとして、性と生殖に
関する健康／権利へのアクセスを含める。
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指標には以下の点が考慮される必要がある。

ターゲット

a.健康、セクシュアリティ、ジェンダーの平等と
人権についての総合的教育に関する国の政策、
カリキュラム、実施状況。
b.若者向けの性と生殖に関する健康サービスの提
供を促進する法津と政策。
c.就学せず、親の保護がなく、貧困のなかで生活
しているなど、最も脆弱な立場におかれた思春
期の少女に
「安全な場所」を提供する国の政策と
プログラム。

a.全ての出生・死亡を登録する。
b.完全な人口動向のデータと予測が随時入手でき
るようにする。
c.開発戦略、目標、ターゲットの策定時において、
人口動向と予測データを体系的に活用できるよ
うにする。

指標には以下の点が考慮される必要がある。
a.年齢、性別、地域など5段階分類に分けられた質
の高いデータを作成する組織能力の向上。これ
には、出生・死亡登録、国勢調査、各種調査、サー
ビス関連の管理と情報システムが含まれる。
b.これらのデータが入手しやすいものであるか、
また研究、政策解析、計画、プログラムの企画、
モニタリングおよび評価目的で活用しやすいも
のであるか。
c.人口予測データ作成の能力向上、ならびに同予
測を国家・地方・分野ごとの開発戦略、目標、ター
ゲットや政策の策定に活用する能力の改善。

4.ガバナンス関連の目標に人権に根ざした取り組
みと説明責任の双方の観点からターゲットを定
める必要がある。もしくは開発枠組み全体の中
に組み込むことが求められる。社会人口データ
や保健に関するデータを作成、提供、分析でき
るように国家の能力を向上させる。開発のため
の質の高いデータは、根拠に基づいた意思決定、
事業計画、政策策定の要となる。

実現のためには、ガバナンス、
参加、説明責任、資金が重要である
UNFPAは、ポスト2015年の開発課題の実施を可能
にする環境作りのために、現在形成されつつある
以下の合意を支持する。
■公正と人権
■よき統治と法の支配
■国の資源によって実施可能であり、またODA
（ 政 府 開 発 援 助 ）の 公 約 で 補 わ れ た、 透 明 性、
即効性、効果、説明責任がある、公平な国の
政策と戦略
■国家・地方・地域と関係者全ての包括的な意義
のある参加と、それを促すための能力強化

最後に
自分たちと後進世代のために持続可能な未来を実
現するためには、あらゆる人々、特に女性、若者
や思春期少女の可能性を解き放つことを世界は必
要としている。

©Koji Kitagawa

エンパワーメントこそ、
よりよい生活と持続可能な未来のカギである。
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用語解説
■エンパワーメント：
1980年代以降広まった概念で、社会的弱者が自分で力をつけること、またその過程を他者が側面支援する
ことを指す。個人の内面に自己否定や無力感を生み出す社会的要因を本人が自覚することによって尊厳を
回復して自信がつき、そのような内面的変化が生活機会の自主的な拡大にもつながる、という考え方に基
づく。
■ ポストMDGs
（ポスト2015年開発課題、post-2015 Development Agenda）:
ミレニアム開発目標
（MDGs）
の達成期限である2015年より先の国際開発目標。
2000年の国連ミレニアムサミット
（189カ国の首相が出席）での合意をもとに設定された” 国際的公約”、ミ
レニアム開発目標
（MDGs）では2015年までに各国が達成すべき８目標を定めている。８つの目標とは、「極
度の貧困と飢餓の撲滅」
「普遍的初等教育の達成」
「ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上（エンパワーメ
ント）
「幼児死亡
」
（率）の削減」
「妊産婦の健康の改善」
「HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止」
「環
境の持続可能性の確保」
「開発のためのグローバル・パートナーシップの推進」であり、そのそれぞれに具体
的な下位目標
（ターゲット）が定められている。ミレニアム開発目標（MDGs）の達成期限である2015年が迫
る中、現行MDGsの達成に向けた取組を加速させる一方で、2015年より先の国際開発目標（ポストMDGs）
の策定に向けた国際社会での議論が始まっています。
■性と生殖に関する権利（セクシュアル・リプロダクティブ・ライツ、Sexual and Reproductive Rights）:
すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、出産間隔、および出産する時期を責任をもって自由
に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利（ICPD行動計画第7章7.3）
■性と生殖に関する健康（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス、Sexual and Reproductive Health）:
生殖の仕組み、機能、過程のすべての側面において、単に疾病・障害がないというだけでなく、身体的・精神的・
社会的に完全に良好な状態にあること
（ICPD行動計画第7章7.2）
女性の健康、性と生殖に関する健康
（性教育・不妊症・子宮頚癌）安全な妊娠・出産 、母子保健
■女性性器切除
（FGM/C、Female Genital Mutilation/Cutting）:
思春期までの女児の外性器を切り取る
（または女性性器の一部に傷をつ
ける）社会的慣習。アフリカ、中東、アジアなどの一部の開発途上国で
現在も行われている。貞操、純潔の象徴とされるが、切除により、性
交や出産時に痛みと潜在的危険を伴うようになり、また、性感染症に
感染する危険も増加するため、弊害は大きい。
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