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Don’t we already know that things 
have improved for girls and women 
in recent decades, from increased 
access to education and the growing 
number of women in leadership 
roles, to the strengthening of feminist 
movements around the world? 
Can this Index really tell us anything 
we don’t already know about global 
progress on gender equality? Is there 
more to do, even after $40 billion was 
pledged at the Generation Equality 
Forum in Paris in June 2021?1

The answer to these questions is 
a resounding yes. If we are to reach 
the vision laid out in the Sustainable 
Development Goals (SDGs) for people 
and our planet, we must track progress 
– or the lack of it – with a gender lens
across the whole of the 2030 Agenda. 2
And we must use the resulting data to
drive accountability for gender equality
commitments. The SDG Gender
Index is the most comprehensive tool
available to do precisely that.

Yes, there has been some measurable 
progress towards gender equality 
since the 1995 World Conference on 
Women in Beijing,3 and yet none of us 
lives in a country that has achieved the 
full promise of equality envisioned in 
the SDGs nor are most countries on 
track to achieve those goals by 2030. 

Even if most countries worldwide 
seem to be making some advances 
on gender equality, tools like the 
SDG Gender Index are essential to 
sound the alarm at the slow pace, 
the limited scale and the profound 
fragility of these advances. This is 
vital as we navigate in light of global 
shocks like the COVID-19 pandemic 
and other ongoing and future crises 
that we know will follow. 

The Index has been developed by the 
EM2030 partnership, which brings 
together national, regional and global 
leaders from feminist networks, civil 
society, international development 
and the private sector to connect 
data and evidence with advocacy 
and action on gender equality. 
The partnership is driven by a shared 
belief: that data can expose inequality 
and injustice, motivate change and 
drive accountability. The 2022 SDG 
Gender Index is the result of years 
of dialogue and learning across our 
‘global to local’ partnership and 
beyond.  

The COVID-19 pandemic has 
dominated our discussions and 
thinking around the Index, even 
though it is too soon to gauge its full 
impact on girls and women, in all 
their diversity, worldwide. One thing 
is clear, however: the pandemic has 
exposed and intensifi ed the severe 
and intersecting inequalities that 
were already holding them back, 
long before any of us had heard of 
COVID-19. What matters now is what 
we do next. 

As well as illustrating the many 
challenges, the Index has a positive 
message: that rapid progress is 
possible. The Index data, and the 
clear policy recommendations we 
have drawn from the Index fi ndings 
and our collective experience, 

Alison Holder,
Director, Equal 
Measures 2030

Kathleen A. Sherwin, 
Interim President and 
CEO, Women Deliver

Emily Courey Pryor, 
Executive Director, 

Data2X

Sivananthi KV 
Thanenthiran,

Executive Director, 
ARROW

Milena Páramo Bernal, 
Regional Coordinator, 

CLADEM

Memory Zonde-
Kachambwa, 

Executive Director, 
FEMNET

David McNair, 
Executive Director Global 
Policy, ONE Campaign

Neal Myrick, 
Global Head, Tableau 

Foundation
Stephen Omollo, CEO, 

Plan International

chart a course based on the vision 
of EM2030: a just, peaceful and 
sustainable world, where all girls and 
women have equal power, voice, 
opportunity and access to their 
rights, in line with the SDGs. 

HOW IMPORTANT 
IS THE 2022 SDG 
GENDER INDEX? 

FOREWORD

Anita Zaidi, 
President of the 
Gender Equality 

Division, Bill & Melinda 
Gates Foundation
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With a third of countries either making no 
progress on gender equality or moving in the 
wrong direction, our Index shows the world 
is off  track on the SDGs.  The seeds for the 
fall-out from the COVID-19 pandemic were 
sown long before the virus started spreading: 
millions of women were already dealing with 
a squeeze on household budgets, poor health 
care and evaporating social safety nets.  But 
the Index also shows that rapid change on 
gender equality is possible and provides a 
“blueprint” for governments to help make 
that change happen. 

Alison Holder, 
Director, Equal Measures 2030

With less than a decade left for Agenda 2030 
the 2022 SDG Gender Index comes at an 
opportune time! Data show that even before 
COVID, progress was slow. The intra-regional 
gaps on education and gender equality goals 
in Asia are dramatic and alarming. It’s a call to 
action for governments to prioritize investing 
in achieving gender equality!

Sivananthi KV Thanenthiran,
 Executive Director, ARROW

In every dimension of life, data is key to track 
progress and identify issues that backslid. 
COVID-19 jeopardized what women in Latin 
America and the Caribbean have achieved 
with great eff ort. The Index provides a 
baseline to monitor the impact of the 
pandemic, especially on those issues where 
negative trends are already apparent like 
women’s participation in the labor market, 
unpaid care work, and violence against 
women, and to advocate for accelerated 
action towards gender equality. 

Milena Páramo Bernal, 
Regional Coordinator, CLADEM

Despite nearly all countries in the world 
committing to bridge the gender equality gap, 
evidence shows that African women are still 
under-represented in leadership positions, 
from ministerial roles (just 26 per cent 
held by women) to parliaments (just 24 per 
cent).  Countries in the region should learn 
from Rwanda’s transformative leadership 
which has the highest proportion of women 
in parliament and cabinets, contributing 
greatly towards passing progressive policies 
and laws. We also need to address the data 
gaps that exist, which can make women's 
contributions to policy-making invisible 
especially on issues to do with the Care 
Economy. 

Memory Zonde-Kachambwa, 
Executive Director, FEMNET

This research shows just how far we are 
from the goal of gender equality. But what 
gets measured gets managed – and this data 
shows us who needs to invest more, and 
where they should focus their energy. It’s 
now up to governments, businesses and civil 
society to take this data seriously and act.

David McNair, Executive Director 
Global Policy, ONE Campaign

If we are to achieve gender equality and 
the goals laid out in the SDGs, it’s vital we 
are able to pinpoint the biggest challenges 
facing girls and women across the globe, 
and track progress. The SDG Gender Index 
enables us to do this. It also warns us of how 
fragile progress can be to shocks. To prevent 
further regression, in an already grave 
situation, urgent ‘gender transformative’ 
action is needed now by the world’s leaders 
to secure sustainable progress for girls’ and 
women’s rights.

Stephen Omollo, 
CEO, Plan International

The 2022 SDG Gender Index is its most 
inclusive and comprehensive one yet. 
It pinpoints precisely what issues require 
more targeted and immediate action, 
while underscoring how systemic gender 
inequalities continue to be, globally, as 
evidenced by the COVID-19 pandemic. For 
Women Deliver, the Index is a vital tool that 
equips us with the data needed to progress, 
secure, and safeguard girls’ and women’s 
rights – in all their intersecting identities – 
within the SDGs and beyond.

Kathleen A. Sherwin, 
Interim President and CEO, Women Deliver

Tableau Foundation believes that data 
can help shine a light on inequity in all 
forms. The new SDG Gender Index helps 
illuminate critical threats to achieving 
gender equality and the associated 
global goals. We must all work together 
to achieve the 2030 agenda, and the SDG 
Gender Index can serve as a roadmap for 
how we get there without leaving women 
and girls behind.

Neal Myrick, 
Global Head of Tableau Foundation

FS Index
GBV
GDP
GSMA

MBRRACE-UK



8  2022 SDG GENDER INDEX  ⸏⸏ 9

目次

1. 要旨

2. 2022年SDGジェンダー指標について

目的

対象範囲

付加価値

新たな試み

制約

3. 主要な調査結果

総合的な調査結果

世界のジェンダー平等の動向：進歩はあるが、遅すぎるし、まだら模様を呈している

2020年時点の世界のジェンダー平等：

取り残された女の子と女性が多すぎる

SDGsと課題別の調査結果

地域別の調査結果

EM2030の7つの重点国に関する調査結果

4. 分断された世界: ジェンダー平等の背景

COVID-19のパンデミック: 世界のジェンダー平等の断層を浮き彫りにする

交差性: 平均値を超えて全体像を把握する

生態系の崩壊：ジェンダーの不平等を助長する

政治的極性：ジェンダー平等の政治化

緊縮財政：財政的な必要性よりも政治的な選択

国際的な正義と連帯: 公約を実現する時が来た

5.変化に向けた青写真： 2030年までにジェンダー平等の
進展を加速させるための6つの提言

1. 不均等法制の改正と適用

2. 公共サービスおよび（介護を含む）社会インフラへの投資

3. 女の子と女性のリーダーシップ、参加、発言の促進

4. ジェンダーデータにおけるギャップの解消

5. フェミニストの団体や運動への投資、場づくり、そして傾聴

6. 女の子やユース 女性、そして女の子やユースが主導する団体と協働し、その
能力を高める

ANNEX 1: INDEX AND INDICATOR FRAMEWORK 

ANNEX 2: MORE THAN JUST THE NUMBERS: ON BUILDING THE EM2030 SDG 
GENDER INDEX 

ANNEX 3: EARLY EVIDENCE ON THE IMPACT OF COVID-19 ON GENDER EQUALITY 

ANNEX 4: THE TEN FASTEST-MOVING COUNTRIES FROM 2015 TO 2020

FOOTNOTES & SOURCES 

10

14

17

34

50

73

76

78

80

17

51

34

19

52

37

21

57

39

22

14

59

41

30

14

15 64

44

32

14

16 68

46

82



10  2022 SDG GENDER INDEX  ⸏⸏ 11

ジェンダー平等な世界を実現させるための取り

組みは進められているものの、そのスピードは

あまりにも遅いのだ。その結果、SDGsが求め

るジェンダー平等の達成期限である2030年に

向けた軌道に乗ることができない。新しい

SDGsジェンダー指標は、ジェンダー平等を測

定するための最も包括的なグローバル指標で

あり、一部の地域や国では主要なジェンダー

問題での進歩が停滞しているか、後退してい

ることが判明した。

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

遅々として進まぬジェンダー平等

ジェンダー平等の進捗を計る指標「イコール・メ

ジャーズ2030」における2022SDGsジェンダー指標

は、世界全体で過去5年間で進捗が遅く、微々たる

進展しか見られないことを明らかにし、ジェンダー

平等について警鐘を鳴らしている。ジェンダー平等

に向け迅速に取り組んでいる国々は全体の4分の

1以下であり、3分の1は進んでいないか、さらに悪

いことに間違った方向に進んでいる。

1. 要旨
EM2030パートナーシップによって開発された、こ

の2022年版インデックスは、2015年と2020年の

データを示しており、ジェンダー平等に関する進

歩（またはその欠如）の全体像を示している。

COVID-19によるパンデミックが、世界の女の子

と女性*に与える影響を完全に測定するのは時

期尚早だが、2015年以降に歯止めがかかった限

定的な進捗は、パンデミックに対し極めて脆弱

だったのではかという懸念が残る。 パンデミック

は 、その発生前からSDGs達成を妨げていた

ジェンダー不平等 に光を当てた。各国は、女性

のためのディーセント・ワークの欠如、特定のグ

ループの女の子や女性（多くの場合、最も弱い

立場に置かれている人々）の可能性を阻む不平

等、そして彼女たちの負担を軽減し得る公共

サービスや介護インフラへの投資不足が、依然

として続いているために、足踏み状態となってい

る。

COVID-19以前の「ノーマル（日常）」が、持続可

能なジェンダー平等に必要な規模、ペース、強

度で進捗できていなかったことを考えると、「ノー

マル（日常）に戻る」ことだけでは野心的とは言え

ないことが、 この指数から確認できる。経済不

況から紛争、気候災害まで、危機に次ぐ危機で

見られるように、ジェンダー平等に関するせっか

くの進歩がそれらの圧力に屈してしまい、ジェン

ダー平等の回復が難しいことが白日に曝されて

しまうことはしばしば起こる 。過去の災害におけ

るジェンダー平等への影響を考えると、パンデ

ミックによる影響はどのように予測できる だろう

か？歴史は、女の子と女性が依存しているセー

フティネットがさらに侵食されること、とりわけ、す

でに最も弱い立場に置かれている人々にとって

悲惨な結果をもたらす可能性があることを示唆

している。

この指標は、国によって異なる「女の子と女性の

地位の不平等」を捉えている。しかし、国内およ

び異なる集団間 の不平等を理解するために

は、指標のスコアの「平均」を紐解き、個人の特

性によって分解される個々の指標を検討する必

要がある。これにより、人種や民族、障害の有

無、経済状況、その他の主要な特性によって、

進捗に大きな差があることが明らかになる。

図1.

ジェンダー平等への世界的な遅れに警鐘を鳴らす

ジェンダー平等を「迅速に」進めている国は4カ国中、
1カ国 もに満たない

Covid-19以前の
「日常（ｎｏｒｍａｌ）」
は、持続可能な
ジェンダー平等の
ために必要な規
模、ペース、強度で
進歩を実現できて
いなかった

さらに悪いことに、女の子や女性の生活に影響を与える特

性や不平等の多くは、まったく測定されていなかったのだ。

女の子と女性は、均質的な集団ではなく、ジェンダーの不

平等に関する持続的な進展は、多くの格差だけではなく、

その交差性（およびこれを測定するために必要なデータ）も

認識し、対処する必要がある。 

しかし、各国平均のレベルでは、ジェンダー平等の進歩は

可能であることを、この指標は示している。本報告書

は、COVID-19のパンデミックが女の子と女性、さらには社

会的・経済的発展に与える長期的な影響を緩和し、持続可

能なジェンダー平等の長期的な探求を再び活性化するた

めの変化の青写真を示すものである。

* * EM2030のジェンダー平等のビジョンには、あらゆる多様
性を持つ女の子と女性、そしてジェンダー非適合者やノン
バイナリーの人々が含まれている。
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ジェンダー平等の進捗は、あまりにも遅く、あま

りにも脆弱で、あまりにも断片的であった: 2015

年から2020年の間、世界レベルでのジェンダー

平等の進歩はほとんどなかった。

このままでは、SDGsの達成期限である2030年

には、100点満点中71点の指数にしか到達しな

い。

SDGsジェンダー指数の対象となった144カ国の

うち、ジェンダー平等を達成している国はひとつ

もなく、すべてのSDGsのゴールで世界一となっ

た、あるいは世界トップ10に入っている国もな

い。

2022 SDGsジェンダー指標は、ジェンダー

平等で一定の成果を上げている国や地域

の特徴としてよく挙げられる6つの横断的

テーマに基づき、変革のための青写真を

描いている。

不均等法制の改正
と適用

ジェンダー平等に関する法律 を制定し、完

全に実施している国では、女性とその家族

の健康、栄養、教育の成果が向上し、女性

の雇用がより弾力的になり、議会における

女性議員の割合が増加している。

公共サービスおよび（介護を
含む）社会インフラへの投資

ジェンダー平等のために必要な社会変革に

は資金が必要であり、そのためにはジェン

ダー平等を志向する予算 、累進課税、公共

サービスや、（介護を含む）公共インフラへの

強力な投資が必要である。

女の子と女性のリーダーシップ、
参加、発言力の促進

重要なのは、ジェンダー規範と戦い、ロー

ルモデルを推進することで、公の場におけ

る女性の地位向上が参加への好循環を生

み出すことだ。 

COVID-19のパンデミックは、ジェンダー不平

等の深刻度を露呈し、女の子と女性への影

響を強めている。 

交差的な視座が不可欠である。不平等がど

のように組み合わされ、蓄積されていくのか

を理解しなければ、問題を特定することが難

しく、したがって解決策を見出すこともできな

い。 

生態系の崩壊は、女の子や女性に大きな影

響を与える。資源の減少に伴い、さらなる責

任が課されるためである。 

政治的な対立が激化する中、ジェンダー平等

は政治的な争点となっている。人権に否定的

な声が高まる中で、女の子と女性の権利はよ

りターゲットにされやすいためだ。

どの国も、目標に込められたジェンダー平

等のビジョンを実現するために、もっとやる

べきことがあるはずだ。

ジェンダー平等に向けて「速い進歩」を遂

げている国は4分の1未満 であり、3分の1

の国は「進歩なし」か、「間違った方向」に

進んでいるのだ。

肯定的な面として、世界の半数以上の国

がジェンダー平等について正しい方向に

進んでいるが、2020年時点で、30億人以

上の女の子と女性が、

ジェンダー平等のスコアが

「悪い」または「非常に悪い」

国に住んでいる。

ジェンダーデータギャップの解消

これは、データインフラの改善に投資し、

ジェンダー平等の視点を取り入れたデー

タエコシステム（訳注：内外の複合的な

データ活用を促進するための仕組み）を

正式に採用するだけでなく、異なるステー

クホルダーとデータコミュニティをつなぎ 、

「ビッグデータ」を有効活用することを意味

する。

フェミニスト団体や運動に投資し、
そのための場所を作り、耳を傾ける

これらの団体や運動からの圧力や提言

活動がなければ、女性の権利に関する

進歩はほとんどなかっただろう。これらの

組織や運動には、適切な資金と、活動や

主張のための安全に保護された空間が

必要だ。

女の子やユース女性と協働し、
その能力を高める

彼女たち自身 に影響を与える決定には、

彼女たちの声が反映されるべきだ。ジェン

ダー平等への進展を加速させるために

は、彼女たちのために設計された

プログラム、政策、

法律、そして彼ら

のグループに対す

る資金提供が不

可欠である。

緊縮財政は、危機に対応するために各国

が取るべき選択肢となっている。その結

果、公共サービスが削減され、女の子や女

性が真っ先に、そして最も大きな打撃を受

けることとなった。 

国際的な正義と連帯が不足している。気候

変動に対して最も責任の少ない国々が必

要な支援を受けられず、過去10年間、援助

効率はほとんど改善されていない。

主な成果 
政策提言

の概要

ジェンダー平等をめぐる状況

図2.

ジェンダー平等のための
世界的な進展の全体像

Source : 2022 SDG Gender 
Index, Equal Measures 2030.
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新たな試み

この2022年版指標は、2019年版SDGsジェン

ダー指標を基に作成され、これに代わるもので

ある。指標構成の変化と指標作成手法の改善

によるため両者が生み出す結果は比較できな

い 。前回の2019年版以降、新たに15種類の指

標が追加された。追加された指標には、女性

の司法へのアクセス、女性が政治課題を議論

する自由、LGBTの権利を認める法的枠組みな

どの問題が含まれる。一方で、第1版に登場し

た9つの指標は、国のカバー率が悪化したこ

と、世界保健機関（WHO）の肥満に関するデー

タや国際通貨基金（IMF）の社会支出に関する

データは2022年指数の分析までに更新されな

かったこと、データイニシアチブがデータを収集

2. 2022年SDGsジェンダー指標
iしなくなったことなどの理由で含まれていな

い。2022年度版に引き継ぐことができなかった

指標には、社会的保護、司法ポストに占める女

性の割合、親密なパートナーからの暴力に関す

る社会規範への女性の見解といった、重要な

分野の指標が含まれる。また、世界的に著名な

専門家の指導に基づき、指数の集計方法も変

更された6。

について

目的

EM2030は、ジェンダー平等とSDGsのための説

明責任に関する主要なグローバル・パートナー

シップであり、2030アジェンダに組み込まれた

ジェンダー平等のビジョン4について、世界の状

況を示している。 「理解できない問題は解決で

きない」という考え方に基づき、本指標は、SDGs

に沿ったジェンダー平等の公約に対する政府の

説明責任を果たすために必要な確固たる証拠

を提供するものである。この指標は、どこが進

展し、どこが進展していないかを示すことで、平

等への機運が弾力的で持続可能、そして最終

的には止められないものになるよう、ジェンダー

平等に関する行動を促進することを目的として

いる。

対象範囲

この指標は、SDGs17項目のうち14項目にわた

る56の主要指標を対象としており（付属書1参

照）、各目標は3～5のジェンダー関連指標で示

さ れている。このインデックスは144カ国から

データを取得しており、そのうち135カ国は2つの

時点のデータを有しているため、2015年から

2020年までの進捗を追跡することが可能であ

る。2019年の第1版では、世界の女の子と女性

の95％をカバーしていたが、本指標では98％を

カバーしている5。また、EM2030は、現在の7つ

の重点国（ブルキナファソ、コロンビア、グアテマ

ラ、インド、インドネシア、ケニア、セネガル）と3

つの重点地域（アフリカ、アジア、ラテンアメリカ）

についてより深い分析を行っている。

付加価値

ジェンダー指標は増えているが、「2022年SDGs

ジェンダー指標」は、少なくとも3つの理由で特徴

的である。まず、この指標はSDGsの構造に沿い

つつ、公式のSDGsの枠組みでは焦点が置かれ

ていないものや、進捗を監視するためのデータ

が現在報告されていない指標を含み、SDGsの

各ゴールをジェンダー平等の視点で評価してい

ることだ。そのため、この指標では、（ジェンダー

平等に関するSDGs5だけでなく）ほとんどの目標

にわたって進捗を追跡することを可能にしてい

る。

第2に、SDGsの公式モニタリングにおけるデータ

ギャップを考慮し、本指標は利用可能なジェン

ダー関連のSDGs指標を利用しただけではなく、

より最新の包括的な進捗状況を提供するため

に、より幅広いデータソースでそれらを補完した

ことである。これによって、ジェンダー平等に関

する法的枠組み（職場における平等、中絶の権

利、性的指向などに関連する法律）の追跡、女

性の生活や社会のさまざまな側面に関する女

性の意見を把握するグローバルな調査データ、

その他、世界銀行、市民社会組織（CSOs）、シ

ンクタンクなどのさまざまなデータ作成者によっ

てグローバルかつ定期的に行われているデータ

収集が含まれる。

第3に、本指標は経時的な進捗を追跡し、2015

年以降のベンチマークとシナリオ構築を可能に

し、2030年の期限までにSDGsの達成に向けて

ジェンダー指標がどのように進展し、進展すべき

か についての洞察を提供する。

図3.

スコアの
読み方

Source: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

スコア

各国の各指標のスコアは、最低点である0ポイントから最高点の100ポイントで示さ
れ、100ポイントであれば、その国の男女平等の目標を達成したことになる。 
スコアは5つのカテゴリーに分類され、「非常に良い」から「非常に悪い」までのラベ
ルがついている。 
例えば、質の高い教育に関するSDG4で84ポイントを獲得した国は、この分野におけ
るジェンダー平等の進歩という点で、「良い」とみなされる。

非常に悪い 悪い 普通 良い 非常に良い

変化の
スピード

2015年以降に各国が達成した進歩/変化のペースを、「速い進捗」から
「間違った方向」までの4つのカテゴリーで表現している。例えば、2015
年に82ポイントだったスコアが2020年に84ポイントになった国は、「若干
の進歩」があったとみなされる。

速い進捗速い進捗

若干の進歩

進歩なし

間違った方向

「速い進捗」は、SDGs達成に必要な                     スコアが3ポイント以上増加スコアが
変化のペースとの比較ではなく、 3ポイント以上増加
調査期間中の他の国との比較で
「速い」と評価すべき である。すべて                    スコアが1ポイント以上3ポイント未満増加
の変化は文脈に応じて変化させる
必要があるが、低いスコアから出発                     スコアが変わらなかった（-1点から＋1点
した国は、より大きな変化率になる の間の
変化）可能性がある。                       1ポイント以上減少
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3. 主要な調査結果

総合的な調査結果

2022年SDGsジェンダー指数によれば、2015年

から2020年にかけて、世界規模でのジェンダー

平等はほとんど進歩していない。2020年のジェ

ンダー平等のグローバル指数スコアはわずか

67.8ポイントであり、2015年から2ポイント未満の

若干 の改善にとどまっている。

現在の傾向が続くと、SDGsの達成期限である

2030年には、世界スコアは100ポイント中71ポ

イントにしか達しないことになる （図4参照）。そし

て、COVID-19のパンデミックが世界の女の子と

女性の幸福に与えた影響を考えると、

2015年から2030年までのSDGsジェンダー指数の
スコアの推移と予測

この予測さえ楽観的といえるかもしれない（第

4節「COVID-19のパンデミック：世界のジェン

ダー平等の断層を浮き彫りにする」と付属書3
を参照のこと）。

スコア（または国別ランキング）を補完するものと

して、時間の経過に伴う傾向や変化が有用であ

る。インデックスが示すように、2020年のスコア

が比較的低い国の中でも、近年有望な進展を遂

げた国もあれば、常に高いスコアを達成してい

る国でも、その進歩が停滞または後退している

国もあるかもしれない。また、5年の間にスコア

が上下することもあり、その差は非常に大きい。

制約
2022 SDGsジェンダー指標は、SDGsに沿った

最も包括的なジェンダー指標である一方で、世

界的に比較可能で、性別だけではなく、年齢、階

級、人種、性自認などの細分化されたジェン

ダーに関するデータが、今なお不十分であるこ

とには、注意が必要である。

前述の通り、インデックスには17のSDGsのゴー

ルのうち14のデータが含まれているが、環境に

関連する3つのSDGs、すなわち、「持続可能な

消費と生産」に関するSDG12、「海の豊かさの

保全」に関するSDG14、「陸の豊かさの保全」 
に関するSDG15に特化した、比較可能なデータ

が不足している。この3つの目標に対するSDGs
の公式指標は、（ジェンダーはともかく）社会的

影響よりも環境に焦点を当てる傾向があるた

め、これらのSDGsに対する女の子や女性の進

捗を検証することはまだできないのである。

それでも、本指標では、ジェンダーと環境に関す
るいくつかの指標を含めるように努力した。

EM2030のパートナーは、次回の指標におい

て、これらの目標に関連するジェンダー問題を

把握できるようなアプローチを模索している。

指標に含まれるデータは、データソースによって

は、典型的なタイムラグがあり、基準年の1～2
年前の状況を反映している場合がある。すべて

の指標の基準年およびその他の関連するメタ

データは、EM2030データハブ 
(https://www.equalmeasures2030.org/data-
hub/を参照). で入手可能である。また、本指標

は、2015年と2020年の2つの時点間の進捗を測

定していることに留意する必要がある。したがっ

て、2020年初頭に始まったCOVID-19のパンデ

ミックが、女の子や女性に与えたと思われる影

響は、反映されていない。次回の指標には、パ

ンデミックの影響に関するより新しいデータと証

拠が含まれる予定である。しかし、本報告書

は、COVID-19のパンデミックによるジェンダー

平等への影響がこれまでも、そしてこれからも

深刻であることを主張するために、課題別また

は小規模な調査を利用している（付属書3参

照）。

最後に、EM2030は、SDGs（その結果、指標自

体）が構造的な力関係や、その構造に組み込ま

れた多様なジェンダーグループが直面する障壁

に対処できているものではない。EM2030パート

ナーシップは、ジェンダー二元論から脱却し、あ

らゆる形態の不平等を永続させる既存の社会・

経済・政治システムに挑戦する、より深いフェミ

ニスト批判を含め、交差する不平等を正確に測

定・理解するために、より多くの優れたジェン

ダーデータを提唱することにコミットしている。

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

図4.

2030年までの目標達成には、
世界のジェンダー平等の進歩
が遅すぎる

2030年までにジェンダー関連の

目標を達成するために必要な進

歩には、強力で新たな取り組み

が必要である

2015～2020年の間の、

ジェンダー平等の世界ス

コアはわずかな上昇にと

どまった。

この傾向が続く場

合、経時的な成長

はジェンダー関連

の目標値を下回る

と予測される。

良い

現状
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図5.

SDGsで想定されている
ジェンダー平等の公約を
達成できた国はいない

アフガニスタン（-1.7ポイント）、アルジェリア（-1.3
ポイント）、ベラルーシ（-1.3ポイント）、クウェート

（-1.3ポイント）、エクアドル（-1.1） の6ヵ国だっ

た。

2015年から2020年にかけて、さまざまなジェン

ダー平等の課題で比較的大きな飛躍を遂げた

国もある。 指標のスコアが最も大きく向上した

10カ国は、ベナン（+9.3ポイント）、サウジアラ

ビア（+8.6ポイント）、アルメニア（+6.7ポイン

ト）、ネパール（+6.7ポイント）、エジプト（+5.8ポ

イント）、モルドバ（+5.1ポイント）、イラク（+5.0
ポイント）、タジキスタン（+5.0ポイント）、アラブ

首長国連邦（UAE）（+5.0ポイント）、セネガル

（+4.8ポイント）となっている。これらの国々の

比較的早い進捗の原動力となった目標と課題

の詳細については、付属書4を参照のこと。

ジェンダー平等には大きな課題が残されている

が、この「躍進する10カ国」は、わずか数年の間

にさまざまなジェンダー平等の問題で顕著な前

進を遂げた。サウジアラビアとUAE（いずれも高

所得国）を除き、このリストに含まれる他の躍進

国は中所得国である。この10カ国の平均スコア

は、100ポイント中58ポイントと「非常に低い」も

のだった。同10カ国は、ジェンダー平等について

さらなる前進が求められるものの（この「躍進す

る10カ国」の平均指数は100点満点中58点と「非

常に低い」）、少なくとも複数の国が正しい方向

に、比較的速いペースで進んでいることは心強

い。

SDGsで想定されるジェンダー平等の公約を完

全に達成した国は、本指標が対象とする144カ

国の中で1カ国もなく（図5）、上位の国でもすべ

ての目標や指標で達成する目途が立っている

わけではない。

世界のジェンダー平等の動向：
進歩はあるが、遅すぎるし、
まだら模様を呈している 
世界の半数以上の国（比較可能なデータがある

135カ国中91カ国）が、2015年以降、ジェンダー

平等について進展を遂げた。また、28カ国

（21％）が「速い進歩」、63カ国（47％）が「若干

の進歩 」を遂げた。しかし進歩があった国でも、

指数のスコアの向上は、概して 非常に小さい

（100ポイント満点で平均3ポイント程度）。

およそ3カ国中1カ国（32.6％）が、2015年以降、

全く進歩がないか、間違った方向に進んでいる

（図6参照）。

ジェンダー平等について顕著に悪い方向に動い

た（2015～2020年の間にスコアが1ポイント以

上下がった）国は、ベネズエラ（-6.7ポイント）、

いくつかの国は
正しい方向へ、
比較的速い
ペースで進んでいる

速い進歩
3ポイント以上の上昇

若干の進歩
1～3 ポイント増加

進歩なし
1ポイントから-1ポイントの間で変化

間違った方向
1ポイント以上の低下

順位 国 スコア ポイント推移 順位 順位国 スコア スコア国 ポイント推移ポイント推移

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アイスランド

フィンランド

オーストリア

オランダ

スイス

ルクセンブルク

アイルランド

ニュージーランド

スペイン

ベルギー

オーストラリア

エストニア

カナダ

フランス

イギリス

スロベニア

シンガポール

ドイツ

チェコ

ポルトガル

リトアニア

イスラエル

ラトビア

キプロス

クロアチア

マルタ

スロバキア

ウルグアイ

イタリア

ハンガリー

ポーランド

日本

韓国

ギリシャ

米国

セルビア

モンテネグロ

コスタリカ

アラブ首長国連邦

マウリチウス

アルゼンチン

アルメニア

アルバニア

ブルガリア

ジョージア

チリ

ルーマニア

北マケドニア

モルドバ

ベラルーシ

カザフスタン

トリニダード・トバゴ

南アフリカ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

モンゴル

マレーシア

タイ

フィリピン

中国

ウズベキスタン

ベトナム

ウクライナ

パナマ

メキシコ

キルギスタン

エクアドル

カタール

ロシア

モロッコ

ドミニカ共和国

パラグアイ

コロンビア

インドネシア

トルコ

ブラジル

ペルー

ヨルダン

ジャマイカ

タジキスタン

チュニジア

ベリーズ

オマーン

スリランカ

アゼルバイジャン

ニカラグア

クウェート

エルサルバドル

インド

サウジアラビア

アルジェリア

ネパール

ボリビア

エジプト

ラオス

グアテマラ

ホンジュラス

ナミビア

カンボジア

ボツワナ

ガーナ

イラン

レバノン

ミャンマー

バングラデシュ

ルワンダ

レソト

ケニア

ベネズエラ

タンザニア

セネガル

モザンビーク

ガボン

エスワティニ

ベナン

ガンビア

カメルーン

ジンバブエ

コートジボワール

イラク

パキスタン

ザンビア

エチオピア

ブルキナファソ

トーゴ

アンゴラ

ウガンダ

ナイジェリア

マラウイ

リベリア

マリ

マダガスカル

モーリタニア

シエラレオネ

ギニア

ブルンジ

コンゴ民主共和国

ニジェール

スーダン

イエメン

アフガニスタン

チャド
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図6

2015～2020年で、世界の半数以上の国で
ジェンダー平等が進展した

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

注: 比較可能なデータがある135カ国

Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and UN DESA.

2020年時点の世界のジェン
ダー平等：取り残された女の子

と女性が多すぎる

多くの国が、遅すぎるとはいえ、ジェンダー平等

について前進していることは心強いが、 2020年

の時点で、世界にはジェンダー平等のスコアが

「低い」または「非常に低い」国に住む女の子と

女性が、今なお30億人以上いる（図7参照）。

指数のランキングを見ると、豊かな国ほどジェン

ダー平等のスコアが高い傾向にあることがわか

る。 しかし、図8は、ひとつの国の指標のスコア

が、国民所得や経済状況だけでは説明できな

いことを示している。例えば、米国は2020年の

国民一人当たりの所得が世界で最も高い国の

ひとつだが、その指数スコアを見ると、

同国のジェンダー平等は、自由に使える資源が

はるかに少ないコスタリカやギリシャ、韓国とほ

ぼ同じレベル（76～77ポイント）であることがわ

かる。セルビアは、米国と似通った指数スコアだ

が、国民一人当たりの所得は米国の8分の１に

も届かないのだ。 さらに、チェコやスロベニアな

ど、東欧の一部の国では、ドイツやシンガポー

ルなど、国民一人当たりの所得が2倍ほど高い

国々と同等のジェンダー平等スコアを獲得して

いる。

図7.

2020年には、30億人を超える女
の子と女性が、ジェンダー平等
のスコアが「悪い」または「非常
に悪い」国で生活している

非常に悪い 悪い 普通 良い 非常に良い

速い進歩

若干の進歩

進歩なし

間違った方向

カ国 カ国カ国 カ国 カ国 カ国カ国

カ国

カ国

カ国

カ国

ベナン、ブルキナファソ、
コートジボワール、
コンゴ民主共和国、
ガンビア、ガーナ、

イラク、リベリア、マリ、
セネガル、

タンザニア

バングラデシュ、

ブルンジ、エチオピア、
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ニジェール、
パキスタン、ルワンダ、
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トーゴ、ザンビア
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イラン、レバノン、

マラウイ、

モーリタニア、
ナイジェリア、ウガンダ、

ジンバブエ

アフガニスタン

ベネズエラ

カンボジア、
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ネパール、ロシア、
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ウクライナ
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中国、ドミニカ共和国、
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グアテマラ、
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ヨルダン、ラオス、

モロッコ、パナマ、

パラグアイ、ペルー、

フィリピン、スリランカ、

チュニジア、ベトナム

ボリビア、ボツワナ、

ブラジル、コロンビア、

ジャマイカ、

キルギスタン、

メキシコ、ナミビア、

ニカラグア、トルコ、

ウズベキスタン

アルジェリア

エクアドル

クウェート

アルバニア、

アルメニア、

ジョージア、

マレーシア、モルドバ、

アラブ首長国連邦

ボスニア・

ヘルツェゴビナ、
チリ、コスタリカ、

クロアチア、ハンガリー、
イタリア、マルタ、
モーリシャス、

モンテネグロ、
北マケドニア、

ポーランド、スロバキア、
南アフリカ、韓国、タイ、

トリニダード・トバゴ、
米国、ウルグアイ

アルゼンチン、

ブルガリア、

ギリシャ、

日本、

カザフスタン、

ルーマニア

ベラルーシ

イスラエル

オーストラリア、

オーストリア、カナダ、

キプロス、チェコ、

エストニア、

ニュージーランド、

ポルトガル、

シンガポール、

スペイン

デンマーク

ノルウェー

ベルギー、

フィンランド、

ドイツ、アイスランド、

ラトビア、リトアニア、

ルクセンブルク、

スロベニア、

スイス、イギリス
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女の子と女性の参加者
数（百万人）

国数

非常に悪い
悪い 普通 良い 非常に良い
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Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030  
and World Bank.

図9

SDG間での ジェンダー平等の

スコアの大きなばらつき
Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

図8.

少ない資源でより多くのジェンダー平等を

達成する国もある
SDGsジェンダー指数のスコアとひとり当たり国内総生産（GDP）の推移（2020年） 

SDGsと課題別の調査結果
SDGsの目標ごとの世界的な進展について、イ

ンデックスは何を語っているのだろうか?図9は、

ジェンダー平等の観点から、世界で最も高いス

コアを獲得したSDGsと最もポイントが低い

SDGsを示している。平均して、世界で最も高い

スコアを獲得しているのは

SDG6「水」、SDG7「クリーンエネルギー」、

SDG2「栄養」、SDG1「貧困」であり、世界平均

のスコアが最も低いSDGsは、SDG17「パート

ナーシップ」、SDG13「気候変動」、SDG16「法

と公正」の3つである。

これら下位3つの目標には、ジェンダー平等に

直接的・間接的に影響を与える重要な分野横

断的課題が含まれているが、達成できていない

状態が続いている。

変化のペースという点では、2015年以降、世界

的に最も進歩が見られたのはイノベーションに

関するSDG9で、2020年までに7.8ポイントの

「速い進歩」を遂げている。この背景には、女性

のオンライン金融サービスやインターネットへの

アクセスが一般的になったことが挙げられる。し

かし、2015年から最もスコアが向上した目標で

ありながら、2020年のSDG9の平均スコアは

62.3ポイントと「低い」にとどまっている。そのた

め、前進はしているものの、まだ進歩の余地が

あるのだ。

ジェンダー平等の旗艦目標であるSDG5で

は、2015年から2020年にかけて、世界的に 2
番目に大きな伸びを示し、「速い進歩」（+4.1ポ

イント）となっている。この改善は、選挙で選ば

れた議会と政府の指導者の両方における女性

の参加度合いを把握する指標と、程度は低いも

のの 、中絶の理由に関する法的枠組みの変化

によってもたらされた。

しかしながら、それでも2020年のSDGs 5の平

均スコアは「悪い」（65.4ポイント）ため、ここでも

更なる努力が必要となる。
これらの国はすべて、一人当たりのGDPの水準は大きく異なるものの、
指数で83「良い」または76「普通」のスコアを獲得している。

国 スコア 一人当たりGDP

シンガポール

ドイツ

チェコ

スロベニア

アラブ首長国連邦 

米国

韓国

ギリシャ

コスタリカ

セルビア

速い進歩      3ポイント以上の上昇

若干の進歩    1～3 ポイント増加

進歩なし       1ポイントから
-1ポイントの間で変化

間違った方向   1ポイント以上の低下

非常に悪い 悪い 普通 良い 非常に良い

SDG9とSDG5が最も改善されたが、
どちらもまだ「悪い」スコア
にとどまっている 。

SDG2、SDG11は
「間違った方向」に進んだ
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SDGs各ゴールで、世界で最も優れた成
果を上げている国、あるいは世界のトッ

プ10に入る国はない

本指標によって、指標全体のスコアで示される

全体像だけではなく、目標ごとに各国の強みと

弱みを見ることができる。 このことは、指数全

体のスコアが高い国でも、ジェンダー平等につ

いて取り組むべき課題がもっと あることを示し

ている（図10.参照）。例えば、パフォーマンス

が高い国でも、SDG13「気候変動」や

SDG17「パートナーシップ」では、ジェンダー平

等に関する取り組みが不十分であることがわ

かる。

図10.

指数上位の国でも、SDGsやジェ
ンダー平等の問題で遅れをとっ
ている国もある

指標は、問題のある分野に注意を向けるため

のツールや「警告灯」の役割を果たすことがで

きる。また、「指標が高い点」や「進歩の可能性

がある点」を特定するのにも役立つ 。このよう

な示唆に富んだ図式は、より深い分析と、根本

的な問題や、ある国や世界における進歩、停

滞、衰退の原動力について、より深堀りした質

問を投げかけることができる。

「パフォーマンスの低い」地域や国でも、進
歩の可能性 や説得力のあるサクセスス

トーリーを見つけることができる。

また、この指数ではジェンダー平等について、

個々の課題や指標に対する各国のパフォーマ

ンスから評価できる。 全体的にスコアが低い国

でも、進歩が見られる分野や説得力のあるサク

セスストーリーを見出すことができるのだ。

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

図11.

世界各地の「驚くべき」
調査結果

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

速い進歩 若干の進歩 進歩なし 間違った
方向

非常に良い 良い 普通 悪い

指標 順位 国

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アイスランド

フィンランド

オーストリア

オランダ

スイス

ルクセンブルク

アイルランド

コートジボワール、ネパール、マラウイは、女性の土地に対する権利
に関する法律を大幅に改善した（SDG1,3）。

ブルキナファソは、2020年の女性10万人当たりの殺人事件
被害者の割合が、カナダ、デンマーク、フィンランド、イギリス、
米国よりも低い（SDGs16,2）点で目標を達成 した。

イラン、ケニア、ベネズエラとならんで、ナミビアは女性の
デジタルバンキング利用で大きな成果を上げており
（SDGs9.1）、 2020年までに世界平均を大きく上回るスコアを獲
得している。多くの国で国会議員に占める女性の割合が伸びており

（SDGs 5.4）、これは世界的な傾向にある。
最も改善が見られた のは、エジプト、フランス、ジャマイカ、
マリ、ニュージーランド、UAE、ウズベキスタンだ。
ルワンダは、2015～2020年の間 、政治参加における
ジェンダー平等の高いスコアを維持した。

COVID-19の流行は、インターネット接続の重要性を
浮き彫りにした。低所得国の多くが 、女性のインターネット
アクセスに関する数値を大幅に向上させ（SDGs 9.3）、
中でもカンボジアとモンゴルは最も大きな改善を示した。

インドは、2020年の国家予算の透明性（SDGs 17,3）におい
て、世界平均と得点上位5カ国を上回った。

アフガニスタンのスコアは低く、指数全体では「間違った方
向」への変化が懸念されるものの、2015～2020年に、早期妊
娠・出生率 （SDGs 3.2）、家族計画（SDGs3.3）、清潔な水へ
のアクセス（SDGs 6.1）、職場の平等に関する法律（SDGs8.4）
など多くの指標で称賛に値する改善に至った

ベナン、ブルキナファソ、ブルンジと並んで、指数全体では
最下位国となっているチャドは、質の高い保健サービスへ
の女性の参加に関する指標で大きな改善が見られた
（SDGs 3.4）。 

注: インデックスに含まれる全指
標の一覧は、付属書1を参照。 

女性閣僚の割合（iSDGs5.5）は、政府によるジェンダー平
等達成の推進の度合いを浮き彫りにしている。例えば、コ
スタリカ、モザンビーク、ルワンダなど、総合順位ではかな
り低い位置にある国々が、この指標ではデンマーク、ノル
ウェー、イギリス、アメリカと同等かそれ以上のスコアを獲
得している。
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図12.

2015～2020年の間で、多くの国が
「正しい」方向と「誤った」方向に
動いている問題

例えば、デンマーク（90.4）、スウェーデン

（90.3）、ノルウェー（90.2）、アイスランド（89.0）、

フィンランド（88.9）がインデックス全体の上位5
位を占めている。 だが、これらの高得点国でも、

いくつかのジェンダー問題については改善の余

地がある。

閣僚における女性の割合（SDGs 5.5）は、ジェ

ンダー平等に関するSDGs5の重要な指標であ

る。 この指標では、デンマークは世界第40位

で、2020年には女性が占める割合は30％強程

度 になると推測されている。一方、コスタリカと

南アフリカは、2020年に閣僚ポストにおけるジェ

ンダー平等の目標を達成した。

また、イノベーションに関するSDG9の進展を測

る指標である科学技術研究における女性の割

合（SDGs 9.4）では、スウェーデンは64位

で、2020年にはわずか33%の女性がそのよう

なポジションを占めるに 過ぎない。一方、ブルガ

リア、マレーシア、モンゴル、パラグアイ、タイ、

ウルグアイといった国々は、2020年には科学技

術研究職の男女比を均等にするという目標をす

でに達成していた。

SDGsジェンダー指標を構成する個々の課題を

見ると、インデックス 全体のスコアが低い国の

中にも「指標が高い点」があることがわかる（図

11参照）。 

ジェンダー平等に関する課題の進捗状況
は多様であり、正しい方向に大きく舵を
切った課題もあれば、その逆もある

2022年SDGsジェンダー指標を構成する課題

の平均的な進捗状況を見ると、非常に複雑な

状況であることがわかる。 大多数の国が正し

い方向に進んでいる課題もあるが、中には、

「間違った方向」に進んでいる課題もある。例え

ば、図12は、二酸化炭素（CO2）排出量

（SDGs 11.2）、気候脆弱性（SDGs 13.3）、非

妊娠女性の貧血（SDGs 2.3）について、多くの

国が「進歩なし」もしくは「間違った方向」に進ん

でいることを示している。一方、女性のデジタル

バンキング利用（SDGs 9.1）、議会における女

性（SDGs 5.4）、国家の正当性と開放性に関す

る見解（SDGs16.4）については、ほとんどの国

が「若干の進歩」または「速い進歩」を遂げてい

る。

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

進歩のない国、間違った方向に
進んでいる国

正しい方向に進んでいる国

デジタルバンキングの利用

国会で活躍する女性たち

政府の開放性

CO2排出量

気候変動への脆弱性

貧血
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図13.

現在10歳の女の子
が、ジェンダー平等
の主要目標を達成
するとき、何歳に
なっているだろ歳に
なるだろうか

「まだ？」：主要なジェンダー課題で平等が

達成されるまで何年かかるのか？

ジェンダー平等の軌跡を理解するための有力な

方法は、過去の傾向を検証し、それをもとに将

来の進歩を予測することである。しかし、この予

測方法では、正確な傾向を提供 するために、各

国が比較可能な複数のデータポイントを持つこ

とが必要となる。しかし、十分なデータがないた

め、指標全体で行うことは不可能だが 、4つの

指標については、それを実現することができた。

SDGジェンダー指標と連動した「Are we there 
yet」オンライン計算機

（gef.equalmeasures2030.org参照）は、女性の

家族計画へのアクセス（SDGs 3.3）、中等教育

を修了した女性（SDGs 4.4）、職場の男女均等

法（SDG8.4）、公共空間における女性の安全に

対する認識（SDGs 16.3）について予測を示して

いる。この予測は、過去のトレンドが継続すると

いう仮定に基づいており、ある国が特定の課題

に関する平等の目標に到達するまでに何年か

かるかを知ることができる（図13参照）。

注:「ライフタイムに達しない」と
は、時間が110年を超えることを
意味する

Sources : 2022 SDG Gender Index, 
Equal Measures 2030, UNPD, UNDP, 
WBL and Gallup.

現在10歳の女の子の国がジェンダー平等を達成
する頃には、その子が何歳になっているかという
推測である 

SDGs 4.4

女性が中等
教育を修了 

グアテマラ コロンビア インドネシア ケニア

ブルキナファソ

インド

セネガル

年

彼女のライフタイムを超えて 

SDGs 8.4
職場の平等
に関する法律

ケニア

コロンビア

ブルキナファソ

インド

インドネシア

グアテマラ

セネガル

年

彼女のライフタイムを超えて 

SDGs 16.3
女性の治安に
対する意識

ケニア

ブルキナファソ コロンビア グアテマラ

インド インドネシア セネガル

彼女のライフタイムを超えて 

gef.equalmeasures2030.org
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ラテンアメリカ・カリブ海地域とアジア太平洋地

域の2020年のジェンダー平等度は、平均点で

見ると非常に近い水準だった。これは、アジア太

平洋地域が2015～2020年の間に2.2ポイント改

善し、「若干の進歩」を遂げ、ラテンアメリカ・カリ

ブ海地域に事実上「追いついた」ためである。

一方、ラテンアメリカ・カリブ海諸国は同期間に

「進歩なし」となり、2020年のスコア平均は半ポ

イント増の67.6ポイントにとどまった。両地域 と
も、2020年のスコアは「悪い」のカテゴリーにとど

まっている。

ラテンアメリカ・カリブ海諸国で2015～2020年の

間にジェンダー平等について最も進歩したの

は、エルサルバドル（+2.8ポイント）、ホンジュラ

ス（+2.8ポイント）、ウルグアイ（+2.8ポイント）の

3カ国だが、いずれも他の地域の国々と比べて

「速い進歩」を遂げている訳ではない。ブラジル

（-0.8ポイント）、アルゼンチン（-0.6ポイント）は停

滞し、「進歩なし」となった。そして、ベネズエラ

（-6.7ポイント）とエクアドル（-1.1ポイント）は、と

もに「間違った方向」に動いた。ベネズエラのス

コアは、2015～2020年の間に、世界のどの国

よりも著しく低下した。

アジア太平洋地域では、ネパール（+6.7ポイン

ト）、タジキスタン（+5.0ポイント）、カンボジア

（+4.7ポイント）、モンゴル（+4.3ポイント）など

ジェンダー平等の進歩でリードしており、アフガ

ニスタン（-1.9ポイント）は「間違った方向」に進ん

でいる。アフガニスタンは、世界のすべての国の

中で、ベネズエラの次に、大きくスコアを下げた

国となった。

中東・北アフリカ地域は2020年に65.8ポイント

（「悪い」）に甘んじたものの 、2015～2020年の

間に最も大きな改善を記録した地域でもある

（+2.6ポイント）。国別に見ると、サウジアラビア

（+8.6ポイント）、エジプト（+5.8ポイント）、イラク

（+5.0ポイント）、UAE（+5.0ポイント）など、大幅

に上昇した国がある一方、アルジェリア（-1.3
ポイント）やクウェート（-1.3ポイント）など低下

した国があり、地域によって変化が大きいこ

とが分かる。

サハラ以南アフリカでは、ジェンダー平等に

関して「若干の進歩」が見られ、2015～2020
年の間に2.2ポイント上昇したが、2020年の

総合指数スコアは52（「非常に悪い」）にとど

まった。この地域の最低スコアとなった3カ国

（コンゴ民主共和国（「速い進歩」、+4.0ポイン

ト）、ニジェール（「若干の進歩」、+2.9ポイン

ト）、チャド（「進歩なし」、+0.7ポイント））は、そ

の進歩がまちまちである。 最も大きな改善が見

られたのはベナン（+9.3ポイント）、セネガル

（+4.8ポイント）、タンザニア（+4.4ポイント）で、

いずれも「速い進歩」を遂げたと考えられてい

る。実際、ベナンは2015～2020年のスコアの

伸び率が世界で最も高い伸びを示している。

Source : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

図14.

地域平均スコアと2015～2020年
の間の変化

2015年以降、イン
デックススコアが
3ポイント以上改善

された地域はない

      地域別の調査結果

地域レベルでは、ジェンダー平等はわずかな改

善しか見られない。 2015年以降、スコアが3ポ

イント以上の改善を記録した地域はない。  図
14が示すように、2015～2020年の間に、中東・

北アフリカなどの低スコア地域でスコアが最も

上昇し、それら地域でのジェンダー平等が最も

向上した。 中南米・カリブ海地域や欧州・北米

などの地域は、もともとジェンダー平等であった

が（2015年のスコアは高い）、この間はあまり進

歩がなかった。

欧州・北米は最もジェンダー平等な地域

で、2020年の平均スコアは最高（80.0、「良い」）

だが、2015～2020年にはほとんど進歩がなく、

わずか1.7ポイントの改善（「若干の進歩」）にと

どまった。この間、最も進歩した欧州・北米諸国

は、アルメニア（+6.7ポイント）、モルドバ（+5.1ポ

イント）、ジョージア（+4.7ポイント）などで、スロ

ベニア（-0.8ポイント）と英国（-0.8ポイント）は「進

歩なし」で、ベラルーシは2015～2020年の間に

「間違った方向」（-1.3ポイント）に動いたといえ

る。

地域 スコア ポイントの推移

ヨーロッパ・北米

アジア・太平洋

ラテンアメリカ・カリブ海地域

中近東・北アフリカ

サハラ以南アフリカ

世界平均
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EM2030の7つの重点国に
関する調査結果

ブルキナファソは2015年から2020年にかけて

ジェンダー平等について「速い進歩」を遂げた

が、それでもかなり低い順位である（世界126
位）。進歩後も、スコアは49.4ポイントと「非常に

悪い」状況にとどまっている。サハラ以南アフリ

カの地域別ランキングでは2つ順位を上げたも

のの、世界全体でみると2つ順位を下げた。ブル

キナファソは、イノベーションに関するSDG9、健

康に関するSDG3、教育に関するSDG4で進歩

があった。 しかし、栄養に関するSDG2、法と公

正に関するSDG16、不平等に関するSDG10な

ど、他の分野では停滞や衰退が見られる。

コロンビアは66.8ポイント（「悪い」）で、世界ラン

クは75位であり、ラテンアメリカ・カリブ海地域の

地域平均（67.6点）に近い数値となっている。同

国は2015～2020年の間は「進展なし」であ

り、2020年までの進展が大きい国（モロッコやロ

シアなど）に総合指数で抜かれている。 結果、コ

ロンビアは世界ランキングで順位を6つ、地域別

ランキングで1つ下げ、地域ではパラグアイに次

ぐ11位に位置している 。コロンビア、SDG9「イノ

ベーション」、SDG6「水」、SDG7「クリーンエネル

ギー」で進歩 が見られる。しかし、栄養に関する

SDG2、貧困に関するSDG1、持続可能な都市

に関するSDG11については停滞・減少している

ことが確認されている。

本指標によると、グアテマラのジェンダー平等は

2015年から2020年にかけてわずかに改善し、

「若干の進歩」がみられた。2020年のスコアは

61.2ポイントで、グアテマラはこの指数で世界第

98位となっている。ラテンアメリカ・カリブ海地域

でみると、長期的には変化がなく、 20カ国中19
位にとどまっている。グアテマラは、イノベーショ

ンに関するSDG9、健康に関するSDG3、法と公

正に関するSDG16で進歩している。しかし、貧

困に関するSDG1、持続可能な都市に関する

SDG11、ジェンダー平等に関するSDG5につい

ては停滞・低下している。

インドは2015年から2020年にかけて、ジェン

ダー平等に向けて「速い進歩」を遂げた。スコア

は、60.4ポイントから64.5ポイントへと改善され

たが、2020年のアジア太平洋地域の平均スコ

アである67.7を下回り、依然として「悪い」という

評価にとどまっている。 インドでは、13の目標

のうち11の目標で地域平均を下回っている

（SDG9「イノベーション」のスコアを算出するた

めのデータが不足）。インドは、気候に関する

SDG13、労働に関するSDG8、水に関する

SDG6で進展がみられる。しかし、栄養に関する

SDG2、ジェンダー平等に関するSDG5、持続可

能な都市に関するSDG11については停滞・減

少しているのが現状だ。

インドネシアは2015年から1.8ポイント増加した

2020年に66.7ポイントとなり、世界76位にランク

インしている。このスコアは、2020年のアジア太

平洋地域の平均値67.7ポイントをわずかに下回

り、インドネシアは同地域26カ国のうち15位にと

どまっている。インドネシアは、気候変動に関す

るSDG13、イノベーションに関するSDG9、水に

関するSDG6で進展している。しかし、持続可能

なまちづくりに関するSDG11、栄養に関する

SDG2、不平等に関するSDG10については停

滞・減少しているのが現状である。

ケニアの総合指数のスコアは、限定的な進歩

にとどまっている。2015年の55.1ポイントから

2020年には56.2ポイントに上昇したものの、世

界110位、サハラ以南アフリカでは8位と、依然

として「非常に悪い」状態にある。しかしながら、

イノベーションに関するSDG9、パートナーシッ

プに関するSDG17、クリーンエネルギーに関す

るSDG7などの目標については大きな進 展が

あった。一方、栄養に関するSDG2、貧困に関

するSDG1、持続可能な都市に関するSDG11
など、他の主要分野では停滞や減少が見られ

る。

セネガルのスコアは、ジェンダー平等について

複雑な様相を呈している。2020年の総合スコア

は55.2ポイントであり、「非常に悪い」もの

の、2015年から2020年にかけてスコアは5ポイ

ント近く改善され、世界第113位となった。セネガ

ルは、サハラ以南アフリカ諸国の中では比較的

良い成績を収めており、同地域36カ国中10位に

ランクインしている。イノベーションに関する

SDG9、パートナーシップに関するSDG17、経済

成長とディーセント・ワークに関するSDG8で進

歩があったが、栄養に関するSDG2、持続可能

なまちづくりに関するSDG11、クリーンエネル

ギーに関するSDG7については停滞・減少して

いるのが現状である。
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COVID-19のジェンダーに基づく暴力（GBV）
に対する影響は深刻と考えられており、実際

にOxfamは、パンデミック発生後の数ヶ月

で、10カ国におけるヘルプラインへの問い合

わせが25％から111％へと急増したと報告し

ている11。2020年10月に国際救済委員会

（IRC）が15カ国を対象に行った調査では、難

民および避難民の女性の約3分の2がパンデ

ミック時に家庭内暴力（DV）が増加したと回答

し、また半数以上が性暴力の増加を報告して

いる12。

しかし、今、重要なのは、何が起こったかでは

なく、なぜ起こったかである。なぜ、パンデミッ

クはジェンダー平等にこれほど即座に深刻な、

そしてすでに測定可能な影響を与えたのだろ

うか。

4.分断された世界:

1 . COVID-19のパンデミック: 
世界のジェンダー平等の断層
を浮き彫りにする

COVID-19のパンデミックが世界中の女の子や

女性に与える影響を完全に測定するのは時期

尚早だが、2015年以降のジェンダー平等に関

する限られた進展は、このような危機に対してあ

まりにも脆弱であると言えるだろう。本指標

は、2015年～2020年までのジェンダー平等の

進捗を測定するものであり、全体像を把握する

ためのものではないものの、これまでのパンデ

ミックに関する研究で、ジェンダーの視点を考慮

しているものはすべてこの状況に警鐘を鳴らし

ている。以下の例に加え、附属書3は、COVID-

19のパンデミックがジェンダー平等の様々な側

面に与える影響についての懸念を明らかにし

た、最近の様々な調査研究をまとめている。

Nairらが行ったインドの5つの州における研究に

よると、健康面では、パンデミック下での性と生

殖に関する保健サービスの利用ができなくなっ

た結果、妊産婦死亡率が著しく上昇し、妊産婦

の合併症による死亡が23%増加した7。雇用に

関して、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会

は、パンデミック下での女性の雇用喪失は、少

なくとも10年分の後退に相当すると推定してい

る8。教育については、大統領政策戦略ユニット

（ケニア）と人口評議会が行った調査による

と、2021年1月の学校再開時に、思春期の男

の子の8％が学校に戻らなかったのに対し、弱

い立場に置かれた思春期の女の子について

は16％もが復学を果たせなかったことが判明

した9。 また、国連人口基金は、このパンデミッ

クによって、2030年までにさらに1300万件の

早過ぎる結婚が発生する可能性があると推測

している10。

ジェンダー平等の背景

SDGsジェンダーインデックスの分析では、目標、地域、焦点を当てる国ごとにSDGs
の進捗に関する重要なエビデンスを把握するだけでなく、ジェンダー平等のための文

脈の重要性も確認することができる。

特に、世界中の女の子と女性の平等を形成するうえで課題となる6つの状

況、COVID-19のパンデミック、インターセクショナリティ（交差性）、生態系の崩壊、政

治的極性、緊縮財政、国際的な公正と連帯を明らかにしている。

パンデミックに
関するこれまで
の研究で、ジェ
ンダーに触れた
ものはすべてこ
の警鐘を鳴らし
ている。

図15.
世界中の女性が、2020年の家庭の経済状況は2015年よりも
悪化したことに大きな懸念を抱いていると回答している

2015年以降、より多くの女性
が否定した国の数

2015年以降、より多くの女性
が否定した国の数

十分な食料を
買うお金

2015年以降、より多くの女性
が賛成した国の数

十分な住まい／
住宅を確保する資金

Sources : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and Gallup.

SDGs

SDGs
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それは、脆弱な社会構造が長期にわたり続いて

いるからである。パンデミックは、SDGsのジェン

ダー指標で確認されているように、COVID-19以

前から進展を妨げていたジェンダー課題におけ

る分断を浮き彫りにした。 経済の低迷から紛争

や自然災害まで、過去の危機で見られたよう

に、ジェンダー平等に関するせっかくの進歩が

圧力に屈してしまうことがよくある。

世界中の女性にとってのこの危機の種は、パン

デミックのかなり前にすでに蒔かれていた（世界

銀行など他の機関が導き出した結論と一致する

所見である）13。例えば、必要不可欠なサービ

ス、社会的保護、ケアシステムにおける既存の

ギャップを例にとってみる。何百万人もの女性

が、質の高い保健医療・福祉サービスへのアク

セスの欠如、社会的セーフティネットの欠如、有

給休暇などのサポートの欠如といった問題に対

処しなければならなかった。彼女たちの多くはパ

ンデミックによって消滅した不安定で非正規の仕

事に従事していたのだ。指数のデータを掘り下

げてみると、2015年～2020年の間に、食費

（SDGs 2.4）や住居費（SDGs 11.1）が増加した

と回答する女性に見られるように、経済的困難

が明らかになっていることがわかる（図15参

照）。

このような社会構造的な格差の結果、女性はパ

ンデミックにより大きな痛手を受け、その回復に

は時間がかかるであろう。インデックスが示すよ

うに、COVID-19以前の「日常」がジェンダー平

等を実現できなかったことを考えると、「日常に

戻る」のは単に野心的ではない。

IMFを含むいくつかの予測では、2022年にすべ

ての地域で経済が回復し、その後2026年まで

成長が鈍化するとの見込みである14。しかし、も

しその急速な回復が実現した場合、指数のデー

タに表れているジェンダー不平等に対処できる

のだろうか、あるいは見落されたり、悪化させる

ことさえあり得るのだろうか。

現状、ジェンダー平等への兆しは芳しくな

い。UN Womenと国連開発計画（UNDP）は、

各国のCOVID-19対応政策におけるジェン

ダーに配慮（女の子や女性に対する暴力に対

処する、女性の経済的安定を強化する、ある

いは無償のケア労働を支援する）が十分でな

いことを明らかにした。3つの領域すべてにま

たがる総合的な対応を行った国は、分析対象

となった219カ国の内、わずか19％にあたる42
カ国に過ぎなかった。実際、32 カ国はジェン

ダーに配慮した COVID-19 対応策を全くとっ

ていなかったようである15。

ジェンダーニュートラルな復興は、女の子や女

性をさらに置き去りにすることになるだろう。この

パンデミックは最後の世界的な衝撃にはなら

ず、真の「将来を見据えた」復興が必要である。

将来を見据えた復興のためには、レジリエント

ななシステムを構築する必要があり、これはジェ

ンダー格差の解消を意味する。 

このパンデミックは最
後の世界的な衝撃に
はならず、真の「将来
を見据えた」復興が
必要である。将来を
見据えた復興のため
には、レジリエントな
なシステムを構築す
る必要があり、これは
ジェンダー格差の解
消を意味する。 

図16.
「個人の自律性、個人の権利、
差別からの解放」の水準の思わ
しくない傾向

2 . 交差性: 平均値を超えて全
体像を把握する

EM2030は、SDGsジェンダー指標を構築し、
世界中のフェミニスト団体と協力してきた経験
から、人種、民族、宗教、言語、障害の有無、
年齢、ジェンダー・アイデンティティなどの重要
な決定要因によるデータはもちろん、ジェン
ダー別で集計されているデータを見つけるだ
けでも一苦労であることを理解している。交差
する構造的不平等を測定することは、世界的
な課題であり、疎外され取り残された人々の
属性は、地域や国、さらには一国内において
も異なる。

eligion, language, disability stat

nt 
e

l 

obal challenge,

with the natur a 

だが、経済的な観点から測定した不平等は一

国内で広がり、時間が経過しても著しく高い水

準を保っていることが分かっている16。この指標

（SDGs 10.2）は、疎外されたグループの女の

子と女性に特に影響を与える個人の自律性と

個人の権利の水準に関して憂慮すべき傾向を

示している（図16参照）。 

Sources : 2022 SDG Gender Index, Equal Measures  
2030 and Freedom House.

2015年以降、スコアが変わら
なかった国、下がった国
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2015年以降に

スコアが向上した国

両年とも目標を

達成した国

個人の自律性と個人の権
利、差別からの解放の水準

SDGs
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しかし、指標の中には、他のグループよりも女

の子と女性の特定のグループがより影響を受

けているかを確認するために、必要な細分化が

可能なものがある。細分化されたデータの例と

して、米国と英国には、人種と妊産婦死亡率

（SDGs3.1）に関するものがいくつかある。イギ

リスの Mothers and Babies: Reducing Risk
through Audits and Confidential Enquiriesの

2019年の報告書によると、英国の黒人女性は

白人女性に比べて妊娠中または出産後6週間

までに亡くなる可能性が5倍高く、マルチレイ

シャル（複数の文化的背景を持つ人びと）の女

性は3倍、アジア女性はほぼ2倍のリスクに直

面している17。米国では、国立衛生研究所の推

定によると、黒人女性の妊産婦死亡率は白人

女性の3.5倍である18。

COVID-19のパンデミックは、一国内のグルー

プ間の格差も明らかにしており、2020年のUN 
Womenによる報告書では、英国の黒人女性は

白人女性に比べてCOVID-19で亡くなる確率が

4倍以上であることが判明している19。ユニセフ

は、ケア労働（COVID-19の感染リスクが高い

分野）におけるジェンダーと移住状況の相互関

係についても報告している。

たとえば、世界の医療従事者の70％を女性が

占め、その多くが移民である20,21。経済協力開発

機構（OECD）によると、加盟国全体の看護師の

16％が外国で訓練を受けている22。

このような制度的不平等や、それを許している

データ不足の状況、見過ごせない。Data 4 
Black Lives23やRacial Equity Data Lab.24など、

歴史的に社会から疎外されてきた人たちが、

データ不足を解消するために活動をしている。

属性グループに基づく不平等を理解するために

は、こうした活動家から提供されるデータやその

他の証拠が必要不可欠だ。

公正な社会実現のためにデータを重要なツー

ルとして使用し、また交差する不平等に関する

データの欠如が必ずしも偶然ではないことを認

識している。特定のグループに属する人々を社

会的に排除していることを曖昧にすることは、政

治的に都合よくつかわれる場合が多い。それ

は、人びとの注意をそらし、歴史的な差別と不平

等の是正を求める根本的な行動を避けるため

の手法である。Alex Cobhamが2019年に書い

たように、「『数えられていない』という現象は、す

なわち、集められた統計や選ばれた指標から、

誰をそして何を除外し『数えられない』かを決め

る権力の問題である」25。

これは社会的に弱い立場に置かれた人びとは、

「数えられていない」ままであり続け、不平等が

彼女ら/彼らの生活に与える影響を明らかにす

るために必要なデータの欠如を引き起こす悪循

環である。その結果、「主張する」能力や、直面

する不正義と闘う能力、また公共政策の議論に

おいて自分たちのニーズを優先させる能力が低

下する。

データやエビデンスは、単なる数字ではなく、こ

の報告書のジェンダーデータに関する提言（セク

ション5「ジェンダーデータにおけるギャップを埋

める 」参照）で概説されているように、それらは

細分化され、よく利用されることによって、エンパ

ワーメントと平等のための重要なツールとな

る。SDGsに見られるように、文脈が重要であり、

その文脈は、交差的なデータに根ざした交差的

な視点が必要である。

「数えられていな
い」脆弱な人々、
不平等が彼女
ら/彼らの生活に
与える影響を明
らかにするのに
必要なデータが
欠けている。

3 . 生態系の崩壊：ジェンダーの
不平等を助長する
気候変動の要因とジェンダーの不平等との間に

は、明確な相互関係がある。自然の搾取に依存

する経済・社会システムは、女性、植民地の人

びと、人種差別された人びとといった安価な労

働力に依存している。 それは、天然資源の商

品化と、女性の無償ケア労働を含む労働に依

存する経済政策の当然の結果であり、市場主

導の経済成長を支えるためのものである26。

気候変動の影響は、既存の不平等によって異

なり、一層深刻なものとなる。LGBTQIA+の人び

と、移民、人種差別されたコミュニティ、障害者、

貧困にあえぐ人びとなど、しばしば交差する社

会的疎外や差別を経験する女の子や女性たち

は、気候変動や自然災害の最悪の結果を被っ

ている。

これらの結果は、危機に対する脆弱性を高める

要因と、適応能力を妨げる要因が複雑に絡み
合った結果である。そうした連動性のある要因

には、資源や資産へのアクセスの欠如、不安定

な雇用と社会的セーフティネットへの限られたア

クセス、医療へのアクセス欠如などが含まれる。

同時に、気候変動による健康リスクの増大、ケ

ア労働負担の増加、暴力の増加、自身の生活

に対する自律性の欠如とも闘わなければなら

ない27。

例えば、COVID-19のパンデミック下で判明した

ように、女性のケア労働負担はどんな危機的状

況下でも大きくなる。 環境災害に巻き込まれた

女性は、より多くの時間を食料や安全な水の確

保と、必要不可欠なサービスから切断された親

族の世話に費やさなければならない可能性があ

る。更に、女性のケア労働負担増加により、食

料や燃料などの緊急資源へのアクセスやその

他のサービスの利用に制限がかかる可能性も

あり、

子どもや他の家族を養うために、自分自身の

食事を我慢することさえある28。

気候変動や気候に関連した災害はまた、デー

トDVや他の形のGBVを様々な方法で悪化さ

せる29。

暴力は以下のような状況下で用いられる。

• 特に気候変動に関連して天然資源をめぐる

圧力が高まっている場合、家庭やコミュニ

ティの資源をめぐる偏った力関係や既存の

ジェンダー不平等を強化やコントロールする

ため。

• 大規模な開発プロジェクトによる土地の収

奪や強制移住に対するコミュニティの抵抗

を鎮めるため。

• 特に女性の環境活動家が権利のために活

動を行ったり、発言したりする際に、彼女た

ちを黙らせるため。

• 自然災害やその他の緊急事態の後、特に

男性が心的外傷性ストレス、経済的苦難、

食料不足や他のストレス要因の解消に苦慮

するため。

また、気候変動や環境リスクは、様々な形で性

と生殖に関する健康に影響を及ぼす。特に気

候関連の災害の後、災害によって妊産婦の健

康は損なわれ、性と生殖に関するサービスへ

の障壁が強化される30。

また、気候変動への対応という点では、ジェン

ダー間での相違も存在する。 女性は、保全、適

応、緩和に貢献する独特な役割を担っている

にも関わらず、上記に挙げた多くの問題点に

関するデータの欠如は、気候変動（SDGs 
13.1）や災害リスク軽減に関する意思決定機

関に女性がいないことと相まって、多くの状況

で女性のニーズを見えにくくしている31。
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気候変動に対応するプログラムからのエビ

デンスや適応策や緩和策は、ジェンダーと

社会変容を主目的として設計されない限

り、既存の不平等と不利を強化する可能

性さえあることを示している32。

大きな問題のひとつは、環境と気候の問題

をジェンダーに基づいた考察をするための

データがほとんどないことである。UN 
Womenの指摘は以下の通りである。

• 環境に関する人口ベースの指標データが

一貫した形で集計されていない。

• 環境悪化、気候変動、気候災害、脆弱性と

対処能力に対するジェンダー別の要因と影

響や、保全と気候変動の緩和と適応に対

する女性の貢献を把握するための追加指

標が必要である。

• 環境政策を通じたジェンダー平等への取り

組みの進展に関するエビデンスが限られ
ている33。

データ不足の結果、ジェンダー視点で生態系の

崩壊を測る指標をインデックスに反映させる上

で、大きな課題に直面した。例えば、SDG12、 

SDG14、SDG15については、これらの問題が特

に女の子や女性にどのような影響を与えるかを

理解するために使用できる指標はもちろん、こ

れらの目標に対するグローバルで関連性の高

い社会的インパクトの指標が欠如しているた

め、インデックスに含めることはできなかった。

しかし、このようなデータの課題がある一方で、 

指数には、女の子と女性に影響を与える主要な

環境目標に向けた進捗を理解するのに役立つ

指標がいくつか含まれている。 これらの指標の

なかには、指数のデータが重大な懸念材料を示

しているものもある。例えば、CO2排出量

（SDGs 11.2）と気候変動への脆弱性

（SDGs 13.3）は、「進展なし」あるいは「間違った

方向」に進んでいる国の数が最も多い指標であ

る。このことは、大多数の国（135カ国中84カ国）

で、2020年に政府の環境保全への取り組みに

満足している女性の比率が、2015年に比べて

減少したという結果と合致する（SDGs 13.2）。

より肯定的な面では、気候変動に取り組むリー

ダーシップはよりジェンダー平等になってきてお

り、より多くの女性がリーダーシップを取れてい

ることが指数で示されている（SDGs 13.1）（図

17参照）。

「ジェンダーと環境」大きなデータ不足の課題が

ある分野であり、気候変動により女性は大きな

影響を受けており、心身の健康への影響は甚大

である。この脅威に立ち向かうための対策は、

女性が可視化され、その声に耳を傾け、そして

女性の生きた経験に基づいた対応がなされて

初めて成功するのだ。

図 17.

気候変動対策における女性の代表制の進展

気候変動は女性
に大きな影響を
及ぼしており、特
に心身の健康へ
の影響は甚大で
ある。

4. 政治的極性：ジェンダー平
等の政治化

この10年間、ジェンダー平等と人権は世界の政

治的議論の中心となってきた。 女性の声、可

視性、エンパワーメントが進歩するたびに、しば

しば政治的な動機による「押し戻し」が見られ

る。世界中で、政治指導者たちは自身の権力

を築き、強化するために、ジェンダーや社会正

義をめぐる社会的不安を利用して、悪化させて
きたのだ。 市民が自由に活動できる領域（シ

ビック・スペース）に関する懸念は、女性の「議

論の自由」（SDGs 10.4）に関する指標（図18
参照）にも反映されており、2015年から2020年
の間に世界的に悪化している。

この危険な状況は、フェミニストやその他の活

動家が「極端な」ジェンダー・イデオロギーを社

会に押し付けようとしているというデマを売り込

むような、反人権主義でしばしば原理主義的な

グループによって作り出された34。このようなグ

ループは、ジェンダー平等や人権を推進する戦

略は、文化や宗教、「伝統的な」家族に対する

直接的な攻撃であると賛同者に説いているの
だ。彼らは広範な人権問題について反発層を

広めてきたが、特に女の子、女性、ジェンダー・

ノンバイナリーの人々が自分自身の身体と生活

をコントロールする権利をターゲットにしてきた
35。

 Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and WEDO.

気候変動のリーダーシップにおける
女性の参加を進めるスピードが「ある
程度」または「早い」国は

55％である。
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多くの場所で、これらのグループは、包括的性

教育36、中絶37、同性婚38、トランスジェンダーの

権利39、GBVのなかでも特にデートDV40、 に取

り組む動きを妨害するキャンペーンを展開して

いる。 このような反発の動きから、本報告書で

推奨しているように、世界中のフェミニスト運動

を支援する必要性を再確認できる。（セクショ
ン5「フェミニストの組織や運動に投資し、その
ための場所を作り、耳を傾ける」参照）。

国によってジェンダーと人権に関する政治的議

論の中心にある問題や政略は異なるかもしれな

いが、反ジェンダー平等のレトリックは今やどこ

でも見られる41。アフリカ、アジア、ヨーロッパ・北

米、中東の政治家が、社会的・制度的権力を獲

得・維持するための道具として利用してきた。例

えば、ハンガリーのOrbán42 、ブラジルの

Bolsonaro43、 ポーランドのDuda44 、トルコの

Erdoğani45 、米国のTrump46はいずれも反人権

主義的なメッセージと政策をキャンペーンの中

心に据え、ジェンダー平等を妨げる法律と政策

を貫いてきた。

多くの場合、ジェンダー平等と身体的インテグリ

ティへの攻撃は、民主的で包括的な政治・社会

システムを弱体化させ、社会的・制度的権力を

強化するための先制攻撃である。例えば、ハン

ガリーでは、Orbánが大学でのジェンダー研究

プログラムを制限した47ことで、言論や意見の

自由の権利に対するより広範な攻撃が行わ

れ、学問の自由、メディアの独立、その他の民

主的制度が弱体化している48。 

これとは全く対照的に、ジェンダー平等の推進と

反権利政策の撤廃を自らの綱領の主要な部分

と位置づける政治指導者がいることは心強いこ

とである。 例えば、米国では、Bidenの2020年

の政治綱領には、米国の医療資金を受けた米

国以外の団体が、中絶の提供や紹介、中絶法

の自由化を擁護することを禁じたグローバル・

ギャグ・ルール49などのTrump政策を撤回する

具体策が盛り込まれている。当選以来、Biden
政権は、米国内の法律や政策、海外の開発プ

ログラムを通じてジェンダー平等を推進すると

いう公約の多くを実行している50。

アルゼンチンでは、Fernándezが、中絶法改革と

女性やLGBTQIA+の権利に関する進展を約束し

た綱領で当選した51。彼のリーダーシップの下、

同国は中絶を非犯罪化し（第5節「巨人の肩の

上に立つ：アルゼンチンにおける中絶権への長

い道のり」参照）、包括的な性教育へのアクセス

を拡大し、報酬の有無にかかわらずケア労働者

として働く女性に対する社会的セーフティーネッ

トを構築する政策を実施するなど、さまざまなア

クションを起こしている。

主要なジェンダー平等問題における進展と後退

の両方の広範な動向と同様に、私たちのイン

デックスは、性的指向に関連する法律におい

て、混在した状況を発見した（SDGs 10.5）。69
カ国がより進歩的な法律という点で前進してい

るが、66カ国が間違った方向に進んでいる。

このような前向きな進展の事例により、状況を

楽観視することができるが、ジェンダー平等に

関する他のあらゆる進歩の例と同様に、大抵の

場合こうした努力は脆弱であり、次の選挙で覆

される危険性がある。その結果、ジェンダー平

等と人権にとって不安定でしばしば敵対的な政

治環境が生まれ、選挙の結果は、女の子、女

性、多様なジェンダーの人々の平等への道にお

いて二歩前進するか二歩後退するかのどちら

かを意味し得る。

図18.

いくつかの国では、女性が
政治的問題を議論する自
由が大幅に減少した（2015
年～2020年）
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Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030,  
and Varieties of Democracy Institute (V-DEM).
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5.緊縮財政：財政的な必要性
よりも政治的な選択

緊縮財政、つまり政府支出の削減、社会保障

制度や国の規制の縮小は、世界中の国々でさ

まざまな危機に対応するための「常套手段」で

あった。緊縮財政の支持の高さと、それが唯一

の「慎重な」アプローチであるという認識

は、2007/08年の世界金融危機を契機に加速

した。 多くの低所得国や経済的な危機下にあ

る国にとって、緊縮財政は必ずしも選択肢とし

てではなく、国際金融機関（IFI）や欧州連合な

どの多国籍機関からの無償資金協力や融資

の条件として課されているものである（代表例

が、世界金融危機後のギリシャ、イタリア、スペ

インへの条件付融資である）52。

緊縮財政がとりわけ女性に困難を及ぼす理由

はいくつかあるが53 、それらはすべて、指標に

表れている構造的不平等と関連したものだ。

第一に、ほとんどの国の公共部門は女性労働

者が多く、緊縮財政による雇用喪失の影響を

最も受けることである。 第二に、公共サービス

の削減は、女性のケア労働の負担を増やし、

彼女たちを より重大な健康リスクや暴力にさら

すことになる。第三に、あまりに多くの女性は不

安定で非正規の労働部門に働いていることが

挙げられる。 労働市場の規則を弱めれば、

搾取から身体的危険まで、職場における女性の

リスクを高める一方 である。そして 、国の社会

福祉が解体されれば、貧困にあえぐ疎外された

女性たちへの悪影響は避けられない。 

ActionAidの最近の調査によると、調査の3年前

より、IMFから公共部門における雇用削減や凍

結の勧告を受けたすべての低所得国が、すでに

保健医療従事者の深刻な人手不足に直面して

いることをWHOが認識しているという54。このこと

は 、公衆衛生サービスに依存し、かつ保健医療

従事者の大半を占める女性が最も強く削減の衝

撃を受けている。

私たちはしばしば、政府の財政赤字を減らすこ

とが不可欠であり、社会プログラムのための「金

のなる木」は存在しないと言われる55。しかし、3
分の2の国が2015年～2020年の間に軍事費を

増加させていることが指標で表されている

（SDGs 17.1）（図19参照）。また、COVID-19の

パンデミックへの対応として、一部の国家の労

働者に対する一時帰国費用など、数兆円にもお

よぶ膨大な資金が流れている56。このことは、緊

縮財政が財政的な必要性よりもむしろ大抵は政

治的な選択であることを示唆している。

そして、 COVID-19のパンデミックは医療・社会

保障制度がこれまで以上に機能することを求め

られているにもかかわらず、この危機による緊

縮財政の要請は続いており、一部では増幅され

ているとさえ言われている。 Oxfamと国際公共

サービス は、IMFが支援するCOVID-19融資の

84％が、パンデミックによる経済的打撃を受け

た貧しい国々に、健康危機の余波のなかでも、

より厳しい緊縮策をとることを奨励、または義務

付けていることを明らかにした57。
数十年にわたる投資不足と公共サービスや社

会的プログラムの厳しい削減により、あらゆる所

得レベルの国々がパンデミックそのものへの対

応に苦慮しており、最も深刻な犠牲者は  社会

的に疎外されたグループの女の子や女性であ

る。エクアドル、ブラジル、イギリスの3カ国は、

数十年にわたる緊縮財政に直面し、指数におい

て「進展なし」または「間違った方向」に進んでお

り、またCOVID-19の大流行によって大きな影響

を受けている国である。

例えばエクアドルは、2015年～2020年の間に

Indexの総合スコアが「間違った方向」に動いた

たった6カ国のうちの1つである。同国は（IMFの

支援による）緊縮財政に長年耐えているが、

保健分野への公共投資は2018年～2020年ま

でのわずか2年間で64％減少した58。 これら医

療制度削減の状況下で、COVID-19のパンデ

ミックはエクアドルに大打撃を与えた。同国は

2020年には、世界で最も高い死亡率を有し、

予想よりも64％多い死亡者数を記録した59。 

その結果、ジェンダー
平等と人権にとって、
不安定でしばしば敵
対的な政治環境が生
まれる

図19.

2015年～2020年にかけて、3分の2の

国が軍事費を増加させた
Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and World 
Bank.

2015年～2020年にかけて、

2/3の国が

軍事費を増加させた
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図20.

国富の指標における上位国と下位国の
あからさまな対比 ブラジルの指数スコアは、2015年～2020年にか

けて「進展なし」で停滞した。 同期間に、ブラジル

の憲法改正（CA95）は、今後20年間の社会支

出や投資の上限を2016年の水準とし60、女性に

とって有益になる支出は58％削減された61。ブラ

ジルはCOVID-19 の死亡者数が世界で2番目に

多いが 、パンデミックに対応するために緊縮財

政を加速させており、保育所への支出、紛争と

GBV対策、保健や教育など女性が労働力の多く

を占める分野への支出の削減している62。

英国もまた2015年～2020年にかけて指数のス

コアが「進展なし」となり、指数の進展に関して

G7諸国の中で最悪のパフォーマンスを記録し

た。緊縮財政が実施され10年あまり、2016年～

2020年の間に、イギリスの約20世帯に1世帯が

フードバンク を必要としたことは緊縮財政の影

響と関連している63。 パンデミック以前から、英

国の一部の地域では、「ほとんどの」子どもたち

が貧困の中で生活していた64。COVID-19に対

応する緊縮財政の強化は、女性に深刻な影響

を与えている。すでに数年にわたる緊縮財政に

にあえいでいたDVセクターは、パンデミックの

間、急増した援助要求に対応するのに苦労して

いる65。

緊縮財政の「通説」は、ジェンダー平等の大きな

妨げとなる。ケア労働システムのほぼ普遍的か

つ慢性的な過小評価と資金不足は、有給か無給

かを問わず、私たちの社会が女性のケア労働に

低い価値を置いていることを反映している。緊縮

財政は家族やコミュニティをさらに圧迫し、特に

女性は限界まで追い込まれる。

6. 国際的な正義と連帯: 公約を
実現する時が来た

2022年のSDGsジェンダー指数は、国際的な連

帯に関して絶望的な描写をしている。この指標

では、ジェンダー平等が達成されていない国は

ないが、指標の下層部 にある国は資源が少な

く、絶対的貧困が極めて高い国であり、脆弱で

あったり、紛争の影響を受けている可能性が高

い。 確かに、国の所得はその国のジェンダー平

等度を予測するものではない（第3節「2020年
の世界のジェンダー平等：いまだ多くの女の子
と女性が取り残される」参照 ）。だが 、女の子と

女性の権利を実現するには資源が必要であり、

最貧国がジェンダー平等の目標を達成するた

めには、国際的な正義と連帯が必要であること

も事実だ。

国の所得が高ければ指数のスコアが高いもの

ではないとはいえ 、どの国も権利を保障するた

めに一定の資源を必要とすることに変わりはな

い（図20参照）。 2020年の指数スコアが最も低

い（50ポイント未満）20カ国のうち、マラウイを除

くすべての国がOECDの2020年の脆弱国家リ

ストに掲載されており、どの国も同じ土俵にいる

わけではないことが分かる。144カ国は共通の

出発点を持っておらず、「貧困国」や「極貧国」と

呼ばれる国の多くは、歴史的不利を背負ってい

る。それは、植民地時代の遺産や、国際秩序

（貿易から税制まで）がすでに豊かで強力な国

ぐに有利なものになっていることなどによる。

Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and World Bank.

順位 国 スコア 一人当たりGDP PPP（現在の国際基準）、2020年

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

アイスランド

フィンランド

オーストリア

オランダ

スイス

ルクセンブルク

アイルランド

上位10カ国の平均値

モーリタニア

シエラレオネ

ギニア

ブルンジ

コンゴ民主共和国

ニジェール

スーダン

イエメン

アフガニスタン

チャド

下位10カ国の平均値
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2021年6月に開催された
「平等を目指す全ての世代の
ためのフォーラム」 は、
1995年以来最大の世界的な
フェミニストの集まりとなった。
フォーラムでは、ジェンダー平等
のために政府、ドナー、企業から
の400億ドル以上のコミットメント 
が提示され、これは「世界のジェ
ンダー平等への史上最大の集
団的資源投入」となった。

相互に関連する課題に直面し、SDGsに沿った

集団的な進展を誓った世界では、ニーズの規模

に見合った国際支援の向上が期待される。しか

し、分析によれば、過去10年間に支援の有効

性はほとんど向上していない70。例えば、国際

協力によって調達された契約の半分以上は、

支援国の業者が契約を獲得するという慣行を

減らすように取り決められたにもかかわらず、

依然としてこれらが横行している71。

多くの中低所得国が「国内での資金調達」に改

めて着目しているのは適切なことだ。しかし、こ

こでも国際システムに組み込まれた障壁に直面

する。その一例が、COVID-19ワクチン技術に

対する知的財産権保護を一時的に放棄する

「TRIPS協定放棄提案」72に対する高所得国の

消極的な姿勢である。これにより、他の企業が

市場に参入し（新たなワクチン生産国に雇用と

経済的利益をもたらす）、特に中・低所得国での

ワクチンアクセスの規模を拡大することができる

ようになる。多くの高所得国の消極的な姿勢

は、長引くパンデミックの社会的・経済的コスト

に関係なく、より貧しい国や力の弱い国に不利

益を与え続ける不公平な国際貿易体制をはっ

きりと思い起こさせるものである。

同様の批判は、国際的な租税制度についても

言える。多国籍企業や富裕層による国際税の

租税回避などの行為によって、各国は毎年合

計で4830億ドルの税金を失っており、その金額

は、世界人口でCOVID-19のワクチンを3回以

上完全に接種できる金額に値する73。 

低所得国がこのような税制度の濫用によって最

も大きな打撃を受ける一方で、世界の税制は有

力なOECD加盟国の一部の国ぐに によって決

定されている74。当然のことながら、多くの低所

得国は、国際税に関するルール作りを OECD 
から国連に移行することを望んでいる75。

ジェンダー平等を達成するためには、資源、国際

協力、力の不均衡や国際的な不正義を正すた

めの行動が必要であることは認識されている。

だが、内向きになりつつある世界では、その見通

しはどのようなものだろうか。

悲観的な状況下でも、肯定的な兆しはある。 例
えば、世界公共投資（GPI）というコンセプトのも

と、発展の勢いが増している76。 GPIは、時代遅

れの国際援助の概念に取って代わり、「供与国・

受益国」の力学を超えて、新しい普遍的な資金

調達メカニズムに移行することを図っている。そ

の新しいメカニズムでは 、世界的な優先事項や

課題に取り組むことを目的とした投資にどの国も

貢献し利益を得ることができるとしている。 

ジェンダー平等は、国際社会を動かす課題であ

ることも証明されており、例えば 2021年6月に開

催された世代間平等フォーラム は、1995年以来

最大の世界的なフェミニストの集まりとなった。こ

のフォーラムでは、ジェンダー平等のために政

府、ドナー、企業からの400億ドル以上のコミット

メント が約束されたが、これは、「世界のジェン

ダー平等への史上最大の集団的資源投入」で

あった77。このようなフォーラムと関連するコミット

メントは、ジェンダー平等のために必要とされる

国際的な正義と連帯を実現するための新たな機

会を示している。

グローバルな投資、正義、連帯は、ジェンダー平

等に関する世界的な真の進歩のための前提条

件であるが、歴史的なSDGsの合意に193カ国

が署名した2015年以降、3つの分野すべてで逆

行 現象が起きている。

COVID-19のパンデミックは、国際的な連帯の

乏しさに関する警告を発している。国境をまたぐ 

ウイルス感染に直面し、世界の最富裕国 は、貧

しい国々を無防備のままにする「ワクチン・アパ

ルトヘイト」に強要している。例えば、2021年9月

時点で、世界のワクチン接種 の77％が裕福な

国の人々に行われ、低所得国の人々の接種は

1％未満であった66。

気候変動もまた、国境をまたぐ 危機である67。

連帯の意識 の欠如は、貧しい国々、特に女の

子や女性にとってのコストとリスクを増大させ、

同時に富める国と貧しい国の間の経済格差を

拡大させている。その結果、気候変動に対して

最も責任を負わない国々が、さらに遅れをとるこ

ととなる。グラスゴーで開催された2021年国連

気候変動枠組条約締約国会議（COP）サミット

で、途上国の代表は、2009年に約束した気候変

動対策の資金として 年間1000億ドルを提供し

ない高所得国を強く 非難した68。ワクチンの買

い占めの結果、高所得国に対する信頼の欠如

が増大し、2021年の気候変動会議での緊張が

増幅したとされた69。これは、国際正義と連帯行

動、あるいはその欠如がいかに結びついている

かを示す具体例である。
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1. 不均等法制の改正と適用
ジェンダー平等を確保するための法律は不可

欠だが、法律はその実施によって初めて効力を

発揮する。 法律そのものが、女の子や女性が

直面する現状を変えることはできない。しかし、

例えば、女性の経済的包摂を促進するために

法律をうまく活用している国では、女性とその

家族の健康、栄養、教育の成果が向上し78、

女性にとってレジリエントな雇用がもたらされ、

女性の国会議員に女性が増えている79。

SDGsジェンダー指標のデータの背後にある微妙に異なる状況は、56項目のジェン

ダー平等問題において、さまざまな所得レベルの144カ国、5地域にまたがって適

用できる決定的な政策提言を引き出すことは、不可能であることを示している。しか

し、私たちの指標分析と「グローバルからローカルにわたる」ジェンダー平等のため

のパートナーシップの経験に基づき、私たちは変化のための青写真を提供する6つ
の提言をまとめた。 これらは新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の拡大が、女
の子や女性に与える長期的な影響を緩和するだけでなく、持続可能なジェンダー平

等への長期的希求を活発化させるだろう。これら6つの提言はいずれも、ジェンダー

平等が進んでいる国や地域に多く見られる横断的なテーマである。 

法改正からフェミニスト運動との連携に至るまで、これらの提言は各国が2030年ま

でに主要なジェンダー平等目標を達成する上で求められる急速な進展に必要な指

針を提供する。 また、それぞれの提言には世界的に著名なオピニオンリーダーに

よる解説が付け加えられ、各提言をより強化するものとなっている。

5. 変化に向けた青写真：
2030年までにジェンダー
平等の進展を加速させ
るための6つの提言

図21.

地域差が大きい主要なジェン
ダー平等法に関するスコア

同様に、女の子と女性の権利を守りニーズを満

たすために、差別的な法律を撤廃または改革す

る必要がある。だが、世界中の多くの法律は、

女性は年齢とジェンダーによる二重の差別にさ

いなまれながら低い地位に貶められ続けてい

る80。 また、「性的指向と同性愛」に関連する法

律については、88カ国が「非常に悪い」評価を受

けている（SDGs10.5）。 

このSDGsジェンダー指標には、ジェンダー平等

の法的基盤を把握するための9つの指標が含ま

れており、それによると、多くの重要な施策にお

いて最小限の進歩しか見られないことが明らか

にしている 。

地域

アジア・太平洋

ヨ

ラ

ーロッパ・北米

テンアメリカ・カリブ海地域

中近東・北アフリカ

サハラ以南アフリカ

世界平均

Sources: 2022 SDG Gender Index,  
Equal Measures 2030, CRR, WBL, ILGA, and ILO.

中絶の法的根拠 団体交渉権 職場の平等に

関する法律 に関する法律
性別の多様性

SDGs SDGs SDGs SDGs
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例えば、女性の司法へのアクセスについて

は、全世界で「悪い」と評価されており

（SDGs 16.1）、事態はさらに悪化している。

サハラ以南アフリカ、ラテンアメリカ・カリブ海

諸国、ヨーロッパ・北米においては、

2015〜2020年にかけて、この課題に関して

「間違った方向」に動いてしまった。 また、この

指標は、ジェンダー平等の法律が地域によって

大きく異なることを示している（図21参照）。

法的「勝利」であっても正当に評価されていな

い。 多くの国、特にアルゼンチンやメキシコが中

絶へのアクセスを拡大する一方で、ニカラグア、

ポーランド、米国はいずれも最近、安全で合法

的な中絶を可能にする法律を撤回する措置を

とっている (SDGs 5.3：この指標は、リプロダク

ティブ・ライツ（生殖に関する権利）と正義にとっ

て重要な指標である)。 この指標は、2015年～

2020年の間にほとんど進展がなく、世界的に

「悪い」という評価になっている。

ラテンアメリカとカリブ海諸国では、ほぼすべて

の国が家庭内暴力を禁止する法律を制定して

いるが、この地域の何百万人もの女性が、夜間

に自分の家の近所を歩くことに危険を感じてい

ることが、指標から見て取れる（SDGs16.3）。同

様に、インドで行われた相続法の大幅な改正

は、必ずしもジェンダー平等の拡大につながっ

ておらず、女性はまだ土地所有者の14％を占

めるに過ぎないことが調査から明らかになって

いる81。

しかしながら、政治的な意思を持って法改正を

行えば、急速な変化を起こすことは可能である。

例えば、セネガルは、2010年にすべての選挙人

名簿82の男女比を平等にすることを義務付ける

法律を制定して以来、女性政治家の数（SDGs 
5.4）がほぼ倍増しており、2020年の国会議員に

関する指標では最高得点を獲得している。

また、2015年〜2020年にかけて、すべての地

域で職場の平等に関する法律（SDGs 8.4）でも

進展がみられた。

市民は政府に対して、法律を具体的な進歩に

変えるよう、ますます強く求めるようになってい

る。例えば、インドネシアではEM2030パート

ナーのKAPAL Perempuanは、政府やコミュニ

ティリーダーとの連携のもと、2018年の女の子

の婚姻法定年齢の改正が、「早すぎる結婚」の
減少につながるよう取り組んでいる83。KAPAL 
Perempuanをはじめとする多くの擁護者は、政

治的意思が法律を後押しし、政策や予算に関

する公約や公共キャンペーン、ジェンダー規範

の着実な変化と符合しなければ、変化は生まれ

ないとわかっている。

2. 公共サービスおよび（介護を
含む）社会インフラへの投資

ジェンダー平等に必要な社会変革には資金が

不可欠であり、ジェンダー平等の実現に向けた

予算、累進課税、公共サービスへの力強い投

資が求められる84。

公共支出の削減と緊縮財政は、「第4章 緊縮

財政：財政的な必要性よりも政治的な選択」で

示したように、世界中で女性に不均衡な影響を

及ぼしている85。 ケアエコノミー86への国家予算

の削減は、女性の無償ケア労働の負担を増や

す一方、彼女たちの雇用を減らし、自身の健康

にさらなる負担をかけることになる。こうした構

造的・経済的課題は、ジェンダーを考慮しない

税制、例えば副次的な収入者（多くの場合女

性）に不利になる家族ベースの課税87や、付加

価値税などの間接税によって悪化している。こ

のため、必需品やサービスに収入の大半を費

やす貧しい人たちには不利益をもたらすことに

なるになる88。

法的「勝利」であっ
ても正当に評価さ
れない

MARÍA de los Ángeles Sacnun 
アルゼンチン元上院議員

2020年12月、アルゼンチンの女性たちは画期的

な瞬間を迎えました。私の国は、南米で4番目に

中絶を合法化した国となったのです90。人工妊娠

中絶法案91の採択を祝って、プロチョイス活動家

が街頭に立つなか、フェルナンデス大統領はこう

SNSにつぶやきました。「安全で合法的かつ自由

な中絶が法制化された...これにより女性の権利

を高め、公衆衛生を守る、より良い社会になる。」

しかし、私たちがここに至るまでの長い道のりを

おそらく世界は目にしていません。その道のりは

法律の重要性や不十分さを思い起こさせてくれ

ました。大切なのは、そのプロセスです。

法案の実現に向けて、重要な構成要素を揃える

必要がありました。「一人ひとりがジェンダー平等

に貢献する」ということです。まず、女性が政治に

参加し、活躍することが必要でした。1949年の女

性の政党設立を皮切りに、1950年代初頭には女

性ペロニスト党から数十人の女性議員が就任し

た女性の政治参画の長い歴史の上に今がありま

す。 私たちは、先達の勇気ある女性たちのおか

げで今ここに立つことができるのです。

そして、法案の成立と今後の施行に不可欠な

「ジェンダー・ダイバーシティ省」の設立もそのプ

ロセスの一つでした。同様に、女性委員会は、代

表や上院議員を招集し、法案可決のために休み

なしで取り組みました。

人口妊娠中絶法の問題を議題として取り上げ、

一般人の注目を集め続けるために、「合法で安

全かつ自由な中絶のためのキャンペーン」は2年

ごとに、要求に応じて中絶を合法化する法案を国

会に提出しました。

しかし、変革はトップダウンだけで進められるもの

ではなく、 連携と合意形成が必要です。街頭の

デモ活動はアルゼンチン国民のDNAに組み込ま

れている伝統で、市民社会と活動家が重要な役

割を果たしました。私たちは全土で女の子のた

めの団体を立ち上げることで止められない勢いを

生み、2018年に国会に法案を提出しました。

最後に必要なものは、どんなに辛いことがあって

も、逆境から学ぶことでした。この法案が2018年

に否決されたことによって、取り組みが変わりま

した。 「人工妊娠中絶法案」とバランスを取るた

めに必要な追加法案が不足していました。結果、

妊娠の継続を希望しながらも経済的に困難が

ある女性を国が支援することを義務付けた

「1000日プラン」法案が作成されました。 これは、

女性と共に歩み、女性の決断を尊重する、敬意

に値する国家としての証明だと思います。 そして

なによりこの法案によって、私たちは2020年12
月にとうとう一線を越えることに成功しました。

勝利した日は、とても嬉しい気持ちになりました。

私はこの経験から、アルゼンチンや他の国で、女

性のための進歩的な国家政策のための同意を

形成する方法について、いくつかの教訓を得まし

た。それらの教訓は早く学ばれる必要がありま

す。COVID-19によって女性の貧困の増加が危

惧されるためです。私たちは、貧困や不平等から

解放された生活を送ることができるよう、公正な

ポストパンデミック経済モデルを推進しなければ

なりません。

1. 不均等な法の改正と適用
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でも、こうでなければいけないということはな

い。調査によれば、私たちはケアエコノミーへの

投資から利益を得ることは可能だ。 つまり、育

児や高齢者介護サービスに公的資金を投入

することは、どんな緊縮政策よりも公的債務の

削減に効果的なハイリターン投資であることが

知られている89。

データの有無により、世界的に公共投資や公

共サービス、インフラを測定することはもちろ

ん、ジェンダー視点で測定することは非常に困

難だ。しかし、私たちがこの指標のために編集

できた世界的に比較可能なデータでは、懸念事

項があることは明らかだ。パートナーシップに関

するSDGs17は、2020年の世界平均スコアは

57.8ポイントの「非常に悪い」もので、指標全体

で最も低いスコアとなっている。

SDGs17に関する指標をより深く見ていく

と、GDPに占める税収の割合（SDGs 17.2）が

サハラ以南アフリカやアジア・太平洋地域など

多くの国や地域で低いことがわかる。税収は公

共サービスへの投資に欠かせない。驚くにあた

らず、これらの地域では女の子と女性の健康に

関する多くの指標で低いスコアを維持してい

る。これは地域の平均スコアに表れており、サ

ハラ以南アフリカ地域は「非常に悪い」（52ポイ

ント）、対してアジア・太平洋地域では「悪い」

（67.7ポイント）となった。

調査によると、公共サービスやインフラへの投資

は、所得の不平等を平均20％削減する95。 指標

のデータから、公共投資と経済格差の関係を裏

付けられている。所得格差の大きい地域

（SDGs 10.1）では、道路の質に満足していない

（SDGs 9.2）と回答する女性の割合が非常に高

い（図22参照）。

CRYSTAL SIMEONI

私たちは皆、保健から教育、社会的保護から

ディーセント・ワークに至るまで、質の良い公共

サービスを受ける権利があり、そして女性であ

れば、女性として、認識され、尊重される権利が

あります。これらの権利は、多数の条約、憲法、

宣言に明記されています。こうした権利は国家

と国民間の社会契約の根幹を成しているもので

す。すなわち、私たちが政府を選択し、その見

返りとして私たちは生存、成長、健康に必要な

公共サービスを受けられるという認識です。

しかし、この社会契約は、あらゆる国において、

国家と民間金融の契約へと変容しているので

す。今私たちが目撃しているのは、Fadekemi 
Abiruが「底辺に落ちていくスパイラル競争」と

表現した、30年前に始まった公共財とサービス

の民営化という構造調整の「第２期」にあたり

ます92。

Nawi – Afrifemマクロ経済共同体　(The 
Nawi Collective)ディレクター

その結果、特にアフリカにおいて、国庫により整

備されるべき誰もが利用可能な質の高い公共

サービスというものを若い世代はまったく利用し

たことがなく、女性に至っては本来国費で賄われ

るべきサービス代金の支払いに苦しめられてい

ます。

国民である子どもたちの教育、彼らの病の治療、

最も脆弱な人々の保護、といった国が果たすべ

き責任を逃れることは、社会契約の最重要部分

を切り捨てていることと同じなのです。 それは、

私が「健全な市民権」と呼ぶ、すべての国民が、

充実した尊厳ある生活を送るために必要なサー

ビスの利用をする権利の実現性を低めてしまう

のです。

民営化はその性質上、サイロ化、つまり縦割り化

されている状態です。そのため、ジェンダー平等

に向けた世界目標の達成に不可欠な、水平的で

セクター横断的な公共サービスの代替にはなり

えません。公共サービスの民営化では、女性は

二重の打撃を受ける可能性があります。 供給す

る側としては、公共部門の就業機会の損失や圧

迫、需要する側としては必要なサービスへのアク

セスの損失です。

けれども、ここにも明るい兆しがあります。例え

ば、ケニアのTharaka-Nithi群政府は、女性の行

商人が子ども連れで働けるようChuka野外市場

に託児所を設置し、公的資金でこのサービスを

提供しています93。これは、世界中のフェミニスト

が長年求めてきた 社会保障制度への転換が始
まったことを示しています。このような転換は、こ

れまでのミクロレベルの介入から真の社会契約と

いう抜本的な変革への移行に寄与します。

2. 公共サービスおよび（介護を含む）社会インフラ

への投資

国家と国民間の新しい
形の社会契約を結ぶ時

第一に連携した動きの確保がかつてないほど重

要になっています。 その一例として、資源調達

に関する疑義が中核をなす、公共サービスをめ

ぐる争いがあります。同時に、アフリカなどの地

域からの不正な資金流入を阻止するために、盛

んな租税正義の運動が行われています。この2
つの側面を確実に連携させることが問題解決に

は重要です。

第二に、グローバル・サウスの人々の声にもっと

耳を傾けなければいけません。例えば、現在の

ケアエコノミーの定義は、グローバル・ノースの

関係者の意見を反映したものであるかもしれま

せん。しかし、アフリカにおけるケアエコノミーは

何を意味するのでしょうか。 このように、自分た

ちそれぞれの物語や定義を発展させるための

余地が必要なのです。 そのため、Nawi Afrifem 
Macroeconomics Collectiveは、こうした定義

の問題やよりマクロなレベルの経済テーマに関

してアフリカのオピニオンリーダーの声を集約

するポータルで対照させることで発展のための

手助けをしています94。

最後に、本レポートのタイトルにあるように、

「『Back to Normal』だけでは十分ではない」とい

うことです。COVID-19のパンデミックは、多くの

公共サービスを根底から覆してしまいましたが、

同時に、世界経済のあり方についても一歩立ち

止まって検討するきっかけとなりました。ウェビ

ナーやオンライン授業にアクセスできなかった女

の子や女性たちはどうなっているのでしょうか？

彼女たちは現在さらに遅れをとっているのでしょ

うか？もしそうなら、どうすればそれを変えられ

るのでしょうか？

政策やプログラムは、「女性を加えてかき回す」

だけでは十分ではありません。それらの答え

は、十分な資源、十分なスタッフ、そして普遍的

なアクセスの実現を積極的に働きかけている、

高い価値のある公共サービスの存在の中にあ

ります。グローバルまたは国家的規模のシステ

ムの働きは一つの構成要素です。つまり女の子

や女性を含むすべての人々にとって有益な新し

い社会契約は再構築できるのです。
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公共予算の編成と、女の子や女性を含むさまざ

まなグループへの影響を測定するために予算

の細分化がなされているかという点において、

世界的に大きな課題があることが、この指標か

ら明確になった。ジェンダー、年齢、所得、地域

などの次元で公共予算を細分化しているかどう

かを測る指標（SDGs17.3）は、最も低いスコア

となっている。2020年のこの指標の平均点

は、100ポイント中わずか20ポイントだ。ニュー

ジーランド、スロベニア、チェコ、ドイツ、ポルトガ

ルなど、全体で高いスコアを出している国でさ

え、この指標では0ポイントである。

一方で、進歩は可能である。フランス96、メキシ

コ97、インド98、バングラデシュ99などの国々は、

すでに細分化された予算編成の目標を達成し

ている。また、カナダのように、ジェンダーに基づ

く分析という点でこのところ進歩している国もあ

る100。  

よく設計された財政政策と税制改革を組み合わ

せることでジェンダー関連SDGs101の進展に必

要な歳入を生み、COVID-19のような危機に対

するレジリエンス（回復力）を引き出すことが可

能になる。

第一に、政府は富の再分配の促進のために、

女性（特に最も貧しく疎外された女性）が確実に

恩恵を受けられるよう、ジェンダーの視点に立っ

て税制を改革すべきである。 そして、富裕層を

優遇する逆進性の高い法人税や個人税の課税

免除を廃止すべきである102。 また、国際的な

協調が進めば、国際的な租税回避や脱税に

よって失われたと考えられる年間5兆ドルを各

国政府が回収することも可能になるだろう103。

第二に、政府は公共サービスと社会的保護へ

の投資を増加すべきである。 政府は、無償のケ

ア労働が国の統計で可視化され、公的な育児・

介護サービスが、安価で誰もが利用しやすいも

のにすべきである。

第三に、すべての国がジェンダーの視点を持っ

た予算を立てる国に倣うことである。 ジェンダー

平等に関する政策やプログラムを実施する十分

な資金を確保するために、国家予算のジェン

ダー分析が必要である。

3. 女の子と女性のリーダーシッ
プ、参加、発言の促進

女の子と女性の社会生活参加は、人権の中核

をなすだけでなく、各国が健全な社会や経済を

保つために不可欠なものであり、その有益性は

明白だ。

Kings College LondonとWestminster民主主義

基金による報告書では、女性がリーダーシップ

を発揮することで、法の制定や政策決定におい

て女性の問題がより一層認識されるようになる

と指摘している104。 しかし、女の子と女性は、自

分たちの社会生活を形成することになる意思決

定の場にほとんで参加できていない。 女性の

社会参加の欠如は、リーダーシップに関する

ジェンダー規範105、貧困、ケア労働の負担106、

表舞台に立ち発言をする女性たちへ向けられる

暴力107といったことに影響されている。

指標によると（図23参照）、一部の国や地域で

は議会（SDGs 5.4）や省庁（SDGs 5.5）におけ

る女性の参加や登用が急速に進展している

が、これらの指標の世界のスコアは2020年時

点でも「非常に悪い」である。

女性の公職への
登用は、リーダー
シップに対する
人々の認識をも
変化させる。

図22

経済格差が大きい地域では、女性の
公共インフラへの満足度も低い。

Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030, UNU-WIDER and Gallup.

道路への満足度
が高い

道路への満足度
が低い

より高い
不平等

より低い
不平等

アジア・太平洋

ヨーロッパ・北米

ラテンアメリカ・
カリブ海地域

中近東・北アフリカ

サハラ以南・アフリカ

注） SDGs10.1（不平等に関するパルマ比）は53ポイント、SDGs 
9.2（道路に関する女性の満足度）は65ポイントで2020年の世界
平均の軸と合致する



これは、公式な政治の場にいる女性は、より特

権的な背景を持つことが多いという、さらなる

格差を隠すものだ108。

また指標からは、国連気候変動サミット（COP）

における各国代表団のジェンダーバランスを調

べてみると、女性の代表者が依然として少ない

こともわかる（SDGs 13.1）。 この指標は、2015
年～2020年にかけて、欧州と北米で停滞、中

南米とカリブ海諸国では後退した。 いくつかの

国でこの指標の前進が見られるが（図17参

照）、2021年にグラスゴーで開催された

COP26では、2019年と2020年同様、政府代

表団に占める女性の割合は平均で33％にす

ぎない109。

だが、女性のリーダーシップと代表性の変化

は、迅速に起こる可能性がある。 フランスで

は、2011年に制定された法律により、上場企業

や大規模な非上場企業に対して、役員の少なく

とも40％を女性が占めることが義務付けられて

以来、女性の取締役が増えている110。セネガル

などでは政治的クウォータ制が機能している一

方（第5章 「不均等法の改革と適用」参照）、凝

り固まったジェンダー規範によって、女の子と女

性には「適切な」役割と場所があてがわれたま

まだ。例えば、ケニアの2010年憲法は、いか

なる公的機関において同性の職員が3分の2
を超えることを禁止しているが、同国の女性国

会議員は21％に過ぎない111。

重要なのは、ジェンダー規範に立ち向かい、

ロールモデルを増やすことである。インドの研

究は、村議会における女性リーダーの存在が、

女の子の向上心、親たちからの娘への期待、

そして女の子が学校に通う期間に影響を与え

たことを明らかにした112。公職に就いている女

性がいることで、リーダーシップに対する人々

の認識も変化する。

これは、女の子や女性を束縛するジェンダー規範

を終わらせるための一歩となる113。 

また、構造的な不平等や差別に対処することも

必要不可欠である。例えば、ケア労働の負担軽

減を目的とした制度は、女性がリーダーシップを

担うことを可能にする。また、教育や市民参加に

関するトレーニングへの投資、女の子の向上心

を高めるメンターシップのプログラムも、その動

きを加速させることができるだろう。

4. ジェンダーデータにおける
ギャップの解消
2022年のSDGsジェンダー指標の開発は、デー

タそのものの課題と進捗を捉えるためのツール

として最も関連性の高いジェンダー指標を編集

する上のトレードオフに直面した。

2022年版は2019年版インデックスの経験を基

に、不十分であったデータ収集に対処するため

に新しい指標を導入している。また、2019年版

の指標の中には、国から報告されていないもの

や、国連機関などによってデータ集計がされて

いないものもあった。このようなギャップにより保

持できなかった指標には、社会扶助支出、女性

の肥満、パートナーからの暴力に対する女性の

認識、女性判事の割合などがある。

データのギャップという問題だけでなく、この指

標ではジェンダーに関する側面を全く捉えること

ができない指標に取り組む必要があった。例え

ば、測定が困難なものや、世帯レベルでの消費

に関わる測定が困難な指標などがある。
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図23.

政府における女性の割合: 

低いが改善はしている
スコアは50%で評価
ジェンダー平等＝100ポイント

国会で活躍する
女性たち

閣僚になる
女性たち

非常に良い

良い

普通

悪い

非常に悪い

アジア・太平洋

ヨーロッパ・北米

ラテンアメリカ・
カリブ海地域

中近東・
北アフリカ

サハラ以南・
アフリカ

Sources: 2022 SDG Gender Index,  
Equal Measures 2030 and IPU.
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家庭における水へのアクセスや健康に害のある

調理用燃料の利用などといった世帯に関する課

題がある。これらは特に女の子や女性へ不均衡

に悪影響を与えるが、ジェンダーに関する側面

がデータ上に現れることはない。

セクション4「交差性：平均値を超えて全体像を

把握する」で述べたように、データ上のギャップ

が大きいため、交差性に関する分析は不可能

で、不平等がさまざまな交差性を持つ女の子や

女性にどのように影響を与えるか理解するのは

難しい。

多くのデータ収集者は、ジェンダーデータの

ギャップ縮小のためにたくさんのデータを集めて

いる。ジェンダーデータを収集するための基準お

よびインフラの確立が急務となっている。図24が
示すように、多くの国が「オープン」で「細分化さ

れた」統計へと前進している。

しかし、データの収集それだけでは変革につな

がらない。これらの問題に取り組む人々を巻き

込み、力づけるアプローチと結びついたもので

なければならない。見直されたニーズに注目す

ることで、データ収集者は、ジェンダー平等擁護

者を含むデータの利用者にとって問題となって

いるジェンダーデータのギャップを特定し、優先

順位をつけ、解消することができるだろう。

しかし、いくつかの要因がそのニーズへの対応

を阻んでいる。データ収集のプロセスにはフェミ

ニスト団体の関与がないため、彼らの情報ニー

ズはしばしば実現されない、あるいは満たされ

ないという状況が起きてしまう。一方、政策決定

者はジェンダーデータの取得は望ましいが、ジェ

ンダーに関する目標が達成されない場合の影

響が限定的であるため、必須ではないと考える

傾向にある。

このように、データへのニーズが低いため、人的

資本や格差是正やデータの質の向上に必要な

資源へ十分に投資されず、ジェンダーデータの

利用そのものを極めて限定的にしている。

DR. LINA ABIRAFEH

世界的な女性の権利の専門家、レバノン・
アメリカン大学「アラブ女性研究所（AiW）」
事務局長

そしてキューバが53.4％、ニカラグアが50.6％と

続きます115。一方、英国では下院議員の3分の

1程度（34.3％）、米国では1/4強（27.6％）にと

どまっています116 。

アメリカ・テキサス州における人工妊娠中絶をす

る権利の侵害から、ブラジル、ハンガリー、イン

ド、ポーランド、トルコにおける、特に女の子や

女性の、すでに小さくなっている声を完全に封じ

込めるようとする反人権的な政策に至るまで、こ

うした逆行している世界の中で私たちは生きて

いるのです。もしあなたが怒っていないとすれ

ば、それは単にまったく注意を払っていないとい

うことです、その怒りを、何か実行可能なことに

向ける必要があるのです。

私たちは、政策立案者や実務家、学者や活動

家、コミュニティで働く人々やそれぞれの領域で

活動する指導者たちに、動機づけるものは何か

下調べをした上で、それぞれの相手に会う必要

があります。この指標が示すように、私たちが社

会と経済にとっての利益を示しながら、女性の

リーダーシップ、参加、発言の事例を作り上げて

あなたが怒っていない
とすれば、それは単に
まったく注意を払って
いないということ。
もし、女性のリーダーシップ、参加、発言が認め

られないのであれば、ジェンダー平等とは一体何

でしょうか？しかし、女性はこの3つのことを死守

しなければならないのです。リーダーシップや意

思決定のあらゆる場面で、特に政府機関に関し

て、女性の割合が低いのは驚くべきことでありま

せん。 私たちが達成した少しの進歩でさえ常に

異議を申し立てられ、一歩前進するごとに反発

を買いや後退をやむなくされています。

こうした反発や後退を招くものを焦燥感に搔き立

てることは、リーダーシップ、参加、発言に関する

進歩が、世界中の議会を含むあらゆるレベルで

見られるように、実際に起こっているということで

す。代表的な進歩の例がアフガニスタンです。
2004年の憲法で女性議員定数（クウォータ制）が定

められましたが、その時の女性議席数は27％でし

た。しかし2021年2月時点では女性議員数はク

ウォータ制の定数を超えました114。アフガニスタン

では20年の間に、女性国会議員の存在が、リー

ダーシップとはどのようなものかという認識を変

えましたが、それはクウォータ制というものがある

からこそ発展への動きを生み出したのです。 より

多くの女性が当選した基本的な理由は、より多く

の女性が選ばれるに値する能力を得たからで

す。 しかし、最近の同国の大惨事によって、進歩

がいかに早く崩れ去るかは明らかです。2021年

11月現在、国会（下院）の議席の50％以上を女

性が占めている国は世界で3カ国しかありませ

ん。ルワンダが61.3％で引き続き世界トップ、

3. 女の子と女性のリーダーシップ、参加、

発言の促進

いかなければなりません。私たちは、専門用語

を使わない人たちにとっても理解できるようにす

る必要があることを考えながら、物事を動かす

力を持っている人たちに働きかけることによって

すでに手に入れたデータをパッケージ化しなけ

ればなりません。私たちは、さらに遠くまで範囲

を広げ、より多くの人々をこの闘いに巻き込む

必要があります。 つまり、レポートからTik-Tok、

データベースから漫画に至るまで、利用可能な

あらゆるツールを使うということです。

私たちは容赦ない煽り文句に立ち向かわなけれ

ばならないのです。 例えば、女性に対する暴力に

ついて話をすると、「でも、男性に向けられる暴力だっ

てあるだろ？」という反応がよくみられます。それに対

して私は、「そのために闘ってください。私たちは

あなたの味方として共に歩きます」と返答しま

す。一方に取り組んだからといって、他方が否

定されることにはなりません。 私たちの目的は

一致しており、平等であることが私たち全員に

とって良いことなのです。

今、私たちは自分たちの場所、声、運動を要求

し、守っていく必要があるのです。そうすれば前

に進むことができるのです。
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フェミニスト組織における「データスキルの不足」

（リソースの不足に関連したもの、セクション
5「フェミニストの組織や運動に投資し、そのため

の場所を作り、耳を傾ける」を参照）は、ジェン

ダーデータを政策決定者とジェンダー平等擁護

者の 双方が同様に利用しし対話するため情報

へと転換させる可能性を阻害してしまう。

ジェンダーデータのギャップを埋めるには、次の

5つの重要な分野でのアクションが必要である。

まず、ジェンダー平等のステークホルダーは、

テーマ別の「サイロ」から脱却し、異なるセクター

や課題にまたがるデータを動員する必要があ

る。横断的な視点は必須であり 、そのような視

点を踏まえた アプローチは、データ収集に関与

することや 優れた実践を共有することに、より大

きな力を与えるだろう。

第二に、ステークホルダーと公的統計システム

の間の橋渡しをする必要がある。 優先度の高

いジェンダー課題に関するデータが現実に即

し、定期的に報告されることを確実にするため

に、人口センサス、世帯調査、行政による調査と

いったデータ収集を担当している機関と協働す

ることは重要だ。

第三に、市民社会と研究団体のパートナーシッ

プを強化する必要がある。ジェンダー平等を目

指すステークホルダーは、研究者たちのデータ

に関するスキルと知識を活用し、偏りを特定し、

測定上の課題に対する解決策を生み出す中

で、彼らを味方につけることができる。 

第四に、個人の体験談といった質的なアプロー

チに大きな価値をおきつつも、市民社会がデー

タスキルを向上させることが重要である。情緒的

なアプローチと並行して、データの意味を理解し

ながら訴えることで、市民社会は主要な政策提

言先に影響を与え、特定の課題を改善させるこ

とができる。

最後に、「ビッグデータ」はジェンダーデータの

ギャップを埋めるために活用されるべきである。

だが、新しいテクノロジーは、新しいアプローチ

を提供するが、同時にデータのプライバシーの

保障や関連する保護の懸念といった新たな課

題も生み出すことになる。

DR. MAYRA BUVINIC

4. ジェンダーデータのギャップを埋める

女性の活躍の
測定と発信

世界のすべての政策が確固たるジェンダーデー

タに基づくことが理想です。しかし、実際にそう

であるかどうかは、女性の存在が認知されて数

値に表れ、評価されるかによります。

家庭内生産、インフォーマル経済、無償のケア

労働などの女性が行う活動の多くが、「見えな

い」空間で行われるため、公式な統計上に現れ

ません。そのため、女性にとって不利益であっ

たり、もしくはその存在さえ認識されなかったり、

あるいはジェンダー不平等を助長したりというよ

うな政策が施行されてしまう可能性もあります。

つまり、価値を見出されないものは測定されず、

測定されないものは政策に反映されません。

データが不足しているだけでなく、女性に関する

多くのデータは精度の低いものです。 そして、

誤った測定は誤った政策につながります。T雇用

データを取り上げてみましょう。何十年もの間、

雇用参加を測定するアンケートは、女性の生産

活動を正確に捉えず、家庭、会社、農場におけ

る無償労働を常に過小評価するように作られて

いました。それは女性が実際よりも男性に経済

的に依存していると思わせるものです。

農業分野での労働力調査では、女性の自給自

足的な生産価値が見落されがちです（女性は生

産物の一部を市場で売ることが多い）。 これは、

「農家は男だ」という昔からの思い込みによるか

もしれません。その結果、農業開発政策が的外

れなものになることも少なくありませんでした。

「世帯主」という言葉に象徴されるように、調査

の設計自体が男性への女性の経済依存という

誇張された認識を高めるものになってしまってい

ます。これまでは実際の稼ぎ手が女性である場

合であっても、稼ぎ手は男性である、という考え

が標準的でした。 また、女性は経済的に依存し

ているか、金融に興味がないという認識が根強

いため、女性向けの金融商品が不足していま

す。その結果、政策やプログラム、サービスが

誤った方向を向いてしまい、潜在的な顧客や製

品の消費者の少なくとも半分を施策開始の前か

ら無視することになっています。

しかし、女性の生活のさまざまな側面に関する

データを収集する取り組みが増え、変化が見え

始めています。例えば、女性の金融包摂データ・

パートナーシップは、金融包摂におけるジェンダー

ギャップを解消するために、金融サービスへのアク

セスと利用に関するジェンダー別データの利用と

サービスの改善に取り組んでいます117。

農業における女性の仕事（有給か無給か）も測

定されています。

例えば、世界銀行やアフリカ開発銀行では現

在、対象を女性に絞った大規模なプログラムが

あり、特に女性農家にアプローチする農業政策

がより多く実施されるようになっています。世界

銀行では、土地の所有権と名義にも着目してい

ます。土地名義に関する法的文書に2つの署名

と写真用の欄（女性用と男性用 ）を設け、共同

所有権を確立することによって、文書の改訂を
促しています。このような前向きな動きは、女性

運動がより包摂的で偏りのない対策を訴えるこ

とに長け、女性の活躍を発信してきた直接的な

成果です。

私たちは現在、政策やプログラムにおいて優先

されるべき女の子や女性を特定するために、よ

り詳細なデータを必要としています。これはすべ

ての人々に利益をもたらすパンデミック後に向け

た力強い経済復興計画を作成する上で、非常に

重要になります。

ジェンダーだけでなく、年齢、人種、障害、セク

シュアリティなどに関連する社会的排除の側面

を把握するためのデータとともに、交差性を捉え

る視点が鍵となります。これは容易なことではあ

りません。まず、この点が重要であることを人々

に納得してもらわなければなりません。第二に、

大規模なサンプルサイズが必要であり、コストが

かかる可能性があるなど、ロジスティクス 上の

課題を克服しなければなりません。第三に、例え

ば障害者であるとかLGBTQIコミュニティの一員

であるといった自己定義を、スティグマを恐れて

望まない人がいることを認識し、定義を検証する

必要があります。また、難民や移民は、当局の

目に触れることを恐れて、対象から外れようとす

ることもあります。

そこで、安全で効果的かつ透明性のある統計

利用を確実にするために、優れたデータスキル

を持つジェンダー平等擁護者 の存在が重要に

なります。 政策に影響を与える重要な人物とし

て、ジェンダー平等擁護者は変化を促すために

データの収集と活用の方法を理解する必要があ

ります。 そして、ジェンダー平等擁護者は経済や

社会全体にとってジェンダーに考慮した政策が

もたらす有益性を示しながら、政策立案者のた

めに説得力のあるビジネス事案を提案すること

ができるでしょう。 
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図25.

政治問題を議論する女性の自由は、すべて

の地域で悪化している（2015年～2020年） 

5. フェミニストの団体や運動へ
の投資、場づくり、そして傾聴

フェミニスト運動は、ジェンダー平等を推進する

上で重要な役割を担っている。OECDによる

2016年の調査研究は、「女性の権利に関する規

範的な進歩のうち、国民の意識を高め、政府に

変化を迫り、法律や政策の実施について政府

に責任を負わせる女性の権利団体や運動の提

唱なくしては、ほとんど実現しなかったであろう」

と指摘した118。

研究からフェミニスト運動がジェンダー平等の

促進に有効であることが、様々な点で言及さ

れている。

• フェミニスト団体は、ジェンダー平等の問

題について深い知識と専門性を持ち、差

別的な構造の中にある、女性たちの特定

の権利とニーズに光を当てることができ

る。

• フェミニスト団体の自律性とジェンダー平等

への注力によって、ジェンダー平等よりも

「緊急」であるとされる課題も含めても、幅広

いテーマの課題にわたってジェンダー的な

構造と規範を分析することができる。このこ

とは、気候変動、平和主義、労働者の権利

などに向けた他の運動との連帯を築くことも

可能にする。

• フェミニスト団体は、これまで意思決定の場

から排除されがちだった人々の声や優先順

位を高めている。

• フェミニスト団体は、「ボトムアップ」から圧力

をかけ、政府のジェンダー平等へのコミット

メントの中でも遅れをとっているところにス

ポットライトを当てる。

• 世界中のフェミニストが「トップダウン」か

ら政府に圧力をかけることによって、さま

ざまな国際的な人権の枠組みの創設に

向けて、国境を越えた活動をとおして多

大な影響を与えてきた。

女の子と女性の権利団体とフェミニスト団体

は、その有効性にもかかわらず、そしておそら

くそれゆえに、世界中で、協働と政策提言活動

をする上で絶え間なく困難に直面している。そ

の証拠に、指数をみると、一部の国では進展

が見られるものの、2015年～2020年の間に、

すべての地域で、女性がプライベートや公の場

で政治問題について議論できる度合(SDGs 

10.4）は減少または停滞している（図25参照）。

図24.

2017年以降の「細分化された統計」

に関する大きな進展

Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and Open Data Watch.

2017年～2020年にかけて、

4カ国中3カ国

世界平均

が細分化された統計をさらに
推進させた

Sources: 2022 SDG Gender Index,  
Equal Measures 2030 and V-DEM.

地域 スコア ポイントの推移

アジア・太平洋

ヨーロッパ・北米

ラテンアメリカ・カリブ海地域

中近東・北アフリカ

サハラ以南・アフリカ
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明かりを灯し続け
る: フェミニスト運動
のための資金調達

フェミニスト運動が非常に限られた資源で成し遂

げてきたことを考えてみれば、フェミニストたちが

公平に資金を得られた場合、どんなすごいこと

が達成できるかを想像できるのではないでしょう

か。私の情熱はそれを実現することですが、道

のりは長いです。 資金が不足しているわけでは

ありません。ODA、民間財団、企業の取り組み

など、ジェンダー平等のために何十億米ドルも

の資金が投入されています。 しかし、フェミニス

ト運動にあてがわれる資金はごく一部です。

2013年にAWIDは、世界中のフェミニスト団体

の年間収入の中央値がわずか2万米ドルであ

ることを明らかにしました119。 性と生殖に関す

る健康から教育まで、さらにフェミニストのリー

ダーシップからトランスジェンダーの人たちの権

利に至るまで、フェミニスト団体が多くの分野で

果たしてきた役割を考えれば、それはほんの

わずかなお金に過ぎません。2018年になって

も、フェミニスト運動が受け取っているのは、ジェ

ンダーに焦点を当てた開発援助全体の1％未

満でした120。そして、より細かく見てみると、さら

なる格差があることが分かりました。最新の資

金拠出データ（2018年）を分析すると、世界の

慈善団体による助成のうち、黒人女性が主導

するフェミニスト運動には、わずか0.1～0.35％

しか拠出されていないことが明らかになりまし

た121。

そこで、私たちは「ブラック・フェミニスト基金

（BFF）」を創設しました。私たちは、活動の明か

りを灯し続けるために家賃の支払いなど、団体

の基本的なニーズを支援するための資金を提

供しています。 また、数カ月で終わってしまうプ

ロジェクトベースの支援ではなく、最長で8年間

の長期に渡る支援をします。BFFは、フェミニス

ト運動や団体に資金を提供する基金やイニシア

チブを歓迎する大きなうねりの一部で、女性が

チェックボックスや書類の記入に膨大な時間を

取られないように簡素化を目指す成長中のコ

ミュニティなのです。私たちは平等基金、国際ト

ランス基金、西アフリカのLGBTQIA+コミュニ

ティを支えるInitiative Sankofa d'Afrique de 
l'Ouest （ISDAO）などにも資金を提供していま

す。私たちは正しい方向に進んでいるようで

す。例えば、フォード財団がBFFを急発展させ

るために1500万米ドルを助成してくれました
122。また、カナダ政府が平等基金などに3億カ

ナダドルを拠出しました123。

これからは、交差性の視点をさらに磨いていくこ

とが必要です。つまり、非常に多くの要因が私た

ちが誰であるかを定義づけていること、

「女性世界基金」理事会共同議長、
「Black Feminist Fund」共同設立者

AMINA DOHERTY

そして女性や多様なジェンダーの人びと がアク

セスできる（あるいはできない）ものを決めてい

ることを認識することが必要なのです。COVID-

19のパンデミックは、しばしば人種、階級、セク

シュアリティと結びつくことによって女性の肩に

二重、三重、さらには四重の負担がのしかかっ

ていることを明らかにしました。例えば、 

LGBTIQIA+の人々は特に困難に直面していま

す。 SDGsの目標自体は人種差別や民族に

向けられる差別についてほとんど沈黙してい

ますが、交差性の視点を持つことによって、

SDGs全体に広がっているジェンダーとの結節

点を見つけることができ、さらに課題に取り組

みやすくできます124。

最後に、フェミニストの資金がフェミニスト運動

が訴えていることに呼応こと、また活動家たちを

支援することを確実なものとしなければなりま

せん。私たちの仕事は、究極的には、フェミニス

トたちの仕事を楽にすることです。

また、Civicusの調査報告 によると、COVID-19
のパンデミック中に組織化する市民スペースが

縮小し、フランス、ギニア、タイなどの国々にお

いては、パンデミックを理由にさらなる取り締ま

りや制限を正当化した125。Human Rights Watch
は、2020年1月以降、少なくとも83の政府が

COVID-19のパンデミックを利用して、批判者を黙

らせ、言論の自由を取り締まる抑圧的な法律を成

立させていたことを明らかにした126。

EM2030のパートナーは、オンライン会議によっ

て、政策やその決定の場がより閉鎖的になり、

制限された政策立案者との対面での交流は、

ジェンダー平等擁護者たちが重要な交渉の結

果に影響を与える機能を低下させていると見て

いる。

協働が可能な場合であっても、女の子や女性の

権利団体は資金が不足している。開発における

女性の権利協会（AWID）による2020年の調査

から、政府開発援助（ODA）のわずか0.2％しか

女性の権利団体に届いておらず、2018年にジェ

ンダー平等のために拠出された 500億米ドルの

99％が、開発機関、政府または大規模な国際

NGO（INGO）に向けられていたことが判明した
127。MamaCashのような女性向けの基金は、こ

うした問題を肌で感じている。2016年～2018年

の間、自己資金が限られているために助成を申

請した5,500のフェミニスト団体のうち3%にしか

資金を提供できなかった128。

また、フェミニスト団体に資金を提供するドナー

や国際NGOが要求している多量の報告業務

は、小規模な団体がすでに直面している制度的

障壁を厚くし、資金に アクセスできる団体とでき

ない団体との格差を広げる可能性がある。



68  2022 SDG GENDER INDEX  ⸏⸏ 69

図26.

ジェンダー平等は、フェミニストや女性の権利団

体が追い求める進歩のために必要な資金を獲

得することによってのみ達成される。資金提供

者 は、フェミニスト団体のニーズと現実に合わ

せて、適応し、やり方を変革する必要がある。ま

た、資金調達メカニズムの設計に資金提供を受

けるフェミニスト団体 を関与させ、団体が直接

費とともに間接費として利用でき、柔軟かつ持

続可能な資金を受け取ることができるようする

べきである。 

また、政府は、社会正義を求める運動とのつな

がりを深めながら、フェミニスト運動や団体が、

有効な市民スペースの中で安全に活動できるよ

うに保障すべきである。つまり、協働への障壁を

取り除き、フェミニスト活動家の人権と安全を保

護することである。 また、政府は、フェミニスト運

動や組織の声やデータを集め、進捗状況や

ギャップ、対策を講じる領域を特定するために

尊重する必要がある。そして、変化を求めてい

る女の子や女性の専門性を活用すべきである。

世界中のフェミニスト団体
は、その有効性にもかか
わらず、そしておそらくそ
れゆえに、協働と政策提
言活動をする上で絶え間
なく困難に直面している。

6. 女の子やユース 女性、
そして女の子やユースが主導す
る団体と協働し、その能力を高
める

129

130  

COVID-19

 
UNESCO 2020 4

190 15

131 1,100 

12 17
132 COVID-19

3 2

す

134

女の子とユース女性に関連する指標の1つに、

早過ぎる結婚を示すものがある（SDGs 5.1）。
Girls Not Bridesの2021年の調査によると、
2010年以降、世界の早過ぎる結婚の発生率はお
よそ15％低下 しており、この10年間で2500万人
の女の子が結婚せずに済んだことになる。

しかし、進展にはばらつきがあり、この動きを加

速させるためには、さらなる行動が必要だ135。

Sources: 2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030 and UNDP.

高所得国

高・中所得国

低・中所得国

低所得国

世界平均

高所得国では、女性の
平均86％が「ある程度
の」中等教育を受けて
いる …

... 低所得国では、女性の
16％しか受けていない。
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私の大陸、「アフリカ」は、圧倒的に若い人が多

いのです133。 これは大きな利点であるはずなので

すが、あまりにも多くの場合、女の子とユース女性

を重要な議論から外してしまっています。その結

果、私たちは女の子たちとつながり、彼女たちを力

強い「変革の担い手」（エージェント・オブ・チェンジ）

に成長させる チャンスを逃しているのです。もちろ

ん、女性をエンパワーすることは必要ですが、彼女

たちが幼少期に学んだことはすでに日常生活に組

み込まれており、根本から取り除くことは困難 で

しょう。

ほとんどの女の子が男の子と同じような機会を与

えられず、自己主張する機会もほとんどないという

現実があるのです。私は、男の子には重要な職業

に就くことをイメージさせながら、そして女の子には

妻や母親になることをイメージさせながら成長する

文化の中で育ちました。こうした慣習は、私たちの

教育や機会を制限するだけでなく、私たち自身の

夢にも制限を加えてしまいます。私たちは、女の子

たちが自ら考え、意見を言えるようになった瞬間か

ら、自分には力があると思えるように、そして夢を

持つことができるようにしなければなりません。女

の子たちはこのようにして不平等を解消できる女

性へと成長していくのです。

Choose Yourselfの取締役社長兼
エグゼクティブ・ディレクター

私たち一人一人にそれを実現する責任がありま

すが、これは私たちの生活を形成しているシステ

ムや制度についても言えることです。それは、政府

が子どもの教育方法を含むジェンダー平等に向け

た取り組みと政策を採用することから始まります。

これによって、女の子が男の子と同じ機会を持ち、

学校教育で女の子が 発言できるようにするので

す。 家庭は、女の子が家事に縛られて取り残さら

れる一方で、  男の子だけがリーダーシップを発揮

することを期待する という有害な文化から抜け出

す必要があります。そして、「そうものだ」という考え

方から「こう変わるべき という考え方に、変えていく

必要があるのです。

私たちは、事実と数字によって実態を明らかにし、

これが容認できないこと、そしてどのように前進し

て解決につなげるかを常に示すことで、政策決定

者の行動を促すことができます。 効果的な政策と

は慣習を変えることであるということを再認識させ

るのです 。進歩的な法律を持つ国はたくさんあり

ますが、有害な文化を保持しているコミュニティ に

は、そうした法律が浸透していないかもしれませ

ん。例えば、学費を廃止した法律があっても、両親

が娘の教育が有益だと感じていなければ、女の子

が学校に通う事を必ずしも保障されないのです。

私たちは、コミュニティを巻き込みながら、一丸と

なって動かなければなりません。これは、女の子た

ちが何を望んでいるか理解することから始まりま

す。統計や専門的な知識を持っているわけではな

いかもしれませんが、彼女たちの声を聞く必要が

あります。 これには、重要な理由が2つあります。 

1つ目は、彼女たちの声を聞かなければ、彼女たち

は私たちを信用しないからです。 2つ目は、当事者

である彼女たちの意見を聞かずに決定を下すとし

たら、それは必ず間違っているからです。ですか

ら、女の子とユース女性を「救おう」とするのではな

く、彼女たちと一緒に行動しましょう。彼女たちは、

徐々に自身の権利を主張するようになってきてい

ます。私たちの仕事は、彼女たちの後ろから盛り

立て、声を増幅させ、成長を促すことです。

JUDICAELLE IRAKOZE

女の子と若い女性は、
リーダーやジェンダー平
等擁護者として重要な役
割を担っているにもかか
わらず、意見を受け入れ
てもらったり、資金を調
達したり、安全な提言活
動することに困難が伴っ
ている。

6. 女の子やユース女性、そして女の子やユース

が主導する団体と協働し、その能力を高める

「そういうものだ」から
「こう変わるべき」へ

私たちの指標によると、サハラ以南アフリカ地

域だけが2015年～2020年の間に早過ぎる結

婚（SDGs 5.1）率の低下 させている。15歳～19
歳の間に結婚したユース女性は24.2％から

22.9％に低下した。 マリとシエラレオネは、それ

ぞれ53％から44％、31％から19％に低下して

おり、この地域で最も大きな進展を見せている。

アジア・太平洋地域はこの指標で「間違った方

向」に進み、中東・北アフリカ、欧州・北アメリ

カ、ラテンアメリカ・カリブ海地域は「進展なし」

となっている。

COVID-19のパンデミックがさらに早過ぎる結

婚に拍車をかけている 。 ユニセフ は、パンデ

ミックに伴う状況により、2030年までにさらに

1000万人の女の子が結婚すると予測している
136。

私たちは、中等教育が女の子とユース女性のエ

ンパワーメントと機会均等にとって重要な手段で

あると考えている。 指標によると、少なくとも何

らかの 中等教育（SDGs 4.4）を受けた女の子

の割合は、2015年～2020年の間に、すべての

地域で上昇したことがわかる。そして、その 成
果は、学校に通い始めた女の子が修了できると

期待できる平均在学年数の増加にもつながって

いる（SDGs 4.2）。だが、少なくとも何らかの 中
等教育を受けた女の子の割合が2020年に目標

の100％に達したのは8カ国にとどまり、そのす

べてがヨーロッパ・北米諸国である。 特に低所

得国では、すべての女の子と若い女性が中等

教育への進学に関して、引き続き困難を抱えて

いる。

女の子と若い女性の中等教育における格差

は、その国の所得によって大きく異なる（図26
参照）。

女の子と若い女性は、リーダーやジェンダー平

等擁護者として重要な役割を担っているにもか

かわらず、意見を受け入れてもらったり、資金

を調達したり、安全な提言活動することに困難

が伴っている。資金提供に関するデータは限ら

れているが、女性の権利団体に届くわずかな

資金の実績や団体に参加する女の子たちの証

言は、大きな資金格差があることを示唆してい
る。女の子と若い女性とともに、また彼女たち

のために作られたプログラム、政策、法律や、

彼女たちが率いるグループへの資金提供は、

ジェンダー平等への促進させるために不可欠

なものである。
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1. 
POVERTY

1.1 Proportion of the population living below the national poverty line yes, 1.2.1 World Bank and OECD

1.2 Proportion of employed women living under the international 
poverty line of $1.90 purchasing power parity (PPP) per day yes, 1.1.1

International Labour 
Organization (ILO)

1.3 The extent to which laws afford women and men equal and 
secure access to land use, control and ownership no

Women, Business 
and the Law (WBL)

1.4 Proportion of women who report feeling comfortable with their 
household income no Gallup

2. 
NUTRITION

2.1  Proportion of the population below minimum level of dietary 
energy consumption (per cent of population) yes, 2.1.1

UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) via 
World Bank

2.2  Food insecurity of women, based on the Food Insecurity 
Experience Scale (FIES) yes, 2.1.2 FAO

2.3 Prevalence of anaemia amongst non-pregnant women 
(aged 15-49 years) yes, 2.2.3 WHO

2.4 Proportion of women who report having had enough money 
to buy food that they or their family have needed in the past 12 
months 

no Gallup

3. 
HEALTH

3.1 Maternal mortality ratio (maternal deaths per 100,000 live births) yes, 3.1.1 WHO

3.2 Adolescent birth rate (births per 1,000 women aged 15-19 years) yes, 3.7.2 UNDP via World Bank

3.3 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) 
who have had their need for family planning satisfied with modern 
methods 

yes, 3.7.1
UN Population Division 
(UNPD)

3.4 Proportion of women who report they are satisfied with the 
quality of health-care in their area no Gallup

4. 
EDUCATION

4.1 Proportion of female students enrolled in primary education who 
are over-age no UNESCO

4.2  Expected years of schooling for females no UNDP

4.3 Proportion of young women (aged 15-24 years) not in education, 
employment or training (NEET) yes, 8.6.1 ILO

4.4 Proportion of women (aged 25+) with at least some secondary 
education no UNDP

5. 
GENDER 

EQUALITY

5.1 Proportion of women aged 15–19 years old who have been 
married no OECD

5.2  Proportion of women who report that, if in trouble, they have 
relatives or friends they can count on to help them whenever they 
need them  

no Gallup

SDG INDICATOR SOURCE
(Y/N), REF. NO.

SDG FRAMEWORK

INDEX AND INDICATOR FRAMEWORK
ANNEX 1



74  2022 SDG GENDER INDEX  ⸏⸏ 75

5.3 The extent to which there are legal grounds for abortion no
Center for Reproductive 
Rights

5.4 Proportion of seats held by women in national parliament yes, 5.5.1
IPU via United Nations 
Statistics Division 
(UNSD)

5.5 Proportion of ministerial/senior government positions held by women no IPU via World Bank

 
6. 

WATER

6.1 Proportion of population using at least basic drinking water 
services yes 6.1.1

WHO/UNICEF Joint 
Monitoring Programme 
(JMP) for Water, 
Sanitation and Hygiene

6.2 Proportion of population using at least basic sanitation services yes 6.2.1 WHO/UNICEF JMP

6.3 Proportion of women who report being satisfied with the quality 
of water in the city or area where they live no Gallup

7. 
CLEAN 

ENERGY

7.1 Proportion of population with access to electricity yes, 7.1.1 World Bank

7.2 Proportion of population with primary reliance on clean fuels and 
technology yes, 7.1.2 WHO

7.3 Proportion of women who are satisfied with the quality of air 
where they live no Gallup

 
 
 

8. 
WORK

8.1 Wage equality between women and men for similar work no
World Economic Forum 
(WEF) 

8.2 Proportion of women recognized as ‘contributing family workers’ 
(as a percentage of total employment for female employment) no ILO

8.3 Extent of freedom of association and collective bargaining rights 
in law yes, 8.8.2 ILO

8.4 Extent to which the country has laws mandating women's 
workplace equality no WBL

8.5 Proportion of women who hold a bank account at a financial 
institution yes, 8.10.2 World Bank via UNSD

 
9. 

INNOVATION

9.1 Proportion of women who have made or received digital 
payments in the past year no World Bank

9.2 Proportion of women satisfied with the quality of roads in the city 
or area where they live no Gallup

9.3 Proportion of women with access to internet service yes, 17.8.1
International 
Telecommunication 
Union (ITU)

9.4 Proportion of women in science and technology research 
positions yes, 9.5.2 UNESCO

SDG INDICATOR SOURCE
(Y/N), REF. NO.

SDG FRAMEWORK  
 
 
 

10. 
INEQUALITIES

10.1 Palma inequality ratio (the share of income of the richest 10% of 
the population divided by the share of income of the poorest 40%) no

United Nations University 
(UNU-WIDER)

10.2 Level of personal autonomy and individual rights and freedom 
from discrimination no Freedom House

10.3 Proportion of ratified human rights instruments regarding 
migration no

United Nations Treaty 
Collection (UNTC), 
ILO and International 
Organization for 
Migration (IOM)

10.4 Extent to which women can openly discuss political issues in 
private and in public spaces no V-DEM

10.5 Extent to which laws criminalize, protect or recognize sexual 
orientation and same-sex conducts no

International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association 
(ILGA)

 
11. 

SUSTAINABLE 
CITIES

11.1 Proportion of women who report that they did not have enough 
money for adequate shelter/housing in past 12 months yes, 9.4.1 Gallup

11.2 CO2 total emissions from fuel combustion in metric tons no
International Energy 
Agency (IEA)

11.3 Proportion of women who report they are satisfied with public 
transport in their area yes, 11.1.1 Gallup

11.4 Proportion of the urban population living in slums no UNSD

 
13. 

CLIMATE

13.1 Extent to which the delegation representing the country at the 
COP meeting is gender balanced no

Women’s Environment 
and Development 
Organization (WEDO)

13.2 Proportion of women who report they are satisfied with efforts to 
preserve the environment no Gallup

13.3 Level of climate vulnerability no
Notre Dame Global 
Adaptation Index (ND-
GAIN Index)

 
 

16. 
JUSTICE

16.1 Extent to which women have secure, equal and effective access 
to justice no V-DEM

16.2 Female victims of intentional homicide per 100,000 women yes, 16.1.1
United Nations Office 
on Drugs and Crime 
(UNODC)

16.3 Proportion of women aged 15+ years who report that they feel 
safe walking alone at night in the city or area where they live yes, 16.1.4 Gallup

16.4 Extent to which a state is viewed as legitimate, open, and 
representative no

Fund For Peace, Fragile 
States (FS) Index

 
17. 

PARTNERSHIPS

17.1 Military expenditure as a percentage of GDP no World Bank

17.2 Tax revenue as a percentage of GDP no World Bank

17.3 Extent to which a national budget is broken down by factors 
such as gender, age, income, or region no

International Budget 
Partnership (IBP)

17.4 Disaggregation of statistics no Open Data Watch

SDG INDICATOR SOURCE
(Y/N), REF. NO.

SDG FRAMEWORK
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MORE THAN JUST THE NUMBERS: 
ON BUILDING THE EM2030 SDG GENDER INDEX

ANNEX 2

Based on a conversation between Albert Motivans 
(EM2030’s Head of Data and Insights) and Angela 
Hawke (Report Writer and Editor)

The construction of the Index is about far 
more than the numbers. It is a complex 
process that spans the selection and 
engagement of potential partners, 
consultations with stakeholders and experts, 
the identification of relevant gender-related 
indicators, and then the long and painstaking 
task of finding data for most of the countries 
in the world. Too often, the data do not exist 
in a form that is current, disaggregated or 
comparable. And very often, the data do not 
exist at all. Spotting these gaps in the data, 
and promising initiatives that still do not cover 
many countries is, however, useful in itself. 
The question then is how or if those gaps 
can be filled and initiatives leveraged further. 
Sometimes you have to find out what is 
missing in order to go forward. 

A good number of the gender-related 
indicators in the Index are part of the ‘official’ 
SDG framework, where data quality is 
maintained by data custodians at the global 
level (like UN agencies). But far from taking 
indicators ready-made 'off the shelf', EM2030 
also creates indicators that are tailored 
specifically to track gender equality. Working 
with research and civil society partners, 
we find promising and rigorous global data 
collection efforts. We might find initiatives 
which frame gender issues with strong 
concepts and collect data but only for a small 
group of countries. Where we find data at 
the global level, we may need to develop 
the 'scoring rubric' with the partner, test it 
and, if that process succeeds, create a new 
indicator. And we do that across the SDGs.

The aim is to augment the SDG indicators, 
which rightly are chosen to capture 
development outcomes. For example,  

the SDGs aim to increase the proportion of 
children who are not only in school, but who 
are actually learning. This means setting 
the bar for data at a higher level, because 
simply counting the number of children in 
school is not sufficient. This also makes 
it harder to measure progress and means 
that gender-specific indicators are very 
spotty. However, our view is that we can’t 
wait for the data gaps to be addressed. We 
must also use the data we have, even if not 
perfect because we simply cannot wait until 
2030 to learn that countries are off-track on 
gender equality. Where there are gaps in the 
data, our quest is to find other indicators 
that can still signal progress – or the lack of 
it – even if, for example, progress related to 
a legal framework may be a necessary but 
not sufficient condition for achieving gender 
equality. 

The process can be intensive. The aim is also 
to make the SDGs more ‘gender smart’. Many 
of them make no mention of girls or women, 
and we find, build and analyse the indicators 
to fill that gap. We have to identify the relevant 
specialist partners/data producers. We have 
to work together to figure out what we are 
going to look for, and then go and look for it. 
We might find it, or we might not. If we do find 
it, we have to test it, and see if the data are 
out there. And then we have to do that across 
every SDG. We do not always succeed: as 
the Index shows, while there are a number 
of indicators on gender and the environment 
(including women’s views on water and air 
quality, the use of water and clean fuels 
in households, women’s representation in 
climate negotiations) we continue to search 
for robust gender data on the SDGs related 
specifically to the environment - (SDG 12 on 
sustainable consumption and production, 
SDG 14 on life below water and SDG 15 on 
life on land.)

Source:  2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.

Figure 27

CAPTURING THE BIG PICTURE OF GLOBAL GENDER EQUALITY: 
CONSTRUCTING THE SDG GENDER INDEX

Further information about the methodology underlying the SDG Gender Index is available on EM2030’s 
website at https://www.equalmeasures2030.org/.
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EARLY EVIDENCE ON THE IMPACT 
OF COVID-19 ON GENDER EQUALITY 

ANNEX 3

Access to sexual and 
reproductive health services
● Rutgers/Young Lives survey, April 2021:137 

- Online survey of 2,700 young people from 
Ghana, Indonesia, Kenya, Nepal, Uganda 
and Zimbabwe: one-third of young people 
reported that they were not able to access 
the family planning services they needed.

● Nair et al. study, September 2021:138 

- A study across five States in India finds 
significant increases in maternal health 
complications and maternal mortality due 
to sexual and reproductive health services 
access during the pandemic: rates of 
hospital admissions due to septic abortion 
were 56 per cent higher than pre-pandemic 
and there was a 23 per cent increase in 
deaths due to maternal complications.

Women in the labour force 
● ILO policy brief, July 2021:139 

- Globally, between 2019 and 2020, 
women’s employment declined by 4.2 per 
cent, representing a drop of 54 million jobs, 
while men’s employment declined by 3 per 
cent, or 60 million jobs.

- In 2021, women were still 25.4 
percentage points less likely to be in 
employment than men.

- In 2021, in Asia and the Pacific, men’s 
employment was projected to surpass its 
pre-crisis level, while women’s was likely to 
remain below its 2019 level.

● ECLAC brief, February 2021:140 

- The pandemic will lead to a reduction in 
women’s employment representing the loss 
of at least ten years’ progress.

- 56.9 per cent of women in Latin America 
and 54.3 per cent  in the Caribbean work in 
sectors that are expected to be hardest hit 
in terms of jobs and incomes.

Education and learning 
● Population Council, June 2021:141  

- Survey of nearly 4,000 adolescents living 
in urban settlements and rural counties in 
Kenya finds that 16 per cent of vulnerable 
adolescent girls compared to 8 per cent of 
adolescent boys did not return to school 
when schools reopened in the country in 
January 2021.

● UNESCO, March 2021:142 

- At the peak of the pandemic in April 
2020, schooling was disrupted for over 1.5 
billion learners in more than 190 countries.

- Projections suggest that 11 million girls 
might not return to school. Girls aged 12–
17 years are at particular risk of dropping 
out of school in low- and lower-middle-
income countries.

- Two-thirds of low- and lower-middle-
income countries have cut their education 
budgets since the onset of the COVID-19 
pandemic; cuts that are likely to adversely 
affect girls’ enrolment.

GBV and links between GBV 
and precarity/shocks
● Oxfam, November 2021:143 

- Findings from ten countries show an 
increase of between 25 and 111 per cent in 
calls to domestic violence or GBV helplines 
during the first months of the pandemic.

- Globally, only 0.0002 per cent of $26.7 
trillion of pandemic response funding 
opportunities was available to deal with 
GBV.144

● IRC report, October 2020:145  

- Survey in 15 countries finds that 73 per 
cent of refugee and displaced women 

reported increased domestic violence 
during the COVID-19 pandemic, and 51 per 
cent reported increased sexual violence.

The digital divide 
● UNICEF research, August 2020:146  

- At least 463 million – or 31 per cent – 
of schoolchildren worldwide cannot be 
reached by the digital and broadcast 
remote learning programmes that were 
enacted to counter school closures during 
the pandemic.

● GSMA report, June 2021:147  

- Across low- and middle- income 
countries, there are still 234 million fewer 
women than men accessing mobile 
internet.
- While COVID-19 restrictions and 
lockdowns have increased the need for 
connectivity, in some countries, there are 
early signs that the pandemic may be 
disproportionately and negatively impacting 
women’s handset ownership.
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BENIN  
2015: 44  
2020: 54   
Score change: +9  
2020 global rank: 117  

SDG 6 Access to clean water
SDG 9 Women’s use of digital banking; women's perceptions of road 
quality
SDG 13 Women in climate change leadership; women's perceptions of 
environmental policies 
SDG 17 Disaggregated statistics

SAUDI 
ARABIA  

2015: 56  
2020: 64  
Score change: +9  
2020 global rank: 92

SDG 1 Women’s perceptions of household income
SDG 6 Access to clean water; access to sanitation 
SDG 7 Women’s perceptions of air quality
SDG 8 Laws on workplace equality; women’s access to bank accounts 
SDG 9 Women’s access to internet; women’s perceptions of road quality 
SDG 13 Women in climate change leadership
SDG 16 Women's access to justice
SDG 17 Disaggregated statistics

ARMENIA  
2015: 67  
2020: 74  
Score change: +8
2020 global rank: 45

SDG 1 Women’s perceptions of household income
SDG 5 Women in parliament
SDG 8 Women’s access to bank accounts
SDG 9 Women's use of digital banking
SDG 13 Women in climate change leadership

NEPAL  
2015: 58  
2020: 64  
Score change: +7  
2020 global rank: 94

SDG 1 Women’s land rights
SDG 5 Women in parliament
SDG 6 Access to sanitation
SDG 8 Laws on workplace equality
SDG 17 Transparent national budgets

EGYPT  
2015: 57  
2020: 62  
Score change: +6  
2020 global rank: 96

SDG 5 Women in parliament; women in ministerial posts
SDG 8 Laws on workplace equality; women's access to bank accounts 
SDG 9 Women's use of digital banking; women's access to internet 
SDG 13 Women in climate change leadership
SDG 17 Disaggregated statistics

MOLDOVA  
2015: 67  
2020: 72  
Score change: +5  
2020 global rank: 52

SDG 5 Women in ministerial posts
SDG 8 Laws on workplace equality; women's access to bank accounts
SDG 9 Women's use of digital banking; women's perceptions  
of road quality
SDG 13 Women in climate change leadership
SDG 16 Women’s access to justice; female victims of homicide  

TAJIKISTAN  
2015: 61  
2020: 66  
Score change: +5  
2020 global rank: 82 

SDG 3 Women’s perceptions of quality of health care
SDG 6 Women’s perceptions of water quality
SDG 8 Women's access to bank accounts 
SDG 9 Women's use of digital banking
SDG 16 Women's access to justice

COUNTRY DRIVERS OF PROGRESS  (GOAL AND ISSUE)INDEX SCORE, CHANGE 
AND GLOBAL RANKING  

THE TEN FASTEST-MOVING COUNTRIES  
FROM 2015 TO 2020 AND ISSUES  
WHERE SCORES INCREASED THE MOST 

ANNEX 4

IRAQ  
2015: 46  
2020: 51  
Score change: +5  
2020 global rank: 122  

SDG 6 Access to sanitation
SDG 8 Laws on workplace equality; women's access to bank accounts
SDG 9 Women's use of digital banking; women's access to internet
SDG 17 Disaggregated statistics

UNITED ARAB 
EMIRATES  

2015: 71  
2020: 76  
Score change: +5  
2020 global rank: 42    

SDG 5 Women in parliament 
SDG 8 Laws on workplace equality 
SDG 9 Women's use of digital banking
SDG 13 Women in climate change leadership

SENEGAL  
2015: 50  
2020: 55  
Score change: +5   
2020 global rank: 113  

SDG 3 Access to family planning; women’s  perceptions of quality of 
health-care    
SDG 8 Laws on workplace equality; women's access to bank accounts
SDG 9 Women's use of digital banking
SDG 13 Women in climate change leadership; women's perceptions of 
environmental policies; climate vulnerability
SDG 17 Disaggregated statistics

COUNTRY DRIVERS OF PROGRESS  (GOAL AND ISSUE)INDEX SCORE, CHANGE 
AND GLOBAL RANKING  

Source:  2022 SDG Gender Index, Equal Measures 2030.Note: The difference in subtracting the 2020 score by the 2015 score 
may not always equal the score change due to rounding.
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