
思春期における性
と生殖に関する健
康と権利(SRHR ): 
本当の選択・本当の生
き方（自分の人生を自分
で選択するために） 
コホート調査からの洞察 



ベトナムの学校に
通学する10代の女
の子。
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ウガンダの女の子が、
販売用の豆を収穫して
いる様子
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2007年以来、質的縦断調査である「本
当の選択、本当の人生」（RCRL）は、世
界９カ国で女の子とその家族の人生を
追跡している（図1参照）。2021年に
は、118人の女の子1とその家族
が、2006年の彼女たちの誕生以来、こ
の追跡調査に参加している。 

この調査は、女の子たちが18歳になる2024年12月まで
データ収集を続ける予定である。その目的は、女の子と
その家族の視点を通して、女の子の生活や人生の可能
性に影響を与える社会的、経済的、文化的、制度的な
要因を記録することである。この調査では、真摯に取り
組んでおり、ジェンダーに基づく社会規範や行動がどの
ように形成され、保たれているか、あるいは時間ととも
に変化しているかを明らかにするために、彼らの信念、
価値観、期待について質問をしている。

この14年間蓄積された調査データにより、女の子たち
のライフサイクルおよび彼女たちの人生を形作る選
択、決断、現実について独自の洞察を生み出してい
る。この調査の対象となる女の子たちは、現在、思春
期後期を迎えている。世界中の女の子にとって、思春
期は特に傷つきやすく、性役割による期待が顕著にな
る時期である。コホート調査の女の子たちも、他の多く
の女の子と同様に、初潮を迎えたら立ち振る舞いを変
えるように保護者から期待されていた。このような期待
からうかがえるのは、特に女の子の性と生殖に関する
健康と権利（SRHR）に関連して、保護者が女の子に
とってこの思春期の数年間が他に類のない脆弱な時期
であると十分に認識していないことである。

01 SRHRの定義

1. プラン・インターナショナルは、ジェンダーは様々な局面を持つ概念であり、人々のアイデンティティや自己表現に様々な形で影響を与えるとともに、ジェンダー自認は男性と女性という
二元論ではないことを理解している（ただし、この調査では「女の子」は包括的な用語として使用されている）。その上で、当調査の参加者のほとんどは、出生時に、体の性的特徴に基
づき女性として割り当てられた。 

性と生殖に関する健康と権利に関する
Guttmacher-Lancet委員会は、SRHRを「単
に疾病、機能障害、虚弱がないというだけ
ではなく、性と生殖のあらゆる局面で、身体
的、感情的、精神的、社会的に良好な状態
にあること」と定義している。すべての個人
は、自分の身体に関して自ら決断する権利
を持ち、その権利の実現に必要なサービス
を受ける権利がある。性と生殖に関する健
康の実現は、次のような個人の人権に基づ
く性と生殖に関する権利のすべての達成に
かかっている： 

• 自分の身体は自分のもので
あり 、プライバシーや個人の
自主性が尊重されること

• 自分の性的指向、性自認、性
表現を含めたセクシュアリ
ティについて自由に定義でき
ること

• 性的な行動をとるかとらない
か、とるなら、その時期を自
分で決められること

• 自由に性のパートナーを選べ
ること

• 性体験が安全で満ち足りたも
のであること

• いつ、誰と、結婚するか、それ
とも結婚しないかを選べること

• 子どもを持つかどうか、持つと
したらいつ、どのように、何人
の子どもを持つか選べること

• 上記に関して必要な情報、資
源、サービス、支援を生涯に
わたって得られ、これらに関
していついかなる時も差別、
強制、搾取、暴力を受けない
こと

森の中で果物を探し
ているカンボジアの15
歳の女の子とその弟

© Plan International
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思春期のSRHR（Box 1に定義）2に関する調査では、
多くの中低所得国において、健康格差とジェンダー格
差は縮まっておらず、大きな進展がないことが強調さ
れている3。 健康格差およびジェンダー格差の是正に
より、女の子はSRHRに反した結末を迎えるリスクを
低減することができる。思春期の若者のSRHR実現
には、子どもの一生の健康に保護者やその家族が影
響を与えることにより注意を払い、思春期はその絶好
な機会だと認識する必要がある。保護者は、思春期
の若者の態度や考え方を形成する上で中心的な役
割を果たし、また幼年期や思春期の子どもがジェン
ダー規範を学ぶ際に重要な役割を果たす。したがっ
て、保護者を通じて、子どもの社会規範やジェンダー
規範の揺るぎないものにしたり、また従来の規範に挑
戦することは、効果的な方法である4。

調査対象諸国では、家庭でもコミュニティでも不平等
なジェンダーの力学が存在する。プラン・インターナ
ショナルの分析結果によると、女の子のSRHRに関
する行動への社会的な期待により、従来の社会規範
やジェンダー規範が固定化している。また、それらの
規範により強制的に、女の子は性役割期待に沿った

2. Starrs, A.M., Ezeh, A.C., Barker, G., Basu, A., Bertrand, J.T., Blum, R., Coll-Seck, A.M., Grover, A., Laski, L., Roa, M., Sathar, Z.A., Say, L., Serour, G.I., Singh, S., Stenberg, 
K., Temmerman, M., Biddlecom, A., Popinchalk, A., Summers, C., Ashford, L.S. (2018) ‘Accelerate Progress – sexual and reproductive health and rights for all: report of the
Guttmacher-Lancet Commission.’ The Lancet 391: 2642-92, https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)30293-9.pdf, accessed 19 May 2022

3. Santhya, K.A., Jejeebhoy, S.J. (2015) “Sexual and reproductive health and rights of adolescent girls: evidence from low- and middle-income countries”. Global Public 
Health 10: 189–221

4. Cherewick, M., Lebu, S., Su, C. et al. (2021) “Adolescent, caregiver and community experiences with a gender transformative, social emotional learning intervention”. Int 
J Equity Health 20, 55, https://doi.org/10.1186/s12939-021-01395-5

行動をしているかを社会的に監視され、またこの期
待に背いたときに恥やタブーを通じて社会的制裁を
科される。

保護者の女の子へのSRHRに関するアプローチは、
保護者自身の人生経験、特に早すぎる結婚や妊娠
にまつわる経験、にしばしば影響される。しかし、そ
のアプローチは、保護者と女の子が性と人間関係を
めぐるオープンな対話ではなく、妊娠やジェンダーに
基づく暴力（GBV）から身を守る責任を女の子たちに
押しつける保護的なアプローチであり、このようなコ
ミュニティに内在する有害な規範はさらに長続きす
る。SRHRに関する詳細で意味のある対話の欠落に
より、女の子たちは自分自身の性と生殖に関する健
康（SRH）について何も知らず、どのように行動すべ
きかわからずにいる。結果、女の子はしばしば意図
しない妊娠をしたり、早すぎる結婚や婚姻、またGBV
被害に遭いやすくなっている。 

ブラジル北東部のサン・ルイスで
通学中の女の子

© Plan International
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図１      本当の選択、本当
の生活・コホート調査 地図



注記号
m 他国へ移住 
L 中途退学 
D 死亡 

ベトナム

Chau
Hang
Hoa

Huong
Kieu
Kim
Ly

Nguyet
Nhi

Oanh
Quynh

Sen
Tan
Thi

Thom
Tien

Trinh
Uyen
Yen

Mai l

ウガンダ

Amelia
Beti

Dembe
Jane
Joy

Justine
Miremba
Namazzi
Nimisha
Rebecca
Sheila
Shifa
Sylvia

Achen m  
Nasiche D

brazil

Amanda
Bianca
Camila

Fernanda
Juliana
Larissa
Natália
Sofia

Catarina m

Elena m

Florencia m

Margarida m

Pietra m

Sancia m

Tatiana m

Beatriz l

Feliciana l

Luiza l

Patrícia l

Valentina l

DOMINICAN
REPUBLIC

Chantal
Dariana
Griselda
Katerin
Leyla

Madelin
Nicol
Raisa

Rebeca
Saidy

Sharina
Valerie
Oria m

Ana l

Cara l

Be ナン
ウガンダ

BRAZIL

TOGO

DOMINICAN
REPUBLIC

フィリピン

EL
SALVADOR

Bessy
Doris

Gabriela
Gladys
Hillary
Karen
Mariel
Raquel

Rebecca P
Stephany

Susana
Valeria

Andrea l

フィリピン

Chesa
Christine

Darna
Dolores
Jasmine
Jocelyn

Kyla
Mahalia
Maricel
Melanie
Michelle

Reyna
Rosamie
Rubylyn
Angela m

Nicole D

カンボジア

Bopha
Davy

Kannitha
Leakhena

Lina
Mony
Nakry

Reaksmey
Roumany
Sothany
Kanya m

Mealea m

Sokhana m

Puthea l

togo

Anti-Yara
Ayomide

Azia
Djoumai

Essohana
Fezire
Folami

Ladi
Larba
Lelem

Mangazia
Nana-Adja
Nini-Rike

Reine

Tene
Ala-Woni m

Anti 
mAria m

Dofi m

Esi m

Melyah m

Omorose m

Adjoa l

Iara l

Aisosa D

Isoka D

Izegbe D

b ナン

Alice
Annabelle
Barbara

Catherine
Eleanor
Isabelle

Jacqueline
Layla

Margaret
Thea

Ianna m

Elaine m

Elizabeth m

Omalara D

Lillian D

ベトナム

カンボジア
EL SALVADOR

 7  plan-international.org 

01  |  INTRODUCTION



 8  plan-international.org 

01  | はじめに

 1.1  調査の目的と対象

本報告書は、性教育、思春期、月経、恋愛関係、思春
期の妊娠、早すぎる、強制された結婚(CEFMU)、GBV
などSRHRの主要分野におけるジェンダーや社会規範
について、女の子とその保護者の両方の視点から理
解することを目的としている。本報告書では、縦断的分
析を用いて、調査対象国の女の子たちが15歳になる
2021年までの結果を取り扱っている。

また報告書は、社会規範やジェンダー規範の理論に関
する文献の概要、思春期のSRHRにおける規範の重
要性、および調査対象各国におけるSRHRの概要を示
している。本報告書の「調査結果」では、RCRLインタ
ビューに焦点を当て、女の子とその保護者がSRHRに
ついてどのようにアプローチし、会話しているかを明ら
かにし、そのアプローチに影響を与える社会的・ジェン
ダー的規範を特定する。 

 1.3  プラン・インターナ
ショナルのSRHRに関
する活動

過去10年にわたり、プランはユースのSRHRに
関する活動を発展させてきた。プランは、包括的
な性教育や、思春期やジェンダーに対応した
SRHRサービスを支援している。プランの活動
は、セックス・ポジティブ、ジェンダー・トランス
フォーメーション、包摂性の原則に裏打ちされて
いる。そして女性のセクシュアリティをコントロー
ルする不平等な力関係の転換などの持続可能
な変化に貢献するため、ジェンダー不平等の根
本原因に取り組んでいる。ウガンダで唐辛子を摘むユース女性 

© Plan International

 1.2  調査課題
調査課題は以下の通り。 

規範やジェンダー規範はどのようなもので、01 思春期の女の子のSRHRに影響を与える社会

女の子にどのような影響を与えるか。

02 これらの社会規範やジェンダー規範は、女の子
たちやその保護者の生涯を通じて発展するか、
またそれはどのように発展するか。

SRHRに関する信念、態度、知識は、思春期
の女の子とその保護者の間で違いがあるか。

コミュニケーションにおいて、社会規範やジェン03 保護者と思春期の若者の間のSRHRに関する

ダー規範はどのような役割を担うか。
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調査方法 
02

カンボジアで自転車通学をする女の子たち
© Plan International
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 2.1   データ収集
調査のためのデータ収集は毎年行われている。プラ
ンの各国事務所のうち、女の子たちが暮らすコミュニ
ティで活動するチーム、またはその地域まで足を運ぶ
ことができるチームによるインタービューを通じた
データ収集が行われている（付録1 Detailed location
information for cohort girlsを参照）。

インタビューは、参加型で年齢に応じた手法で行わ
れ、女の子が6歳になるまでは女の子の保護者への
半構造化インタビューで、2012年（女の子が６歳に
なった年）以降は女の子に直接インタビューする方法
で行われた。調査の主な対象は、女の子とその近親
者である。しかし、社会規範やジェンダー規範を理解
するために、この調査はより広範なエビデンスも考慮
し、女の子及びそのコミュニティ、広範の影響の分析
も取り入れた。

2009 年にはブラジル、ウガンダ、フィリピンで、2010 
年にはベナン、トーゴ、ベトナムで、調査対象の女の
子の親族や隣人かつ思春期の若者を対象とした
フォーカス・グループ・ディスカッションを実施し
た。2011年には、調査対象国の一部の男性の保護
者を対象にした「ライフヒストリー」というデプスインタ
ビューを行った。また、2012年には、女性保護者にも
同様のインタビューを実施した。

また、インタビューと並行して、世帯構成や生計、世
帯員の教育状況などを把握するための簡易調査も
行った。プランは、毎年、主要な調査ツールを新たに
探究するテーマや新しい活動の導入のために再設
計しているが、本調査の主要テーマである教育、保
健とSRHR、家庭と家族の力学、社会的ネットワー
ク、ジェンダー規範に関する質問は常に調査に含ん
でいる。2021年の調査ツールには、主要テーマとし
てCOVID-19の大流行が女の子とそのコミュニティに
与える影響や、インターネットとソーシャルメディアの
利用に関する質問も取り入れ、女の子と保護者への
半構造化インタビューに使用した。また、紙のカード
を使用し、コミュニティにおける女の子の参加と意思
決定、CEFMU、家庭内暴力に関する態度や経験に
ついて話し合った。 すべての回答者（保護者と女の
子）は、10項目の態度で回答した。

インタビューの書き起こしは各国のフォーカルポイント
が行っている。翻訳は国によって異なる（プラン国際本
部がスペイン語とフランス語のインタビューの翻訳を担
当し、その他の言語の翻訳は各国のフォーカルポイン
トが担当している）。書き起こしのコード化およびその
後のデータ分析は、この調査に携わるプラン国際本部
チームが行っている。

調査対象の女の子の所在地
ウガンダとトーゴの女の子たちは、世界銀行の分類に
よると、低所得国に住んでいる5。その他の調査対象
の女の子の大半は、低中所得国（ベニン、エルサルバ
ドル、フィリピン、ベトナム、カンボジア）に暮らしている
6。ドミニカ共和国とブラジルの女の子たちは、上位中
所得国に住んでいると分類されている7。ただし、この９
カ国の調査対象にある女の子は、皆それぞれの国の
中で最も貧しい世帯の中から抽出されたものである。
調査対象の女の子の詳しい位置情報は、付録１：表３
を参照。

5. 世界銀行の定義で、2020年の１人あたりの国民総所得が年間1,045ドル以下の国。

6. 世界銀行の定義で、2020年の１人あたりの国民総所得が年間1,046ドルから4,095ドルの国。

7. 世界銀行の定義で、2020年の１人あたりの国民総所得が年間4,095ドルから12,695ドルの国。

フィリピンで雨をしのぐ女子生徒たち
© Plan International
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図２  健康を持続させる花: 社会規範が与える影響および変化の社会生態学的
統合フレームワーク8

社会
例：社会的＆ピアネットワーク、家

族構成、社会的資本＆サポート、ポ
ジティブな逸脱者（社会規範に例外
をもたらす人間を指す。自主的に問
題を回避したことのある人間で、解
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組織
例：政策・法律、教育制度、政府
の仕組み、経済政策、宗教上の
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インフラストラ
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8. Institute for Reproductive Health (2017) The Flower for Sustained Health: An integrated socio-ecological framework for normative influence and change: A Working 
Paper. Learning Collaborative to Advance Normative Change. Washington, D.C.: Georgetown University.

 2.2  概念的枠組み 
1.2節で概説した３つの調査課題に取り組みにあたり、図2「健康を持続させる花: 社会規範が与える影響および変化
の社会生態学的統合フレームワーク」を適応し、特に思春期の女の子を取り巻く社会生態学的な状況に焦点を当て
た（図３）。 
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 図３ 適応された概念フレームワーク

まず、このフレームワークを用いて、社会文化的要因

に分類される家族・ピア（仲間）、社会、地域、思春期の

女の子がそれぞれ社会規範やジェンダー規範に影響

を与え、（互いに）影響受け合い、そうすることにより最
終的に思春期の女の子のSRHRへの影響を強めてい

ることを説明した。

それぞれの円は社会生態学的なカテゴリーである。社

会のカテゴリーには、政策と規制、組織、サービスとイ

ンフラストラクチャー、メディアと技術などが含まれる。

コミュニティのカテゴリは、情報とコミュニケーション、知

識源、安全な公共スペースへのアクセスから構成され

ている。家族・ピア（仲間）のカテゴリーには、家族形

態、ソーシャルサポート、コミュニケーション、ピア（仲
間）による影響/サポート、家族による影響/サポートが

含まれる。思春期の女の子のカテゴリーは、自己効力
感/自信、個人の願望、知識とスキル、信念や態度や
価値観、身体の発達と年齢、社会規範とリスクへの意
識で構成されている。

第二に、思春期の女の子は、これらの社会生態学的
要因や社会規範及びジェンダー規範の影響を受けけ
ながら、同様にそれらに影響を与えることもでき得るこ
とに留意した。このフレームワークは、社会規範やジェ
ンダー規範が社会生態系に組み込まれ、それが思春
期の女の子のSRHRに影響を与えることを示している。
分析フレームワークのデータソースの全リストは、付
録２：表４を参照。
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 2.3  分析手法

2.3.1 文献調査
文献レビューは、包含基準と除外基準を適用し、データベース検索、文献トレース、雪だるま式調査と幅広い文献
検索方法で行われた（表３参照）。科学論文や雑誌の記事は、EBSCOとGoogle Scholarを使用し検索した。また、
あらかじめ定義された検索文字列に基づき、思春期とSRHR、社会規範やジェンダー規範に関する関連論文を更
に検索した9。重複した論文や記事を除した後、関連性と包含・除外基準に基づき、論文のタイトルと抄録をまずス
クリーニングした。

 表１  包含基準および除外基準

項目 包含基準 除外基準

人口 ブラジル、エルサルバドル、ドミニカ共和国、ベナン、トーゴ、
ウガンダ、カンボジア、フィリピン、ベトナム11の10～19歳の思
春期の女の子10

欧州、北米、オセアニアの先
進国に関する調査

出版物の種類 査読付き論文、文脈上の灰色文献、ワーキング
ペーパー

研究調査デザ
インと方法

質的または混合的方法による研究調査 

日付 • 2011年以降、2021年12月までに発表された論文

• 灰色文献は2016年以降、2021年２月までのものを含む

2010年以前に発表さ
れた論文

使用言語 英語、スペイン語、フランス語

9. 検索文字列1: TIAB = (“SRHR OR sexual health OR sex OR reproductive health OR adolescent health OR family planning OR menstrual health AND child* OR adolescen* AND girl OR 
female* OR young wom*n) Search String 2: TIAB = (Social norm* OR gender norm* AND SRH OR “sexual reproductive” and health OR SRHR OR “sexual health” OR “sex OR reproductive 
health” OR “adolescent health” OR “family planning” OR “sexual activity” OR “Sexual education” OR relationship OR “romantic relationship” OR sexual relationships AND child* OR 
adolescen* AND girl OR female* OR young wom*n). なお、いくつかの検索キーワードはSRHRの分野ごとに分け、より正確に検索できるようにした。 adolescen* AND girl OR female* OR 
young wom*n). Please note some key search terms were broken down into different areas of SRHR to allow for more accurate searching.

10. 年少または年長の男の子・ユース男性に関する文献について、思春期の女の子も母集団に含まれる場合はその文献も調査対象とした。

11. 全体として、RCRL諸国の文献を優先的にレビューするようにしたが、ある特定の文脈についてのデータが足らない場合には、類似の文脈からデータを得た。

洗濯するベナンの女の子たち
© Plan International
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 図４  文献検索と適格性評価の結果12

12. Based on: Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. (2009) “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA 
statement”. BMJ 339 :b2535 doi:10.1136/bmj.b2535

灰色文献より、通常の文献検索では見つからないデー
タを特定でき、またRCRL各国のSRHR政策状況の
データ概要を得た。また、インターネットにて、SRHRや
規範に関するウェブサイトを検索し、関連する調査や報
告書を探した。これには以下のものが含まれる（ただ
し、これらに限定されない）: ODI GAGE (ジェンダーと
思春期: グローバル・エビデンス)、WHO (世界保健機
関)、IPPF

(国際家族計画連盟)、The Sexual Rights 
Database、国連人口基金 (UNFPA)、国連児童基金 
(ユニセフ)、Guttmacher Institute、プラン・インター
ナショナルおよびOxfam。
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2.3.2 一次データ分析
NVivoは、コホート調査のデータ保存、分類、分析に使
用されるソフトウェアである。2007年から2021年にか
けて行われたデプスインタビューの記録は、すべてあら
かじめ定義されたコードブックに照らし合わせて、調査
に関するさまざまなテーマのカテゴリーに分類され、
コード化されている。このコードブックは、新たに調査
テーマが加わる都度、コードを追加したり、削除するこ
とで、発展・変化を遂げてきた。毎年、本調査に参加す
るコーダーはトレーニングを受け、コーディングの手引
きを参考にしながら、RCRL 調査チームと定期的に
コーディングについて確認し合っている。全コーダーに
より、調査対象のそれぞれの女の子に関するメモや、
その年々のデータに基づいた国別報告書、およびデー
タ品質報告書が作成される。 異なるコーダー間のコー
ディングの一貫性をチェックするためにカッパ係数の計
算が用いられた。

この調査は、女の子の成長に合わせたライフ・サイク
ル・アプローチに基づき、データを分析した。保護者の
記録は2007年から 2021年まで、女の子の記録は
2013年から2021年までである。なお、2017年以降（女
の子が思春期初期に達する頃）は、SRHR に関する
データが増えている13。

分析を行うにあたり、NVivoの複合クエリを最初に実
行した。例えば、テキスト検索クエリと「振る舞いに対
する期待の変化＋SRHR教育」のようなコーディング
クエリを組み合わせ、その後、データを読み込み、分
類し、分析した。いくつかのテーマ領域について、コー
ディングクエリを実施し、関連するデータを読み、分類
し、分析した。コーディングクエリによるデータによる
違いがないか、時折テキスト検索クエリにて確認し
た。クエリで得られた結果は、SRHRの主要分野に分
類され、概念フレームワークに照らし次の3つに分類
した。

1) 規範や潜在的規範の存在（経験に基づく規範、規範
となるべき規範、制裁の議論）;
2) 規範に影響を与えうる態度や信条; 3) 社会規範を
形成、施行、変化させる可能性のある社会生態学的
要因。

 2.4  制限事項 
データ収集、データ分析、文献調査においては、考慮す
べき制限事項がいくつかある。まず、この調査は、複数
の国で行われるため、調査対象のデータに限定される
ことで、調査対象国全体のデータの一貫性に限界があ
る。３大陸の９カ国からデータを集めることで、世界中の
同じ年齢の女の子の現実を比較する特別な調査であ
る。しかし、異なる９つの文化的背景を持つ女の子の
データを比較分析するにあたっては、慎重な考慮が必
要となる。そのことから、各国の調査チームは、調査
ツールがそれぞれの文化的背景にできるだけ適合する
ように、調査ツールを調整した。また、データを分析する
にあたり、データを現地の言語から英語に翻訳すること
で、現地の言語における微妙な意味合いが失われる可
能性がある。現地オフィスのフォーカルポイントに助言
を求めながら、このリスクを可能な限り低減することに
努めた。

また、長期的に見ると、調査対象の女の子やその家族
とインタビュアーは、前年と同じ人物とは限らない。調
査チームが調査対象者と面識があり、以前から調査に
携わっている場合、そうでない場合よりもデータの質が
高いことは、データから明らかである。また、調査ツー
ルは、女の子の年齢や新しい調査テーマ領域に適合
するよう、毎年再設計される。つまり、調査おいて、毎
年同じ質問が繰り返されるのではなく、年ごとに異なる
主要なテーマ領域が議論され、それが結果としてデー
タの縦断的分析に影響を与える可能性がある。

13. これは、インタビューにおいて、女の子や保護者へSRHRに関する直接的な質問が含まれていたためである。

トーゴの市場でホウレ
ンソウを売る女の子
© Plan International
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女の子とその家族の両方から収集された質的・縦断的
データは貴重なものだが、何人か女の子については、
保護者となる回答者が年ごとに異なる場合がある。こ
れは、女の子の生活環境の変化や、インタビュー時の
家族の都合によると考えられるが、それにより、縦断的
な分析に制約が生じている。しかし、異なる家族の視点
により、女の子の現実について更なる洞察を得ることも
できる。本調査では女の子の声を優先し、男の子の視
点は直接的には捉えていないため、ジェンダー分析に
限界がある。本報告書の分析では、この限界を認識
し、女の子とその保護者のみが語る男の子への社会
的期待、行動、価値観を論じる。

すべてのデータは、毎年同じコードブックであるNVivo
を使用しコーディングしているが、コーダーが年々異な
るため、コーディングの一貫性に一定の影響を与える
可能性がある。調査者は、できるだけ毎年同じように
コードブックを使用するようにトレーニングを受けてい
る。しかし、質的データの分析は、常にあるレベルの主
観的な解釈によって制限される。

すべてのデータは、毎年同じコードブックであるNVivo
を使用しコーディングしているが、コーダーが年々異な
るため、コーディングの一貫性に一定の影響を与える
可能性がある。調査者は、できるだけ毎年同じように
コードブックを使用するようにトレーニングを受けてい
る。しかし、質的データの分析は、常にあるレベルの主
観的な解釈によって制限される。

 2.5  倫理・セーフガーディング
この調査プロジェクトは、プラン・UKにより、プラン・グ
ローバル・ハブの倫理審査委員会の承認を得た。ま
た、社会調査において倫理承認が必要な国、すなわち
ブラジルとウガンダでは、現地での倫理承認を得た。現
在進行中の RCRL 研究については、ブラジルの
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales大
学（FLACSO）およびウガンダのマケレレ大学を通じ
て、現地での倫理承認を得ている。

すべての調査活動は、プランの倫理およびプライバ
シー保護に関する規程と手続きに沿って実施される。
この調査を行う者は、厳格な行動規範の遵守が求めら
れ、データ収集前に全員が調査ツール、倫理、プライ
バシー保護に関するトレーニングを受けた。また、調査
には守秘義務、匿名化、インフォームド・コンセントの
原則が適用された。保護者には毎年インフォームド・
コンセント得ており、また女の子にはインフォームド・ア
セント（インフォームド・コンセントを与える能力に欠くと
客観的に判断される調査対象者（未成年）が、調査に
関して、その理解力に応じたわかりやすい言葉で説明
を受け、当調査の実施を理解し、賛意を表すこと。当調
査では６歳以上の女の子を対象とした）を得た。

プランは、子どもと若者のセーフガーディングと保護の
実践を２段階で行っている。まず、調査を行う者は、女
の子のセーフガーディングに関する疑いが生じた場
合、即座に、プランの各国事務所の子どもの保護担当
者に報告する。報告を受けた担当者はその国の適切
な手続きに従って対処する。その他、子どものセーフ
ガーディングおよび保護が見過ごされぬよう、調査
データのコーディングを行う分析チームは、RCRLの研
究チームが各国事務所の子どものセーフガーディング
や保護に関する疑いがないことを確認するために送付
している子ども保護報告書を記入している。

調査データの取り扱いおよび分析チームへの調査
データの転送には、プライバシー保護対策が更に施さ
れている。各国事務所チームは、インタビューの録
音と書き起こしをRCRL研究チームに送り、研究チー
ムはすべてのデータを匿名化する（実名を仮名に変更
し、地名を削除するなど）。女の子の名前には本名の
代わりに仮名が使われ、家族を指す場合は「マリセル
の母」「マリセルの姉」といった言葉が使われる。各国
事務所には、データ収集に使用した機器から録音や転
写データをすべて削除するよう要請している。
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03

ブラジルでサッカークラブ「La League」の活動に参加する女の子たち。-「La League」プロジェクトは、10代の妊娠や結婚を防
ぐという観点から、思春期の女の子たちのエンパワーメントを目的としている。
©Plan International
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 3.1  社会規範、ジェンダー 
規範に関する文献の概要
社会規範とは何か、なぜ人はそれを遵守するのか、につ
いて探求する大規模かつ学際的な文献が存在する。し
かし、社会規範とは何か、そして社会規範がどのように
行動に影響を与えるかについて、（分野間、分野内の）コ
ンセンサスは限られている。本報告書では、Cislaghi 
and Heise（2020）の定義を出発点としたい。 「社会規範
とは、ある社会または集団の人々が共有する行動の
ルールであり、その集団のメンバーにとって正常で許容
できる行動とみなされるものを定義する」14。

Bicchieri（2005）の社会規範の定義によれば、社会規
範を構成するいくつかの重要な要素があり、特に、社
会規範は経験的期待（他人がしていると思うこと）と規
範的期待（他人が私にするよう期待していると思うこと）
から構成されている15。Bicchieriは、他のほとんどの人
が規範を遵守し、自分が遵守することを期待している
（適合しなければ不承認となる）という意味で、経験的
期待と規範的期待の両方があれば、人は社会規範を
遵守すると述べている 16。もうひとつ重要なことは、社
会規範は社会的な意味合いを持つということである。
つまり、社会規範に従えば報酬が得られ、従わなけれ
ば制裁を受けるということである17。

14. Cislaghi, B. and Heise, L. (2020) ‘Gender norms and social norms: differences, similarities and why they matter in prevention science.’ Sociology of Health & Illness 42(2), 
ISSN 0141-9889, pp. 407–422 doi: 10.1111/1467-9566.13008, accessed 9 December 2021.

15. Bicchieri, C. (2005) The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms. Cambridge: Cambridge University Press. Doi:10.1017/CBO9780511616037, 
accessed 15 December 2021.

16. Ibid.
17. Mackie, G., Moneti, F., Denny, E. and Shakya, H. (2015) “What are social norms? How are they measured?” Working Paper, accessed 21 December 2021.
18. Bicchieri, C. (2005) The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms. Cambridge: Cambridge University Press, doi:10.1017/CBO9780511616037, 

accessed 15 December 2021.
19. Prentice, D.A. and Miller, D.T. (1996) “Pluralistic Ignorance and the Perpetuation of Social Norms by Unwitting Actors”, 28, 161–209, accessed 14 December 2021.

多くの文献は、規範を個人の態度とは別のものとし
て、またしばしば対立するものとして概念化してい
る18。この違いは、あることを望んでいたとしても、
規範を遵守するために自分の考えと反対のことを
する人もいるので、注目すべき重要な点である19。
この報告書では、個人が一般的な規範を繰り返し
発しているように見えたり、あるいは、家族やより広
いコミュニティと一致しない可能性のある個人的な
態度を表明していると思われる場合について考察
している。 

態度 » 私が信じていること

経験的な期待／

記述的な規範
» 私が他人がすると

                               思うこと

規範的期待／

拘束的規範 » 他人が私に期待して

                             いると思うこと

ウガンダの学校に通う女の子たち
©Plan International
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20. Tenenbaum, H.R., Leaper, C. (2002) “Are parents’ gender schemas related to their children’s gender-related cognitions? A meta-analysis”. Developmental Psychology, 
38(4), 615–630. https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.4.615, accessed 6 December 2021.

21. Connell, R. and Pearse, R. (2014) “Gender Norms and Stereotypes: A Survey of Concepts, Research and Issues About Change”, UN Women Expert Group Meeting 
“Envisioning women’s rights in the post-2015 context”, New York, accessed 6 December 2021.

22. Cislaghi, B. and Heise, L. (2020) op. cit.
23. West, C. and Zimmerman, D.H. (1987) “Doing Gender”. Gender & Society, 1(2), pp.125–151, accessed 6 December 2021
24. Kågesten, A., Gibbs, S., Blum, R.W. et al. (2016) “Understanding factors that shape gender attitudes in early adolescence globally: a mixed-methods systematic review”, 

PLoS ONE 11(6): e0157805.
25. Blakemore, S.J. and Mills, K.L. (2014) “Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing?” Annual Review of Psychology 65(1): 187–207
26. The Social Norms Learning Collaborative (2021) Monitoring Shifts in Social Norms: A Guidance Note for Program Implementers. April 2021. Washington, D.C.
27. Gender norms definition taken from ALIGN website, “About Norms”, https://www.alignplatform.org/about-norms, accessed 4 January 2022.
28. Cislaghi, B. and Shakya, H. (2018) “Social Norms and Adolescents’ Sexual Health: An Introduction for Practitioners Working in Low and Mid-income African countries”. 

African Journal of Reproductive Health, 22(1). pp. 38-46. ISSN 1118-4841.

02 社会規範・ジェンダー規範の定義3.1.1 ジェンダー規範
文献によれば、ジェンダー規範は社会規範のサブセッ
トである。ジェンダー規範の言説には、4つの重要な特
徴がある:

01 ジェンダー規範は、幼少期に社会化の過程を通

じて学習される20 。その後、家族やより大きな 
社会的関係を通じて強化される（あるいは反
論される）。

不利なことが多い不平等な力関係を反映し、02 不平等なジェンダー規範は、女の子や女性に
 

維持するものである21。

03 ジェンダー規範は制度に組み込まれ、制度を

通じて再生産される。政策や規制、意思決定
プロセス、そして制度がどのように運営され
るかに示された偏見は、ジェンダーシステム
の機能である22。 

04 ジェンダー規範は、社会的相互作用を通じて

生産され、再生産される。それは個人が、男ら
しさ、女らしさの様々な概念を表現し、整合
し、あるいは反論するような行動に従事す
るからである23。

女の子の社会文化的環境におけるジェンダー的規範
は、思春期において女の子の軌道を形成する上でより
大きな役割を果たすようになる。調査では、10～14歳
の間は、年齢に関係した社会規範がより厳格に施行さ
れる、特に敏感な時期であることを示唆している。24, 

25。

ただし、サンプル数が少ない状況下で特定のデータ
セット内で社会的規範とジェンダー規範に言及してい
るため、この調査対象の女の子たちが住むより広範の
人口について、より広い結論や一般化を導き出すこと
はできないことに留意しなければならない。 本報告書
では、社会的規範とジェンダー規範を以下のように定
義している26, 27。

社会規範：社会規範とは、ある集団の中で
どのような行動が適切で典型的であるかに
ついての認識である。社会規範は主に非公
式な規則であり、しばしば話題に上ったり書
き記されることもなく、多くの人々が理解し、
受け入れ、従うものである。社会規範には
社会的な含蓄があり、従えば報われ、従わ
なければ制裁を受けるのだ。

ジェンダー規範：ジェンダー規範は、社会規
範の一部である。これは、私たちや他の
人々が自身の性別を識別する方法の結果
として、私たちがどのように行動することが
期待されるかを示している。

3.1.2 社会的ネットワーク
と社会的影響

社会規範を、あるコミュニティにおける人々の行動を
形成する不文律として理解するには、規範を維持し、
「ルール」を次の世代に伝達する社会的ネットワーク
や人間関係についても考慮する必要がある。調査に
よれば、支配的な言説を繰り返すアクターは、しばし
ばそれを社会規範として認識しておらず、なぜそのよ
うな信念を持つのか、必ずしも考えていない可能性が
あることが判明している。家庭やコミュニティのような
社会的ネットワークにおける複数の人々の態度や行
動を分析することで、個人が同様の信念や異なる信
念を示している場合も含めて、規範 を支えているもの
をより深く探ることができる28。これは、ジェンダー不
平等を含む不平等を悪化させ、GBVを含む有害な慣
行や行動を永続させる社会規範を転換する取り組み
にとって、特に興味深いものである。

https://doi.org/10.1037/0012-1649.38.4.615
https://www.alignplatform.org/about-norms
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社会規範の研究において重要なのは、社会化、つま
り社会で「受け入れられる」態度や行動を個人に載せ
るプロセスであり、ジェンダー社会化とは、出生時に
割り当てられたジェンダーに基づく期待が個人に載せ
られることを意味する。心理学分野の理論によると、
社会化、つまり社会規範の「学習」は、個人の幼年期
や思春期に、日常的に態度に触れ、行動を観察し、
他人から世話されることで、規範を「自動的に」遵守す
るようになる段階的なプロセスである29。

社会規範は行動の原動力の一つに過ぎず、ジェン
ダーと力の不平等を変革するためには、人々の生活
において相互作用する社会的、制度的、文化的、そし
て政治的文脈と合わせて社会規範を探求することが
不可欠である。RCRL研究においては、女の子の主
体性は、意味のある選択をする能力の中心でもある。
社会規範やジェンダー規範は、彼女たちの主体性を
制限したり、高めたりすることができる。Kabeerは、主
体性を「自らの選択を定義し、それに基づいて行動す
る能力」と定義している30。それは、交渉、欺瞞と操
作、破壊と抵抗の形をとることができる31。こうした相
互作用する社会、制度、文化、政治の影響が思春期
の女の子の主体性を形成するが、個人によって行使
される主体性が構造を再生、修正、変革することもで
きる32。 

 3.2  女の子のSRHRに対す
るジェンダーと社会規範の
重要性
3.2.1 SRHRの定義
SRHRは、月経、避妊と家族計画、ジェンダーに基づく
暴力、中絶、妊産婦の健康、性感染症など、様々な要
因が重なり合う分野である。SRHRはまた、安全性だけ
でなく、個人的な、また、交際関係におけるポジティブな
経験といった性的ウェルビーイングも含む。(序文のボッ
クス1参照)

3.2.2 SRHR規範
サービスだけでは健康上の成果は上がらず、社会的、
文化的、経済的要因が思春期のSRHRに強い影響を
与えることは明らかである。近年、中低所得国
（LMICs）において初めて社会規範理論が適用され、
健康に関する様々な課題に取り組んでいるが、思春期
の女の子と社会規範に関する文献の大半は、女性器
切除、早すぎる結婚、親密なパートナーからの暴力に
焦点を当てたものである33。

SRHRを取り巻く規範は、しばしば不平等なジェンダー
の役割に根ざしている。また、女の子や女性、男の子や
男性に対する年齢的な期待と結びついている場合があ
り、セクシュアリティに対する異性愛規範的な期待に基
づいている34。これらの規範が人生の様々な局面で個
人の、特に女の子や女性のSRHRの結果にどのような
影響を与えるかは、より重大な 注意を必要とする分野
である35。社会規範に基づく分析とプログラミングは、女
の子たちの将来の性と生殖に関する結果や現在の健
康とウェルビーイングを形成するという点で、思春期と
いう重要な時期においての重要焦点として注目を増し
ている36。 SRHR規範が女の子の生活の中でどのよう
に強まり、もしくは可能性として弱められるか、また規範
の遵守を定着させる原動力は誰または何なのかを理解
することは、女の子のSRHR上の負の結果の根本にあ
る規範的信念を置き換える取り組みにつながる37。

29. Ibid.
30. Kabeer, N. (2020) “Three faces of agency in feminist economics: capabilities, empowerment and citizenship” in eds G. Berik and E. Kongar, Handbook of Feminist 

Economics. New York: Routledge
31. Ibid.
32. Gammage, S., Kabeer, N. and van der Meulen Rodgers, Y. (2016) “Voice and Agency: Where are we now”, Feminist Economics, 22:1, 1-29, DOI: 

10.1080/13545701.2015.1101308
33. Cislaghi, B. and Heise, L. (2019) “Using social norms theory for health promotion in low-income countries”, Health Promotion International, 34, 616–23, accessed 8 December 2021.
34. Davin, C. (2021) “Social Norms Atlas: Understanding global social norms and related concepts.” Social Norms Learning Collaborative. Available at: https://www.

alignplatform.org/resources/social-norms-atlas-understanding-global-social-norms-and-related-concepts#:~:text=The%20Social%20Norms%20Atlas%20
is,programs%20in%20achieving%20targeted%20outcomes, accessed 19 May 2021.

35. Plesons, M., Patkar, A., Babb, J., Balapitiya, A., Carson, F., Caruso, B.A., Franco, M., Manzenski Hansen, M., Haver, J., Jahangir, A., Kabiru, C.W., Kisangala, E., Phillips-
Howard, P., Sharma, A., Sommer, M., and Chandra-Mouli, V. (2021) “The state of adolescent menstrual health in low- and middle-income countries and suggestions for 
future action and research”, Reproductive Health, 18:31, DOI: 10.1186/s12978-021-01082-2

36. Buller, A.M. and Schulte, M.C. (2018) “Aligning human rights and social norms for adolescent sexual and reproductive health and rights”, Reproductive Health Matters, 
26:52, 1542914, DOI: 10.1080/09688080.2018.1542914

37. Buller, A.M. and Schulte, M.C. (2018) “Aligning human rights and social norms for adolescent sexual and reproductive health and rights”, Reproductive Health Matters, 
26:52, 1542914, DOI: 10.1080/09688080.2018.1542914

ドミニカ共和国の女の子 
©Plan International



 21  plan-international.org 

03  |  文献調査

 3.3  調査対象国の思春期の女の子に対するSRHR政策分析

38. Age of Consent (2022) “Legal Ages of Consent by Country”, https://www.ageofconsent.net/world, accessed 4 May 2022.
39. Pew Research Centre (2016) “Marriage Laws around the world”, https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/12/2016/09/FT_Marriage_Age_ 

Appendix_2016_09_08.pdf, accessed 4 May 2022.
40. 親の許可があれば、16歳から結婚できる。

41. ただし、法律では、男の子、女の子がともに思春期を迎えている場合や、女の子が妊娠している場合、または子どもがいる場合は、14歳から結婚を認めている。

42. 親の同意、未成年の本人の同意、裁判官の認可があれば、未成年の婚姻（14～17歳）を認めている。

43. ただし、親の同意があれば、どちらもこの年齢未満で結婚することができる。

44. 特に農村部では、親の取り決めによる法定年齢未満の女の子の結婚が一般的で、法律の施行力は弱い。

45. 親の許可があれば、16歳から結婚できる。
46. United Nations Development Programme (2020) Human Development Report, https://hdr.undp.org/data-center, accessed 4 May 2020
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Ibid.

規範の変革は何もない場所では確認できず、慣行や信
念は構造的、社会的、個人レベルの要因が混ざり合っ
て保持されている。意思決定者の社会規範や文化的信
条そのものが、国家内の文化や規制を形成し、法律は
社会行動に影響を与える重要な障壁であり、同時に障
壁を崩すことができる ものでもある。思春期の若者の 

SRHR を支持し保護する政策や法律は、どのような状
況においても SRHR の推進に寄与する。調査結果の
文脈を理解するために、本報告書では、SRHRに関連
するRCRL各国の政策状況の概観を含む。

 表2  RCRL諸国の主要なSRHR指標のスナップショット

指標  ブ
ラ

ジ
ル

 

ド
ミ

ニ
カ

 
共

和
国

 エ
ル

 
 サ

ル
バ

ド
ル

 

 ベ
ナ

ン
 

ト
ー

ゴ
 

 ウ
ガ

ン
ダ

 

カ
ン

ボ
ジ

ア
 

 フ
ィ

リ
ピ

ン
 

 ベ
ト

ナ
ム

 

同意年齢38 14歳 18歳  18歳 　18歳 　16歳 18歳 　15歳 　16歳 18歳

結婚できる法定年齢39 18歳40 18歳  18歳41  18歳42   女性: 
18歳

男性:
 20歳43

18歳44  18歳45 　18歳 　女性: 
18歳

男性:
 20歳

早すぎる結婚、18歳までに結婚
した女性（20～24歳の女性で結
婚している人に占める割合）46

26% 36% 26% 31% 25% 34% 19% 17% 11%

思春期出産率（15～19歳女性
1,000人当たり）47

59.1 94.3 69.5 83.2 89.1 118 50.2 54.2 30.9

避妊具の普及率（あらゆる方法）
（15～49歳の生殖年齢にある既婚
または婚姻前 の女性に占める割
合）48

80.2% 69.5% 71.9% 15.5% 23.9% 41.8% 56.3% 54.1% 77.5%

家族計画に対する応えられていな
いニーズ（15～49歳の生殖年齢
にある既婚または婚姻前の女性
に占める割合）49

データなし 11.4% 11.1% 32.3% 34% 26% 12.5% 16.7% 6.1%

親密なパートナーからの女性に
対する暴力の経験（15歳以上の
女性人口に占める割合）50

16.7% 28.5% 14.3% 23.8% 25.1% 49.9% 20.9% 14.8% 34.4%

母体死亡率（出生10万人当たりの
死亡者数）51

60 95 46 397 396 375 160 121 43

https://www.ageofconsent.net/world
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/12/2016/09/FT_Marriage_Age_Appendix_2016_09_08.pdf
https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/12/2016/09/FT_Marriage_Age_Appendix_2016_09_08.pdf
https://hdr.undp.org/data-center
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1996 年以降、性教育は、他の教科と関連した横断
的テーマとして、ブラジル教育省による公教育カリ
キュラムに組み込まれている54。しかし、地方分権化
により、教育プログラムは州によって対応が異なる
ため、性教育プログラムを実施しているのは約45％
となっている55。小学校での包括的な性教育（CSE）
の提供は、必須ではない56。2018年以降、SRHR関
連の発展の遅延は、立法府における宗教的保守主
義の影響から生じたものであると、批判があがって

いる57。政治的にも、学校での性やジェンダー
に関する議論を抑制する傾向にある58。 

ブラジルの刑法では、中絶は女性の命を救うため、レ
イプによる妊娠、その他の限られた理由によってのみ
許可されている。しかし、ブラジルでは、刑法の規定
に該当しない女性が中絶できる診療所や病院は増加
傾向にある59。さらに医師や病院は、中絶の実行に
司法許可をしばしば要求するために、中絶件数はそ
れほどたかくなく60、安全でない中絶の発生率も高
い。

2001年に採択された「Maria da Penha」法は、親密な
パートナーからの暴力と戦うことを目的とするものだ
が、施行は遅れている61。2019年には、親密なパート
ナーによる100万件の暴力と5,100件の殺害が訴訟を
起こすこともされずに放置されていた。

ブラジルは2013年に同性婚を合法化し、LGBTIQ
+のカップルは養子縁組の権利を持ち、性別を変更
する権利も合法化されている62。また、最高裁は
2019年に性的指向や性自認に基づく暴力や差別を
禁止したが、LGBT集団に対する暴力や差別は続い
ている63。国内人権オンブズマン事務所は、2020年
1月から6月の間に、LGBTに対する暴力、差別、そ
の他の虐待に関する1,134件の苦情を受け取ったと
ヒューマン・ライツ・ウォッチに報告している64。

52. Sexualrightsdatabase.org (2022) “Sexual Rights Database”, https://sexualrightsdatabase.org/countries/403/Brazil, accessed 14 March 2022.
53.. Avert (2022) “HIV and AIDS in Brazil”, https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/latin-america/brazil, accessed 23 March 2022.
54. Quaresma da Silva, D., Ulloa Guerra, G. and Sperling, C. (2013) “Sex education in the eyes of primary school teachers in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, 

Brazil”, Reproductive Health Matters, 21(41), 114-123, DOI: 10.1016/S0968-8080(13)41692-0
55. Sexualrightsdatabase.org (2022) op. cit.
56. United Nations Development Programme (2020) Human Development Report, https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BRA, accessed 23 March 2022.
57. Reis Brandão, E., da Silva Cabral, C. (2019) “Sexual and reproductive rights under attack: the advance of political and moral conservatism in Brazil”, Sexual and 

Reproductive Health Matters: 27(2), 76-86, DOI: 10.1080/26410397.2019.1669338
58. Ibid.
59. Human Rights Watch (2022) Human Rights Watch: Women’s Human Rights: Abortion, https://www.hrw.org/legacy/women/abortion/brazil.html, accessed 23 March 2022.
60. Ibid.
61. Human Rights Watch (2021) “Brazil Events of 2020”, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/brazil, accessed 4 May 2022.
62. Equaldex (2022) “LGBT Rights in Brazil”, https://www.equaldex.com/region/brazil, accessed 4 May 2022.
63. Johnson, A. (2021) “Epidemic of Violence: Brazil shocked by barbaric gang rape of gay men”. The Guardian, 9 June, https://www.theguardian.com/global-

development/2021/jun/09/epidemic-of-violence-brazil-shocked-by-barbaric-gang-rape-of-gay-man, accessed 4 May 2022.
64. Human Rights Watch (2021) “Brazil Events of 2020”, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/brazil, accessed 4 May 2022.
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カリブ海地域

ブラジル

ブラジルでは、出生率は女性一人当たり1.7人であ
り、思春期の出生率は59.1人と高い（表2参照）。ブ
ラジルには国民皆保険制度（Sistema Único de
Saúde）があり、思春期の若者は公共医療サービ
スや避妊具に無料で常にアクセスすることができる
52。ブラジルにおけるHIVの流行は安定していると
分類され、HIV治療と自己検査キットは皆自由に利
用でき、ブラジルは自己検査キットを提供した最初
の40カ国の一つである53。

https://sexualrightsdatabase.org/countries/403/Brazil
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/latin-america/brazil
https://www.hrw.org/legacy/women/abortion/brazil.html
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/brazil
https://www.equaldex.com/region/brazil
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/09/epidemic-of-violence-brazil-shocked-by-barbaric-gang-rape-of-gay-man
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/09/epidemic-of-violence-brazil-shocked-by-barbaric-gang-rape-of-gay-man
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/brazil
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ドミニカ共和国

ドミニカ共和国の出生率は女性一人当たり2.4人で、
思春期の妊娠率はラテンアメリカ・カリブ海地域でもっ
とも高い（表2参照）。政府は思春期の妊娠を減らすた
めの国家戦略を開発しているが、依然として高い水準
にある。ドミニカ共和国では、学校でCSEを実施してい
ない。一部の学校ではSRHRワークショップを提供し
ているが、強制的な一貫したアプローチはない。この
ため、女の子や男の子は十分な情報を得られないま
ま、性的ウェルビーイングや人間関係について舵取り
をすることになる。国の多くの地域では、女の子たち
が匿名性を保持し、汚名を着させられず、思春期に配
慮したSRHサービスを受けられる場所がない65。

ドミニカ共和国は、HIVの流行にうまく対処してきた。推
定7万人のドミニカ人がHIVとともに生きているが、国
内での主要グループや や移民グループはより危険に
さらされている66。同国では、抗レトロウイルス療法を
受ける患者の登録が大幅に進み、2019年までには、
治療を受けている人の数がそれまでの5年間で63％
増加した67。ドミニカ共和国の妊産婦死亡率は地域平
均のほぼ2倍であり（表2参照）、新生児死亡率は出生
1000人当たり19.4人と高い68,69。ドミニカ当局は、予防
可能な妊産婦死亡をなくすことを公約に掲げ、10万人
当たりの死亡数を70人にすることを目標としている70。

ドミニカ共和国では中絶は例外なく禁止されており、影
響を受ける女の子と女性の健康と安全に対するリスク
を高めている。毎年、推定 2万5000 人の女性と女の
子が流産や中絶の合併症のために公的医療制度で
治療を受けており、中絶や流産の合併症は妊産婦死

亡の少なくとも 8％を占めている71。

ドミニカ共和国では、2020年にはこれまでにもっとも
高いパートナーまたは元パートナーの手による女性の
死亡率（女性10万人あたり1.0人）が報告されている
72。ドミニカ共和国では同性間性行為は合法である
が、同性婚は受け入れられていない73。 LGBTIQ+の
ドミニカ人は、性的指向や性自認に基づく暴力や差別
を受けている74。

65. Human Rights Watch (2019) ‘ “I felt like the world was falling down on me”: Adolescent Girls Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic’, 
https://www.hrw.org/report/2019/06/18/i-felt-world-was-falling-down-me/adolescent-girls-sexual-and-reproductive- accessed 15 March 2022.

66. AIDS Healthcare Foundation (2022) Dominican Republic - HIV/AIDS Testing - AIDS Healthcare Foundation, https://www.aidshealth.org/global/dominican-
republic/#:~:text=In%202018%2C%20an%20estimated%2070%2C000,compared%20to%20men%20at%201%25, accessed 13 March 2022.

67. PEPFAR (2019) “Dominican Republic Country Operational Plan”, https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2019/09/Dominican-Republic_COP19-Strategic-
Directional-Summary_public.pdf, accessed 17 March 2022.

68. The United Nations Population Fund (2018) “Dominican Republic 2018”, https://www.unfpa.org/sites/default/files/DO_UNFPA_Results_07_27.pdf, accessed 17 March 2022.
69. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2022) SDG Global Database, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database, accessed 23 March 2022.
70. Human Rights Watch (2022) “It’s Your Decision, It’s Your Life”, https://www.hrw.org/report/2018/11/19/its-your-decision-its-your-life/total-criminalization-abortion-

dominican-republic, accessed 14 March 2022.
71. Ibid.
72. United Nations Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (2020) “Women’s deaths at the hands of their intimate partner or former partner”, 

https://oig.cepal.org/en/indicators/womens-deaths-hands-their-intimate-partner-or-former-partner, accessed 4 May 2021.
73. Equaldex (2022) “LGBT Rights in Dominican Republic”, https://www.equaldex.com/region/dominican-republic, accessed 4 May 2022.
74. Human Rights First (n.d.) Fact sheet, https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/dominican-republic-fact-sheet.pdf
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https://www.aidshealth.org/global/dominican-republic/#:~:text=In%202018%2C%20an%20estimated%2070%2C000,compared%20to%20men%20at%201%25
https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2019/09/Dominican-Republic_COP19-Strategic-Directional-Summary_public.pdf
https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2019/09/Dominican-Republic_COP19-Strategic-Directional-Summary_public.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/DO_UNFPA_Results_07_27.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/databas
https://www.hrw.org/report/2018/11/19/its-your-decision-its-your-life/total-criminalization-abortion
https://www.hrw.org/report/2018/11/19/its-your-decision-its-your-life/total-criminalization-abortion
https://oig.cepal.org/en/indicators/womens-deaths-hands-their-intimate-partner-or-former-partner
https://www.equaldex.com/region/dominican-republic
https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/dominican-republic-fact-sheet.pdf
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エルサルバドル

エルサルバドルには、性教育の権利と必要性に言及
した法律がいくつかある。さらに、文部省はカリキュラ
ムを改訂し、すべてのレベルで性教育を統合したが、
法律ではないため、それを義務づけ、標準化する権限
はない75,76。

エルサルバドルには、サービスへのアクセスを含め、
若者のSRHの重要性を強調するいくつかの法的文書
がある。「家族計画ケアに関する技術指針」によると、
思春期の若者は避妊に関して「特別な注意」を払うべ
き集団であり、10歳からそのようなサービスを受けら
れるようにすべきと述べている77。しかし、法的保護が
あっても、調査によると、法律と現実の間に食い違い
がある場合もある78。エルサルバドルでは、出生率は
女性一人当たり2.2人であり、思春期出生率は69.5人
と高い（表2参照）。医療サービスの提供は自由裁量
であり、18歳未満の場合、親の同意がなければ拒否
するクリニックもある79。

エルサルバドルはすべてのケースで中絶を禁止してお

り、中絶すると最長で8年間刑務所に入る可能性があ
る。場合によっては、裁判官は女性を悪質な殺人罪で

有罪とすることができ、それは最大50年間の懲役とな
り得る。エルサルバドルでの中絶を非犯罪化する過去

の試みは失敗しており、2018年には特定の例外の下
で中絶を許可するための2つの提案があったが、立法
者は投票に進めることができなかった80。2021年、米
州人権裁判所（南北アメリカにおける人権の最高司法
機関）において重大な前進となる判決が下された。　
2008年に産科の緊急治療を必要とする状態に陥り、
流産した後、悪質な殺人の罪で禁固30年の判決を下
された女性Manuelaの死について、裁判所はサルバド
ル政府に責任があると判断した81。 Manuelaは、不適
切な医療診断と治療を受けた後、子宮頸がんにより刑
務所で死亡した。裁判所の管轄下にあるラテンアメリ
カとカリブ海諸国全体に適用される判決で、医療スタッ
フは、女性が中絶治療やその他の生殖に関する医療
サービスを求めて来院しても、法執行機関に紹介する
ことができなくなった82。

GBV の割合はきわめて高い。2017年の全国調査で
は、女性の67％が性的暴行、親密なパートナーからの
暴力（IPV）、家族による虐待など、生涯に何らかの暴
力を受けたことがあることが判明した83。

エルサルバドルでは同性間の性行為は合法だが、同
性婚やシビル・ユニオン（同性パートナーシップを法的
に承認するために生み出された言葉で、結婚に似た、
しかし結婚とは区別される、法的に承認された取決め
のこと）が禁止されている84。ヒューマン・ライツ・ウォッ
チの報告書は、LGBTの人びとが「拷問、非人道的ま
たは品位を傷つける扱い、過剰な力の行使、違法か
つ恣意的な逮捕、その他の形態の虐待、その多くは公
安当局によるもの」に直面しているというサルバドル政
府自身の認識を裏付けるものである85。

75. Sexualrightsdatabase.org. (2022) “Sexual Rights Database”, https://sexualrightsdatabase.org/countries/468/El%20Salvador, accessed 14 March 2022.
76. Rios, L. (2019) “Can sex education make a difference amid El Salvador’s violent, conservatism?” NBC [online], 19 July, https://www.nbcnews.com/news/latino/can-sex-

education-make-difference-amid-el-salvador-s-violence-n1026201, accessed 4 May 2022.
77. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (2008) “Guía Técnica de Atención en Planificación”.
78. IPPF (2014) “Sobreprotegidos y desatendidos. Un estudio multipaís sobre las barreras legales para acceso de la gente joven a los servicios de salud sexual y 

reproductive”, http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_coram_el_salvador_report_es_web.pdf, accessed 16 March 2022.
79. Ibid.
80. Al Jazeera (2021) “The abortion cases that could force El Salvador to loosen its ban”, https://www.aljazeera.com/news/2021/3/14/the-abortion-cases-that-could-force-

el-salvador-to-loosen-its-ban, accessed 16 March 2022.
81. Centre for Reproductive Rights (2012) “Manuela v. El Salvador (Inter-American Court of Human Rights)”, https://reproductiverights.org/case/manuela-v-el-salvador-inter-

american-court-of-human-rights/, accessed 15 March 2022.
82. Ibid.
83. Nugent, C. (2019) “Violence Against Women in El Salvador Is Driving Them to Suicide - Or to the U.S. Border”, Time Magazine, 14 May, https://time.com/5582894/

gender-violence-women-el-salvador/, accessed 4 May 2022.
84. Equaldex (2022) “LGBT Rights in Dominican Republic”, https://www.equaldex.com/region/dominican-republic accessed 4 May 2022.
85. Human Rights Watch (2021) ‘“I’m Lucky to Still Be Alive” Violence and Discrimination Against LGBT People in El Salvador’, https://www.hrw.org/sites/default/files/

media_2021/03/%E2%80%9CI%E2%80%99m%20Lucky%20to%20Still%20Be%20Alive%E2%80%9D.pdf accessed 4 May 2022.
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http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_coram_el_salvador_report_es_web.pdf
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http://aidsinfo.unaids.org
http://aidsinfo.unaids.org
https://time.com/5582894/gender-violence-women-el-salvador/
https://time.com/5582894/gender-violence-women-el-salvador/
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86. Sexualrightsdatabase.org (2022) “Sexual Rights Database”, https://sexualrightsdatabase.org/countries/482/Benin, accessed 14 March 2022.
87. Ibid.
88. IPPF (2021) “Adapting Family Planning in Times of Crisis: Bringing Comprehensive Sexuality Education Online in Benin”, https://africa.ippf.org/resource/adapting-family-

planning-services-times-crisis-bringing-comprehensive-sexuality-education accessed 14 March 2022.
89. Sexualrightsdatabase.org (2022) op. cit.
90. World Health Organization and Human Reproduction Programme Research for Impact (2021) “Benin Contraception within the context of adolescents and reproductive 

lives: Country Profile” https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/adolescents-srh-country-factsheets-2021.pdf?sfvrsn=62aec9d5_17, accessed 26 April 2022.
91. Guttmacher Institute (2015) “Contraceptive Use in Benin”, https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fb-benin-contraception.pdf accessed 15 March 2022
92. Guttmacher Institute (2016) “Contraceptive Failure Rates in the Developing World: An Analysis of Demographic and Health Survey Data in 43 Countries.”
93. Ibid.
94. World Bank (2022) “Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49) - Benin | Data”, https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS?locations=BJ> 

accessed 24 March 2022.
95. World Health Organization and Human Reproduction Programme Research for Impact (2021) “Benin Contraception within the context of adolescents and reproductive 

lives: Country Profile”. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hrp/adolescents-srh-country-factsheets-2021.pdf?sfvrsn=62aec9d5_17, accessed 26 April 2022.
96. Ibid.
97. Equaldex (2022) “LGBT Rights in Benin”, https://www.equaldex.com/region/benin, accessed 4 May 2022.

2018年から、CSEは中等教育カリキュラムに含ま
れるようになった88。HIV/AIDSと性感染症に関する
教育は、初等、中等、高等レベルのカリキュラムで
義務づけられているが、法律では、内容や教材につ
いて保護者との事前協議を義務づけている89。

また、社会的・文化的規範が、思春期の若者やユー
スがSRHに関する情報やサービスを利用する妨げ
になっている。15歳までに性交経験のある思春期
の若者の割合は、女性で12％、男性で6.2％である
90。ベナン政府は避妊具を直接支給しており、家族

計画は、政府が各施設に提供を義務づけて
いる「最低限必要なサービス」の中に含まれ

ている91。しかし、15～49歳の女性の
うち、近代的な避妊方法を使用してい

ると回答したのはわずか9.3％である92。もっとも
普及している方法は、男性用コンドーム（3.5％）、
注射剤（2％）、インプラント（0.9％）、経口避妊薬
（0.5％）、女性の不妊手術である93。

2020年には、HIVは2001年の1.4%から0.9%に減
少した94。HIVとともに生きる10～19歳の思春期の
若者の数は、女性で2,600人、男性で2,200人であ
る95。

15歳以前に結婚している思春期の若者の割合
は、9％（女性）、0.4％（男性）であった96。過去12ヵ
月間に身体的暴力 を訴えた15～19歳の女の子は
13％であり、性暴力は3％であった。

ベナンにおける中絶に関する情報は、4.2.2項ボック
ス 4を参照。

ベナンでは同性間の行為を犯罪としていないが、同
性間の結婚は合法ではない–そして、性的指向や性
自認に基づく差別に対する法的な保護はない97。ま
た、同性間の関係は一般的に受け入れられていな
い。
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3.3.2 西アフリカ・東アフリカ

ベナン

2004 年、ベナンは女の子と女性に対する差別をなく
し、一夫多妻制や結婚年齢などDahomeyの慣習法の
差別的条項を廃止することを目的とした「個人と家族
法」を採択した86 。しかし、多くの国民が慣習法に頼っ
ているため、「生きた法」に従って機能している一部のコ
ミュニティでは立法法の遵守が低くなることがある87。 
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https://www.equaldex.com/region/benin
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トーゴ

2020年のトーゴの人口は820万人だった98。国の法
律や規制が、15歳以上の女性と男性に対して性と生
殖に関するヘルスケア、情報や教育へのアクセスを完
全にまた平等に保障している度合いは、2019年に
73%であった99 しかし、法律や規制は、資金不足の医
療制度のために、十分に実現されてはいない100。

15歳までに性交経験のある思春期の若者の割合は女
の子において10％、男の子では9％である。それに対
して19％の女性、7％の男性が調査を行った前の月に
性的に活発であったと報告している101。2007年のリプ
ロダクティブ・ヘルスに関する法律102では、思春期の
若者に避妊と中絶のアフターケアサービスへのアクセ
スが提供されている。世界銀行によると、2017年には
避妊の使用率は24％であった103。既婚の女の子にお
ける現代的な避妊方法へのニーズが満たされていな
い割合は49％で、未婚の女の子においては61％で
あった104。HIVに感染している思春期の若者の数は、
女性で4,700人、男性で3,700である。 

主要なSRHの指標は改善されつつある。2019年には
合計出生率は女性1人につき4.2人に減少した105。思春
期の若者の出生率は過去より減少傾向にある。（表2を
参照）106。妊産婦死亡率も、低下している（表2を参
照）107。 

法律や規則は学校での性教育を義務づけてはいない
108。教育課程の不足と、性教育の必要性にかけられ
る予算が低いこと、また健康と教育分野の当局におけ
る性教育の必要性への配慮が低いことから、国による
正式・非正式の教育制度や職業訓練において性教育
のカリキュラムはほぼ存在しない109。

15歳未満で結婚または婚姻関係にある女性は6.4%
で、男性は0.4% である110。過去に身体的暴力を訴え
た15～19歳の女の子は11％であり、性暴力は1％で
あった。

トーゴでは女性性器切除（FGM）は1998年に法律で禁
止されたが、主に遊牧民や少数民族の家系、そして中
央州ではいまだに慣習化されている。中央州では15～
49 歳までの女性の17％が、FGMを受けたと報告され
ている111。45～49歳までの女性において女性性器切
除の全体普及率は10％であるが、15～19歳では2パー
セントであり、文化的慣習は大幅に減少している112。し
かし、過少報告の可能性が見受けられる。

トーゴでは、レイプや近親相姦、胎児機能障害など健
康や治療の根拠を基に、中絶が許可されている113。　
LGBTIQ+ の人々は、制度的および文化的な差別にさ
らされている。同性間の交際はいまだに違法であり、
非常に強く非難される114。 

トーゴの学校で授業
を受ける女の子。
© Plan International
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ウガンダ

Guttmacher研究所は、ウガンダの思春期の女性に対
するSRHサービスの深刻なギャップを強調してい
る。15～19歳の推定64万8000人の女性が性的に活
発だが、今後2年間での出産を望まないものの、このグ
ループの中で現代の避妊具に対する需要が60％以上
も満たされていなかった115。

ウガンダの性教育の中心的な政策は、「国家性教育」の
枠組みである116。しかし、この枠組みの内容は、宗教的・
文化的価値を中心としたものである117。この枠組みでは、
性的な禁欲を強調している。すべての年齢層が何らかの
形で性教育について学ぶが、各セクションのカリキュラム
は、年齢にふさわしいと考えられるトピックのみを含んで
いる。たとえば、「処女と性的禁欲の重要性を理解する」
という目標は、6歳以上から始まる118。

ウガンダ人口保健調査（DHS）は、思春期の若者が幼
いうちに性的な経験をする可能性を示しており、20～
29歳のうち、男性の11％、女性の18％が15歳未満で
性行為を開始したと答えている（2016）119。早期の無
防備な性行為や思春期での妊娠の多さ（表2参照）も、
母体や新生児の死亡率の高さの原因となっている120。
医療従事者は、思春期の女の子や母親に対して偏見
を持つことが多く、そして彼女らはSRHサービスを受け
ることが困難である121。

不適切な産科医療、低い識字率、健康を追い求める行
動を妨げる文化的規範 のために、妊産婦死亡率は依
然として高い（表2参照）122。

ウガンダには140万人のHIV感染者がおり、特にユース
女性や女性が不相応に影響を受けており、10～19歳の
女の子6万2000人がHIVに感染している123。同性間行為
は犯罪である。男性と性行為をする男性、セックスワー
カー、薬物を注射する人々に対する懲罰的な法律と偏見
的な態度は、感染に対してもっとも脆弱なこれらのグ
ループがHIV医療サービスを利用する可能性がはるか
に低いことを意味している124。 

結婚している女の子の割合は7％（15歳以前）、男の
子は0％である（18歳以前の数値は表2参照）125。
過去12ヵ月間に身体的暴力を訴えた15～19歳の女
の子の割合は23％、性暴力は5％である。

ウガンダの中絶に関する情報は、4.2.2項ボックス 4
を参照。

115. Guttmacher Institute (2019) “In Uganda, Sexual and Reproductive Health Services fall short for adolescents”, https://www.guttmacher.org/news-release/2019/uganda-
sexual-and-reproductive-health-services-and-information-fall-short, accessed 24 March 2022

116. Sexualrightsdatabase.org (2022) “Sexual Rights Database”, https://sexualrightsdatabase.org/countries/457/Uganda, accessed 24 March 2022.
117. Ministry of Education and Sports (2018) “National Sexuality Education Framework”, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3.sourceafrica.net/documents/119376/

UNFPA-68-090518.pdf
118. Ibid.
119. Uganda Bureau of Statistics (UBOS) and ICF (2018) Uganda Demographic and Health Survey 2016, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR333/FR333.pdf, accessed 14 

March 2022.
120. Plan International Uganda, Country Strategy 2017–2021
121. Ibid.
122. World Bank (2022) “World Development Indicators”, https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=UG, accessed 14 March 2022.
123. Be in the know (2020) “At a glance: HIV in Uganda”, https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/Uganda, accessed 14 March 2022
124. Ibid.
125. United Nations Development Programme (2020) Human Development Report, https://hdr.undp.org/data-center, accessed 4 May 2020.

ウガンダで苗木の手入れをする女の子。
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カンボジアEL SALVADOR

カンボジアの基本・補完的活動パッケージは、病院が
提供すべきサービスとして、妊産婦医療（緊急産科・新
生児ケアを含む）、家族計画、中絶、HIV、AIDSとSTI
の治療、子宮頸がんの予防・発見・治療を挙げている
129。

15 歳までに性交経験のある思春期の若者の割合は 
1.4％（女の子）、0.3％（男の子）であり、10～19 歳の
思春期の女の子の 12.4％ が前月に性的に活発で
あったと報告しているが、思春期の男の子では 4％で
ある130。結婚している15～19歳の思春期の若者の女
の子で、避妊に対しての対応が満たされていないと報
告している割合は15％である131。

出生10万人当たりの妊産婦死亡率は、2005年の472
人から2021年には160人に減少している（表2参照）。
出生率は2019年では女性一人当たり2.5人と減少傾
向にある（思春期の出生率は表2参照）132 が、思春期
の出産経験者の割合は州によって大きく異なる133。

カンボジア教育省は今年、既存の生物学の授業よりも
包括的な性の健康問題に関する情報を提供し、健康
教育へのより包括的なアプローチを開始した134。カリ
キュラムには、いじめやLGBTIQ+差別への配慮がなさ
れている135。一般人口（15～49歳）におけるHIVの有
病率は、過去10年間で着実に減少している136。HIVと
ともに生きる思春期の若者（10～19歳）の数は、男女と
もに1,800人である137。

15歳以前に結婚した割合は、女の子で2％、男の子で
0％である（18歳以前の割合については表2を参
照）138。15～19歳の女の子の3％が過去12ヵ月間に身
体的暴力を、0.2％が性暴力の事例を報告している。

カンボジアでの中絶は必要性に応じて、妊娠の第12週
間目以内であれば合法である139。3.3.3 東南アジア 

カンボジア

カンボジアの総人口は1,670万人126で、そのうち約
590万人が17歳以下である127。カンボジアは、SRH
サービスの提供を改善するために主要分野で政策と
プログラムを採用し、農村部における母子の健康改
善に重要な前進をしている128 。
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フィリピン

キリスト教的価値観や社会規範の影響が強いため、
フィリピンでは女の子や女性が自分の性の健康を管理
することが困難である140。2012年、政府は避妊、性教
育、妊産婦ケアを無料または減額して提供する法案
（責任ある親、生殖に関する健康および人口開発に関
する法律）を通過させた。 しかし、緊急避妊薬は「堕胎
薬」とみなされ、フィリピン国家医薬品処方システムで
許可されていない141。多くの女性は望む以上の子ども
を持つことになり、避妊具に対する需要に応えられて
いない率が高いため、意図しない妊娠が多い142。15
～19歳の思春期の女の子の現代的な避妊法に対す
る需要に対応できていない割合は、既婚の人で28％、
未婚の人で62％であった。 

同法によると、非宗教系の学校において、10歳から19
歳まで年齢に応じた性教育が義務付けられているが、
親の同意がある場合に限る143。同国は、アジアでもっ
とも思春期の妊娠率が高い（表2参照）144。

2022 年 3 月、フィリピンは結婚の同意年齢を12歳か
ら16歳に引き上げた145。15～19歳の女の子で、性交
経験があると答えた人の割合は12％で、15歳までに
性交経験があると答えた人の割合は2％である146。ま
た、フィリピンは、アジア太平洋地域でもっとも急速に
HIVが蔓延しており、2010年から2020年の間に年間
の新規HIV感染者が237％増加している147。政府は、
思春期の妊娠、妊娠関連死やHIV/AIDSの増加といっ
たSRHRの問題に取り組む目的で、この法律を成立さ
せた。しかし、市民社会の中の多くの人は、この法案
は十分に進んでおらず、前提条件なしに思春期の若者
に適切な生殖に関する健康の情報を提供すべきであ
ると主張している148。

フィリピンでは、中絶はいかなる状況でも違法である
149 。しかし、中絶は依然として頻繁に安全でない状況
で行われており、それが高い妊産婦死亡率に寄与して
いる（表2参照）150 。

15歳未満で結婚した女の子の割合は2％である（18歳
未満の数値は表2参照）151。過去12 ヵ月に身体的暴力
を訴えた15～19歳の女の子の割合は6％、性暴力は
1％である。

フィリピンでは同性間の性行為は合法だが、同性婚は
合法ではない152。LGBTIQ+の人々は、保護を与える 国
の差別禁止法がないため、差別、いじめ、そして時には
暴力をいまだに経験している。多くのLGBTIQ+の人々
は基本的な権利を主張することができず、仕事で差別を
受けたり、サービスへのアクセスを拒否されたりすること
がある153。

140. UNESCO, UNFPA, UNAIDS, UNDP and Youth Lead (2013) Young People and the Law in Asia and the Pacific: A review of laws and policies affecting young people’s 
access to sexual and reproductive health and HIV services, p.19

141. Sexualrightsdatabase.org (2022) “Sexual Rights Database”, https://sexualrightsdatabase.org/countries/475/Philippines, accessed 14 March 2022.
142. UNFPA, WHO and Inter-agency Working Group on SRH and HIV Linkages (2021) “Sexual Reproductive Health and Rights Infographics Snapshot – Philippines”, https://

apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349696/WHO-SRH-21.157-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  accessed 17 March 2022.
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144. UNDESA (2019) “World Population Prospects: The 2019 Revision”, Rev 1. New York, https://population.un.org/wpp/, accessed 30 April 2020.
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accessed 4 May 2022.
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ベトナム

ベトナムは、「人口と生殖に関する健康に関する国家
戦略（2001-20）」を通じて、アジアでもっとも進歩的な
SRHRの法的枠組みの一つを有している154。 過去数
十年間、SRHの結果の改善において大きな進歩を遂
げ、2015年にMDGsの妊産婦死亡率削減目標を達成
したわずか9カ国の一つとなった155。しかしながら、貧し
い人々は、生殖に関する健康サービスにアクセスして
利用するのにしばしば困難を抱えている。2019年、妊
産婦死亡率は出生10万人あたり43人であったが、この
率は少数民族の間で2～3倍高い156。

UNFPAのデータによると、既婚女性の70％が何らかの
方法で避妊しており、いくつかの現代の方法が利用でき
る157。しかし、多くの家族計画キャンペーンでは、婚前
交渉がタブーと考えられているため、結婚前に性行為を
する若いベトナム人が増えていることに対処できていな
い158。 

性教育はベトナムでは人口教育と呼ばれ、2003年の人
口条例では、各学年、各レベルの州立教育機関で提供
されることが義務づけられている159。しかし、市民社会
組織は、包括的な性教育が欠如していると報告してい
る。ベトナムの性教育の方針と実践においては、性的指
向と性自認についての議論は義務として含まれていな
い160。
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中絶が合法であるベトナムでは、中絶政策環境がほと
んど制限されていない161。2015年から2019年にかけ
て、中絶率は16％上昇し、中絶に至る意図しない妊娠
の割合は64％から75％に上昇した162。

ベトナムでは同性間の性行為は合法である163。 2014
年、国会は同性婚を禁じられた関係のリストから削除
したが、この更新は同性間の関係を法的に認めるもの
ではなかった164。 2015年、国会はトランスジェンダー
の法的性別の変更を妨げる法律上の禁止事項を取り
除くために民法を改正したが、法的性別変更のための
明確で利用可能な手続きは規定していない165。 ベト
ナムにおける性的・ジェンダーマイノリティーの子ども
とユースは偏見や差別を受けている。
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 4.1  年齢と初潮：SRHR対話
の入り口

SRHR教育に関する調査対象のデータにおける支配
的な考え方は、女の子がSRHRについて何を知るのが
「適切」「不適切」であるか、いつそれを学ぶべきかを保
護者が決める、というものである。 縦断的データでは、
保護者は女の子にSRHRについて話すことは重要で必
要だと考えている — ただし、こうした会話は女の子の
人生のある適切な時期に行われる。

4.1.1  "まだ"
注目すべきは、女の子たちの幼年期から思春期初期を
通じて、保護者がSRHRについて学ぶにはまだ「若すぎ
る」ということである。それは、その年齢では関係ないと
考えるか、学ぶことが適切でない、あるいは受け入れら
れないと考えるからである。 SRHRについて話し始め
る、あるいは話し始めることを許可する時期として、保護
者が挙げる女の子の人生の重要なポイントは、初潮、つ
まり最初の月経周期である。月経については、積極的な
アプローチで女の子と話し合うつもりだが、前もってでは
なく、実際に女の子が月経を始めたときに、その経験に
備えるためだと話す保護者もいる。保護者は、女の子が
実際に初潮を迎えるまでは、月経の話は重要ではな
い、あるいは不適切であると考えている。例えば、ベトナ
ムのLyの母親は、2017年（Lyが11歳のとき）、Lyが初め
て生理になったら、生理について話すつもりだが、今は
説明することは「できない」と言った。トーゴの母親も同じ
ようなアプローチをとっていた。

「Djoumaiは、生理が始まってから少しずつ
情報を与えているので、前よりは情報量は多
いです。」

Djoumaiの母、トーゴ、2021年

保護者がSRHRについて女の子とコミュニケーションを
とっていると報告する場合、その話題は一般に包括的
なものではない。月経衛生や月経中の「適切な」行動
（特定の活動や空間、衣服、食べ物を避けることなど）
は、保護者が女の子に話しやすい話題の一部である。
これは、女の子が月経を始める前に受け取るべき情

報と考えられている場合もあれば、女の子がすでに最
初の月経を始めているときにのみ関係する情報と考え
られている場合もある。しかし、女の子が月経を始めた

場合でも、SRHRの議論を避けるための年齢相応の理
由が、多くの保護者によって引用され続けていることは
明らかである。

SRHRの他の側面に関しても、保護者は同様の理由を
述べている。セックスに関する会話は、調査対象国全
体で標準化されていない。しかし、これは多くの場合、
年齢的に適切かどうかということと結びついており、こ
の年齢ではこの話題は重要ではないと考えられてい
る。昨年出産した15歳のFolami（トーゴ、2021年）の
ケースでさえも、母親は彼女がSRHRについてすべて
を知るにはまだ若すぎると考えている。しかし、彼女の
母親は、二度目の妊娠を避ける方法について彼女に
話すつもりである。

縦断的なデータから、保護者が女の子にSRHRについ
て話す「適切な」年齢として、歳であろうと女の子の現
在の年齢よりほんの少し上の年齢を挙げることが多い
ことがわかる。例えば、Andrea（エルサルバドル）が10
歳だった2016年、彼女の曾祖母は、SRHRについて話
すことは「まだです。」が、Andreaが「11歳になったら、
そうだね、思春期に入るだろうから。」と言ったという。
トーゴの Ayomideの祖母も、2017年、 Ayomideが11
歳のときに同様の発言をしている。

「まだ幼いので、性に関する問題は話していま
せん。思春期を迎える12～14歳まで待つつも
りです。」

Ayomideの祖母、トーゴ、2017年

浜辺でサッカーをするエル
サルバドルの女の子
©Plan International

調査結果が調査対象全体、あるいは個々の回答者や国
に関連する場合はその旨を明記し、そうでない場合は、複
数の国の複数の人が同様の意見・見解を述べた場合、あ
るいはデータセット内で意見・見解が頻繁に一致する場合
を示している。
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SRHRについて学びたい、もしくは学ぶべき年齢につ
いて、保護者と女の子たちの間に重要な共通点があ
る。女の子たちも、現在の年齢より数歳高い年齢、あ
るいは大人になる年齢（ある場合は18歳、別の場合は
20歳）を「適切な」年齢として挙げているのである。こ
れは、コミュニティにおける規範や、保護者から女の子
に伝えられたメッセージを示すもので、女の子が大きく
なるまでセックスについて話すのは不適切とされてい
るのかもしれない。これは、最近のデータ収集の際ま
で、ほとんどの調査対象国で見られた現象である。ラ
テンアメリカとカリブ海諸国では、14歳と15歳の時点
で、多くの女の子がこの情報を自分にとって必要かつ
適切なものとして捉えている。対照的に、特にトーゴ、
ベナン、ウガンダの女の子たちは、より高い年齢を適
切な時期として認識し続けている。

「まだ子どもなんだから、いい考えではないと
思う。私たちは大きくなって中学生になるのだ
から、15歳になったらこういう話を始めるべき
だと思うんです。」
Thea、11歳、ベナン、2017年

「無理かもしれませんが、18歳というのは、女
の子が学ぶのに一番ふさわしい年齢なんで
す。[なぜ?] それは、18歳までに少なくとも下
の学年の授業はすべて終えている可能性が
あるからです。そうでなければ、男性と性交し
て妊娠してしまい、それで勉強はおしまいとい
うことになりかねません。」

Beti、15歳、ウガンダ、2021年

Betiの例では、調査対象の保護者の多くが
表明した態度と同様に、彼女はSRHRについ
て学ぶことと性的に活発になることを結びつけて
考えていることがわかる。したがって、女の子が
いつ性的に活発になることが「適切」であるかという
規範が、女の子がいつSRHRについて学んでもよ
いかということに影響を及ぼしており、女の子は何
も知らされず、準備もできないままになっているの
だ。

4.1.2  "彼女は女性になった"
調査対象データ全体を通して、初潮と女性としての
始まりには強い関連があり、したがって、女の子が
大人の女性のように振る舞い始める準備が整って
いることが期待される。

 plan-international.org 

女の子も保護者も、「変化」を、女の子がもはや子ども
ではなく、「ユース女性」または「大人」とみなされる、女
の子の人生における極めて重要で避けられない瞬間と
呼んでいる。思春期は、それ自体がユニークな移行期
間として認識されることはほとんどなく、代わりに初潮
が女の子から女性への急速な移行を意味する。エル
サルバドルのAndreaの母親は、「すでに変化があっ
た」（つまり、月経が始まった）Andreaの友人を「今は若
い女性のようだ」と言っている（エルサルバドル,
2017）。

「彼女は今週の土曜日で13歳になりますが、
まだ女の子（＝女性）ではなく、ただの子ども
で、生理もまだです。」

Julianaの祖母、ブラジル、2019年

この変えることのできない変化に伴い、女の子たちは容
認される行動を守り、これまで楽しんでいたある種の活
動をやめるよう、新たに社会から期待されるようにな
る。エルサルバドルのある調査対象の母親は、娘は
今、女性のように振る舞うことを期待されており、「きち
んと座る」ことを学ばなければいけないと話している。多
くの女の子がこのような規範的な期待に言及し、月経
が始まると他人が自分に何を期待するかを説明してい
る。

「もう生理があるなら、男の子と遊ぶ回数を増
やさない方がいい。もう大人なんだから、もっ
と洗練されないと。」

Edwina、12歳、フィリピン、2018年

こうした支配的な言説を何のコメントもなく繰り
返す女の子がいる一方で、こうした新しいルー
ルに苦労しながらも、自身の行動を変えるため
の社会的圧力を感じていることを示す女の子も
いる。例えば、Rosamieの経験は、規範や「容認
できる」行動を守らない場合に女の子が受ける
社会的制裁に対する敏感さの高さを示している。

「えーと、難しいですね。だって、以
前はそんなのなかったんだもの。若

いんだから、遊んでいいし、歩き回って
いい。今はもうだめ、『もう若い女性な

のに、まだ外で遊んでいるのか。』と言
われると、恥ずかしいからです。それを他
の人が聞いてしまう。恥ずかしいことなん
です。」
Rosamie、15歳、フィリピン、2021年
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保護者にとっては、女の子の身体の発達は、男の子や
男性を避けるようにという警告を伝えるためのシグナ
ルと見なされJaneの母親の場合は、より明確に性的
関係を避けるようにと発言している。

「私はいつも、『この年になって、体もできてき
たし、男の子や男の人と付き合うと妊娠しや
すいからやめなさい。』と言っています。また、
胸が大きくなり、体つきが変わってきても、勉
強に集中しなさい、恋愛は大人のすることだ
から、と言っています。」

Janeの母、ウガンダ、2021年

女の子たち自身も、思春期初期には交際している仲間
を批判し、年齢が上がるにつれて仲間の交際について
あまりコメントしなくなり、中には自分自身が交際してい
る、あるいは交際していたことを明かす者もいるなど、
恋愛関係に対する態度が年齢を経るごとに変化してい
くのである。

女の子たちにとって大きな変化となった月経について
の議論の中心は、女の子たちがさらされていると考え
るリスクに関する保護者の懸念である。妊娠は、このよ
うなリスクの中でも最も重大であり、月経は、子どもを
産める、あるいは産むことが期待できる「女性の身体」
と関連づけられる場合もあるようだ。

「…彼女は絶対に振舞い方を変えて、もっと
注意しなければなりません。なぜなら、今彼
女がどんな男性と遊んでも、女性であるため
に妊娠してしまうからです。それは私の心配
事です。」

Ameliaの母、ウガンダ、2018年

「私は彼女に、今は危険がいっぱいだよと言
うんです…。妊娠するリスクがあるからです。
もう女性の体を持っていて、生理も来ている。
妊娠するリスク、外に出て、誰かが彼女に悪
いことをするリスク、もう沢山です。」

Larissaの母、ブラジル、2017年

多くの場合、妊娠の恐怖は、保護者によって、合意の
上での性的関係の結果ではなく、ジェンダーに基づく
暴力（GBV）と結びつけられている。

ウガンダのAmeliaの母親（2018）のように、思春期がも
たらす身体的変化により、男性が女の子を大人とみな
すようになり、ハラスメントやその他のGBVを経験する
リスクの高まりを懸念する人もいる。フィリピンの
Rosamieの母親は、娘が「良い体つき」発育したことが
「悪い男」を惹きつけるのではないかと懸念を示してい
る（2017年）。女の子たち自身も、ハラスメントが自身
のウェルビーイングや自分の体についての感じ方に与
える影響を報告している。例えば、2021年、ウガンダの
Sheila（15歳）は、自身の身体の変化が、外見から性
的関係の準備が整っていると思い込む男性から受ける
反応により「気分が悪くなる」と説明し、それを「恋愛感
情」と呼んでいる。

女の子の身体の成熟に伴い、男の子や成人男性によ
る冷やかし、口笛、侮辱など、数多くのストリートハラス
メントにさらされるようになる。思春期後半になるとその
数は増え、保護者の悩みの種になる。男の子や男性
からのこうした行動は、女の子が思春期や大人で経験
する避けられないものとして、常態化され描かれてい
る。

「大きくなると、ちょっと気難しくなって、(女の子
を)いじめたり、触りたがったりする男の子もい
ます。」

Bessyの祖母、エルサルバドル、2018年

女の子は、男の子の仲間から頻繁に望まない注目を
浴びたり、体を触られたりすることがあり、それを防ぐこ
とはほとんどできなかったと報告している。特に、体が
発達した女の子は、学校で男の子からハラスメントや
暴行を受けたり、目撃したりすることがあると報告して
いる。「もうかなり大きな胸をしている女の子がいます。
彼女が男の子たちとすれ違ったとき、男の子の一人が
彼女の胸をつかんだのです」（Reyna、12歳、フィリピ
ン、2018年）。これが不安の原因となり、「緊張して怖
い」（Nakry、11歳、カンボジア、2017年）という理由で、
男の子と友達になることを避けるようになる女の子もい
る。

特に男の子や男性に対して、生理が始まったことを他
人に言わないように言われたと報告する女の子もお
り、思春期や生理を女性性と関連付ける規範が、女の
子の性的成熟度に関する思い込みを生み出しているこ
とが改めて示されている。「生理が始まったらどうしたら
いいの？男の子に知らせないで」(Edwina, 11歳、フィ
リピン、2017年)。

Nakry（2018年）にとって、生理は両親や友人からの孤
立も意味し、誰にも生理を見られないように別室で寝か
されるという。生理が始まってから、友人関係も変わっ
てきたと言う。
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「本当に変わるんですね。一緒にいることが
ほとんどない…。友達も生理のときは離れて
います。」

Nakry、12歳、カンボジア、2018年

エルサルバドルのGabrielaの母親は、生理のことを誰

にも言わないようにと言い、父親自身も生理が始まっ
たことを知らないと言う。Gabrielaは、もし他人に知ら

れたらどうなるのだろうと懸念している。これは、月経
に対する恥ずかしさがあるだけでなく、月経がある女
の子が「大人」とみなされ、「受け入れられる」行動と定
める規範に従わない女の子に対する社会的制裁があ
ることを示す。ここでは、社会規範が月経に関して制裁
や排斥の恐怖を利用し、女の子の行動に対する影響
力を強めるということが示唆されている。

「父には内緒で、母だけで…その時は母にだ
けで、他の人には言わない…だって、みんな
に話すことじゃないから。そうしないと、みんな
に全部知られてしまうから。[もしみんなに知ら
れたら？]　私をからかうかもしれない。もう女
の子じゃない、大人になったんだ、一緒に遊
べないよ、とか言われるかもしれない。 」
Gabriela、12歳、エルサルバドル、2018年

ベナンのBarbaraの母親（2021年）のように、妊娠のリ

スクがあるから特定の行動を変える必要があると明確
に女の子に伝える保護者もいるが、女の子自身がより
曖昧な言葉でこの助言を語ることも多い。これは、女の
子たちがセックスや妊娠についてオープンに話したがら
ないことを示すか、あるいは女の子たちが自分の時間
の使い方や一緒に過ごす相手を新たに制限する理由
を実際にはよく理解していないことを示す可能性があ
る。

また、一部の保護者は、月経には女の子の行動に固
有の変化が生じ、それに備える必要があると想定して
いる。例えば、ドミニカ共和国のDarianaの母親（2017
年）は、女の子は月経が始まると、「小さな女性」のよう
に振る舞うようになり、そのためすぐに「男の子と恋に
落ちる」可能性が高いと述べている。エルサルバドル
のGabrielaの母親（2017年）は、月経をより反抗的な

行動の転機と関連づけ、彼女が自身の好きなことを
し、親の言うことを聞かなくなった他の女の子と同じに
なることを心配している。

月経は、女の子の身体が女性へと変化することと関連
しているが、この変化に関する保護者のもう一つの懸
念する側面は、女の子が未熟で「ナイーブ」なままであ
ることだ。このように、身体的・心理的成熟度のギャップ
が、女の子を他者、特に 男の子や男性から「騙される」
ことに対して脆弱性を高めていると話す保護者もいる。

「女性は月経が始まると妊娠する可能性が
あるので、男の子と遊んでいて妊娠したり、
男の子にプレゼントされて騙されて、妊娠し
たり病気に感染したりしないか、心配で
す。」

Namazziの母、ウガンダ、2020年

ドミニカ共和国の学校から帰宅す
る女の子。

©Plan International

 plan-international.org 
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4.1.3 女の子の性的指向
調査対象データ全体を通して、女の子の恋愛や性
的関係についての議論はさまざまな規範があり、
女の子が男の子と関係を持つように
なる年齢や、それが女の子の将来
にとって何を意味するかという保
護者の懸念が支配的である。ラテ
ンアメリカ、カリブ海諸国、西・東
アフリカの調査対象諸国では、恋
愛関係は妊娠や結婚に強く関連づ
けられる。ほとんどの場合-妊娠や
結婚が思春期の若者の「恋愛」の結果
としてあまり言及されない東南アジア諸
国を含む-重要な懸念は、恋愛関係によって
女の子の教育に悪影響が出ることである。これは、
妊娠、勉学への興味の喪失や気晴らし、あるいは
女の子を教育から離れるよう強制したり操ったりす
るパートナーによるものかもしれない。

「[何かMirembaついて懸念事項はあります
か？] 生理が始まって、若い男の子に誘惑さ
れることもあるようですし…男の子に誘惑さ
れ、勉強ができなくなるのが心配です、でも、
勉強は続けてほしいと思っています。」

Mirembaの父、ウガンダ、2019年

調査対象データでは、セクシュアリティに関する議論は
比較的限られており、「セクシュアリティ」という言葉が公
式の定義とは異なる使われ方や解釈が参加者によって
なされているケースもある166。保護者の一部（特にトー
ゴ）は、女の子のセクシュアリティを認め、異性との交友
関係に懸念を表明する者もいる。 これは、女の子は生
まれながらにして男の子や男性に惹かれ、それが必然
的に性的関係につながるという考えに基づいている。他
の調査対象諸国では、保護者が女の子のセクシュアリ
ティを認めている場合、異性愛という観点から、若くして
性的関係を持つことへの懸念や、それが将来どのよう
な影響を及ぼす可能性があるかに関連して語られてい
る。

166. トーゴとウガンダでは、LGBTを違法とする法律が制定されている。エルサルバドルでは、同性婚が禁止されている。ベナン、カンボジア、ドミニカ共和国、フィリピン、ベトナムでは、国の
法律が同性婚を認めていない。ブラジルでは同性婚は合法である。

167. これは、複数のテーマでインタビューを行う際の時間的制約、特定のトピックを議論する際の文化的センシティビティ、参加者の年齢など、いくつかの要因によるものである。これは、今後の
データ収集の回に組み込まれる予定である。

「Dorisはとても…なんというか…男の子
を見ると落ち着きがなくなるので、男の

子に興味があるのか、すぐにダメにな
らないか、かなり心配です。」

Dorisの母、エルサルバドル、2018年

しかし、その多くは、女の子自身が性的
欲求を持つのではなく、男性の欲望の対

象として考えられている。女の子たち自身は、自
分の性的嗜好についてオープンに語ることはな

く、今まで調査中の際にこのことについて直接問われ
たことはない167。カンボジアやフィリピンでは、「いつか
は男性が自分に興味を持つようになる。」と言われ、将
来への不安を口にする女の子もいる。それは女の子が
好むと好まざるとにかかわらず、一方的で、押し付けら
れたものだという感覚がある。

「12年生を卒業できると思います。[卒業を妨
げるような障害がないか心配ですか？] 誰か
と交際するのが心配です。 [なぜそう考えるの
ですか？] 成長したとき、男性に好かれない
か心配です。」

Lina、12歳、カンボジア、2018年

「もうユース女性だと、誰かに好かれるように
なりますよね。[誰に？]男性に…」

Rubylyn,、15歳、フィリピン、2021年

女の子のセクシュアリティの主なリスクとして、妊娠、女
の子の評判、学業に対する散漫さに関する懸念が
データを大きく占めているが、保護者は、思春期の若
者がセクシュアリティの表現を一切示さない場合に暗
示されるものについての懸念も共有している。男の子
も女の子もともに、性行為をできるだけ防ぎたい、遅ら
せたいという願望があるにもかかわらず、「レズビアン
にならない」ように、男の子との交わりが必要であると
言及するケースもある。このような考えは、女の子自身
も同じように感じている場合がある。フィリピンの
Michelleは、女の子が男の子と仲良くすることで、彼女
のセクシュアリティに関して、周囲から2つの異なる解
釈をされることがあると説明している。



 37 

04  |  調査結果

168. 性的自尊心、性的自己効力感、性的自己概念、性的主体性、性的覚醒、欲求と快感、性的満足、性的自己主張、ポジティブなボディイメージ、関係性コミュニケーション、痛み・不安・悪
影響がないことなどが挙げられる。

169. Plan International, Rutgers and Karolinska Institute (2021) Young people’s perspective of sexual wellbeing and consent: A Literature Review, https://plan-international.
org/uploads/2021/12/young_peoples_perspectives_of_sexual_wellbeing_and_consent_-_a_literature_review.pdf, accessed 4 April 2022.

ほとんどの保護者は、必ずしも宗教的な観点から
セックスを不道徳と語ってはいるわけではない
が、それでもタブー視され、性的なウェルビーイン
グの概念よりもむしろ保護に関わる言語の中に
隠されている168,169。しかし、特にベナン、トーゴ、
フィリピン、ドミニカ共和国では、宗教団体が保護
者の女の子の性へのアプローチに重要な影響を
及ぼしている。

トーゴのLelemの祖母（2021年）は、教会からの教
えを利用して、孫とのセックスに関するコミュニケー
ションをとっている。ベナンのAliceの母親は、教会
の教えのおかげで、AliceはSRHRについて必要な
情報をすべて持っていると考えている。Alice（12
歳、ベナン、2018年）自身は、教会でSRHRについ
て教えられてきたことを説明する。「[女の子はセッ
クスや妊娠についてどのように学ぶべきだと思いま
すか]私たちの教会では、女の子は結婚するまで処
女であるべきだと教えられています。」トーゴの
Ladi（2021年）は、コーラン学校でSRHRについて
説かれたと報告している。

 4.2  性的なウェルビーイングよりもリスクの軽減を優先する
全体として、調査対象の女の子はSRHR教育について、思春期やセックスに関連するリスクを軽減するために必要な
手段であると述べている。調査対象データには、性的ウェルビーイングや、性的健康や快楽に対するポジティブな態
度についての議論は見られない。これは、SRHRに関する情報を受け取ったと報告する学校や家族、コミュニティのメ
ンバー、宗教団体において、このテーマがどのように扱われているかを反映しているのかもしれない。

4.2.1 リスク軽減策としてのSRHR対話

女の子にある程度のSRHR教育が必要だと考える保

護者は、その理由として、女の子が妊娠やGBVから自

分自身を守ることができるようにするためと挙げること

が多い。

「一般的には、彼女が成長した時の人生に
ついて説明もしています。思春期になった
ら、何をしなければならないか、どうやって
自分を守るか。自分のことは自分でするよ
うにと。」
OANH’S MOTHER, VIETNAM, 2018

いくつかの事例を除き、宗教的理由からのセック
スの「不道徳性」との関連は言及されていない
が、フィリピン、ドミニカ共和国、ウガンダ、ベナン
では、セックスが明確に禁止され、処女性と貞操
の重要性が強調されている。

「神様はいつも忍耐に報いてくださいま
す。結婚するとき、神様はあなたが純粋
であること、処女であることを望んでおら
れます。私はいつもそのことを彼女に話
しています。『イベントに行くときはいつも
教会に招待されるし、結婚式があれば
そうするんです。ほら、彼女は結婚した
のよ、なんで教会で結婚したかわかる？
彼女は純粋だから。』と言うんです。」

Darianaの母、ドミニカ共和国、2020年

「 [男友達はいますか？]　いません。[なぜ男友達がいないの？]　男の子は好きじゃない、女の
子が好き。[どうして男友達が嫌いなの？] だって他の人が…[他の人がどう思うの？] 他の人
は、私がレズビアンだと思うかもしれない。[あなたはどう思っているの？] 母が、私にボーイフレ
ンドがいると思うかもしれない。」

Michelle、13歳、フィリピン、2019年

03 
  宗教の影響
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同様に、女の子たちがSRHRについてもっと知りたいと
回答した最も大きな理由は、意図しない妊娠や性感染
症、「何か悪いことが起こる」といった、セックスによるネ
ガティブな結果を避けるためである。彼女たちは、より
多くの情報を得ることで、自身をよりよく守ることができ
ると考えている。

「もっと性に関する情報を知りたい、男の子と
付き合うようになった時に役立つと思う。そし
て妊娠や性感染症を避ける方法を知りた
い。」

Thea、15歳、ベナン、2021年

特に西アフリカと東アフリカの調査対象諸国では、女の
子たちが何も知らないでいると、男の子や他の仲間た
ちから「騙される」「惑わされる」かもしれないという不安
から、性的なことや思春期について話す気になったと
保護者が話しているケースもある。この理由を自ら口に
する女の子もいる。「そう、男の子に騙されないように、
できるだけ多くの情報を持つべき」（Isabelle、15歳、ベ
ナン、2021年）。ベナンのIsabelleにとって、SRHRにつ
いてより多くの情報を得ることは、コミュニティの男の子
や男性からのセクシャルハラスメントに対応できるよう
になることも含んでいる。

トーゴのTeneのように、女の子に適切な振る舞いを教
える役割を担うSRHR教育と同様の言説を保護者が繰
り返すケースもある。「そうですね、適切なふるまいを教
えてくれるでしょう。[女の子には、セックスや思春期に
ついて教えるべきだと思いますか？] そうすれば、何が
良くて何が悪いかを学ぶことができます」（Tene、15
歳、トーゴ、2021年）。初潮前に女の子に月経について
話している保護者は、女の子が生理や体の変化に備
えることも、しばしばリスクと強く結びつけている。

安全なセックスについては、保護者や女の子の一部で
話されているが、禁欲と比較してセックスに関するリスク
軽減策としての対応としては稀である。エルサルバドル
のStephanyが母親に避妊について尋ねたとき、母親は
驚き、何と答えてよいかわからなかったという。しか
し、Stephanyの好奇心が避妊についての会話につな
がり、母親は自分が「経口避妊薬」を飲んでいること、そ
の仕組みについて説明したが、Stephanyはまだ女の子
（12歳）なので使うことはできない。しかし母親は
Stephanyが大きくなって恋愛をしたら使うことができる
と断言したのである。Stephanyと母親の会話
は、SRHRについてオープンに話すことに最初はためら
いを感じていた保護者たちが、たとえ話しづらい話題で
あっても、積極的に関わろうとする姿勢を示しているの
だろう。

トーゴの妊娠中の思春期の女の子
©Plan International 
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また、このような対話は、Stephanyが性的に活発になっ
たとき、母親に相談しやすく、より前向きな将来の対話を
育むことができるかもしれないのだ。

女の子にセックスと思春期について教えるべきかどうか
を議論したとき、避妊を挙げた女の子は3人だけだっ
た。3人（ブラジルのNatalia、フィリピンのChesa、ベトナ
ムのTan、2021年）とも、コンドームは妊娠や性感染症
を避けることができるため、女の子が自分自身をより大
切にするための方法であることを共有していた。

4.2.2 リスクは個別化される 
SRHRに関する対話を、女の子にとって「ネガティブ
な」SRHRの結果に対するリスク軽減策として用いるこ
とは、調査対象全体で共通している。リスク回避のため
に女の子たちに伝えられた情報やアドバイスは、かなり
個別化されている。女の子たちは、身体的な安全や評
判を守るために、大人しく 、男の子や男性に近づかず、
外見や服装、行動を変えるように言われたと報告してい
る：

「[母に言われたのは]生理の時は特に気をつ
けなさいということ…時々、酔っ払った男の人
には、気をつけなければいけないと言われま
す。 」
Valeria、11歳、エルサルバドル、2017年

思春期後半になっても、女の子がセックスについて話す
ことはタブーとされ、セックスについての会話に関連する
社会規範は依然として硬直的であり続けている。女の子
たちが年を重ねるにつれ、思春期の女の子の性を規制
する規範は、女の子が結婚前に性的に活発になることに
反対する保守的な態度と結びついている170。このこと
は、保護者の話し合いが、禁欲と男の子や男性に近づ
かないことに主に焦点を当てていることに示されている：
「親が禁欲を勧めるのは、多くを話すとセックスをするよう
になるから」（Ameliaの母親、ウガンダ、2021年）。

(i) 意図しない妊娠

禁欲に高い価値が置かれるのは、一般に女の子を守る
ためと語られ、そのため女の子の移動が制限される。
妊娠を防ぐために保護者が女の子に与える主な助言
は、男の子を避け、誰にも「触らせない」ことである。保
護者と女の子が使う言葉は、思春期がもたらす潜在的
な結果に対する恐怖感を伝え、男の子や男性が表向き
に もたらすリスクを軽減するのが女の子の責任である
ことを強調するものである。

ドミニカ共和国のDarianaの母親（2018年）のように、
悪い影響とみなされる仲間、つまり、すでに交際してい
て行動が不適切とみなされ、従えば女の子自身にリス
クをもたらすかもしれない仲間との交流を減らすことに
重点を置く保護者もいる。ベナンのJacquelineの母親
（2021年）も同様の考えを持っており、Jacqueline（15
歳）自身がこう説明している。「最後に(あなたに)会った
ときから少し成長し、生理が始まりました。母がある友
人を認めず、会うのをやめるように言われました。彼ら
は男の子と仲良くしていました。」

保護者は、意図しない妊娠を避けるために女の子に
「適切な行動」をとることを求め、妊娠することの全責任
を女の子に、男の子や男性には一切負わせないという
のが基本的な考え方である。共通する信念は、女の子
たちは早期妊娠を避け、将来を確保するために、勉強
に集中し、男の子の誘いを無視すべきだというもので
あった。

「娘の卒業するはずの同級生が妊娠して卒業
しなかったです。彼（彼氏）も卒業しませんでし
た。だから、私はいつも、勉強しなかった私た
ちの人生を見て、教育を終えるように言ってい
るのです。」

Maricelの母、フィリピン、2021年

「ええ、そのこと（セックスと思春期）について
は、娘と話をしましたよ。この話題はいろいろ
な問題を提起するものですが、彼女が言った
のは、『お父さん、私は勉強したいからダメ。』
ということでした。冗談を言ったり、ボーイフレ
ンドを作らないように言ったり、特に彼女が大
きくなった今では、『作らない、お父さん、私は
出世したいから。』と言いますが、それは彼女
自身が言った言葉です。」

Karenの父、エルサルバドル、2018年

しかし、Saidyの母親（2018）は少し違った考えで、男の
子と女の子を完全に分けることは不可能であり、男の子
との友人関係は「敬意がある限り」許容されると述べて
いる。彼女は、Saidyが男の子と交流することを禁止す
ることは現実的ではないとしながらも、「信頼しすぎな
い」「触らせない」「あらゆる一線を越えない」ようにアド
バイスしている。(Saidyの母親、ドミニカ共和国、2018
年)。

170. Buller, A.M., Schulte, M.C. (2018) “Aligning human rights and social norms for adolescent sexual and reproductive health and rights”, Reproductive Health Matters, 
26(52), 38-45, DOI: 10.1080/09688080.2018.1542914
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04 ベナンとウガンダにおける人工妊娠中絶の議論

a 回答者は、女の子が中絶中に死亡した話を披露
し、中絶が安全な選択肢とは考えられていないこと
を示した。「姉妹には、最近、中絶中に亡くなった
友人がいました」（Amelia、15歳、ウガンダ、2021
年）。ウガンダの中絶は特別な状況下では合法で
あるが、不明瞭で複雑な中絶法のため、思春期の
若者は安全でない中絶を求めざるを得ない。毎年
約8万5000人の女性が危険な中絶による合併症の
治療を受けており、さらに6万5000人の女性が合併
症を経験しながらも治療を求めずにいる*。

「自分で決めてしまうと、それが命取りに
なることもある。この近所でも、ある女の
子が私の義兄弟との結婚を自分で決め
たケースがありました。その女の子が妊
娠したとき、その夫は最初の妻と説得し
て子供を堕ろさせ、女の子は死んでし
まったのです。」

Margaretの叔母、ベナン、2021年

2021年、ベナンの議会は、ほとんどの状況におい
て中絶を合法化することを議決した。この動き
は、Maputo議定書の政策目標を超えた、この地
域では画期的なものであった**。保健省は、同国
の妊産婦死亡の15％が危険な中絶に起因すると
推定している***。新しい法律が何千人もの女性
の命を救う可能性があることは広く認められてい
るが、法律の実施が完全に実現しコミュニティに
受け入れられるには、段階を踏む必要があるで
あろう。Catherine（16歳、2022年）はこう述べてい
る。「政府が中絶を奨励する法律を制定したと学
校で聞いたので、とても悲しくなりました。中絶で
子どもたちは殺されます。」

*The Center for Reproductive Rights, the International Women’s Human 
Rights Clinic (IWHRC) at Georgetown Law, and the O’Neill Institute 
for National and Global Health Law (O’Neill Institute) at Georgetown 
Law (2016) Facing Uganda Law on Abortion. Available at: https://www.
reproductiverights.org/sites/default/files/documents/Uganda-Abortion-
Law-Experiences.pdf, accessed 8 April 2022. 
** Partners for Reproductive Justice (2019) ‘Benin strengthens 
reproductive health and rights for women and girls’. Available at:  
https://www.ipas.org/news/benin-strengthens-reproductive-health-and-
rights-for-women-and-girls/, accessed 8 April 2022. 
***Ibid

ベトナム、ベナン、カンボジアを除くすべての調
査対象国で、中絶は違法または法的に制限さ
れているためか、保護者や女の子たちから中
絶について語られることはほとんどない。ほと
んどの調査対象国で中絶が法的に規制されて
いるために、それに関する直接的な質問もな
い。従って、中絶に関してどのような規範や態
度があるのかは不明であるが、ウガンダとベナ
ンでは、回答者は中絶に関していくつかの議論
に言及している。

「当時14歳の同級生が、Facebookで
若い男の子と友達になったんです。二
人が会うと、性的関係を持ち、彼女は
妊娠しました。彼女は中絶したかったの
ですが、彼女の両親も男の子の両親も
許してくれなかったので、そのまま産む
ことになりました。」

Thea、15歳、ベナン、2021年

「彼女（Joyの姉）が子供を堕ろすような
ことをしなかったこと は、神に感謝しま
す。もしそうしていたら、彼女が男と寝
たことを私は知る由もなかったでしょ
う。」

Joyの祖母、ウガンダ、2021年
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(ii) GBV

2009年にブラジル、ウガンダ、フィリピンで、2010年に
はベナン、トーゴ、ベトナムで、調査対象の女の子の思
春期の親族や隣人を対象にフォーカス・グループ・ディ
スカッションが実施された。これらの話し合いやインタ
ビューの記録では、性暴力（主にレイプ）の多発が、思
春期の女の子たちが日常生活で直面する特定の脅威
として頻繁に取り上げられ、それが調査対象国の多く
でコミュニティ全体の懸念事項であることが示され
た。2007年と2008年には、祖父母の多くが、ユース女
性の家族のメンバーに対する性暴力のリスクに対する
不安の高まりを強調した。暴力に対する心配や不安
は、データの後半になるほど悪化している。ハラスメン
トと同様に、性暴力の脅威は、コミュニティの女の子た
ちが年を重ねるにつれて高まるリスクとして強調されて
いる。女の子たちが10歳未満だった頃のインタビュー
と比較すると、10～15歳の間でより頻繁に言及され始
めている。

「Nakryに『大人なんだから、自分の体を大切
にしなさい』と言いました。ブラジャーをつけろ
と言うんだけど、つけられない、と。もう子ど
もっぽいことはしないでと言いました。地元の
村人たちも、自身の娘にブラジャーをつける
ように言います。Nakryがレイプされないか心
配なんです。」

Nakryの母、カンボジア、2017年

「最近はギャングも多いし、レイプしようとした
り、力ずくでつかまえようとする男もいて、自
分の身を守れないこともありますから、一人で
外出するときに安心できません。」

Hillary、15歳、エルサルバドル、2021年

コミュニティにおけるセクシャルハラスメントや暴力の事
例や話の多さから、保護者や女の子も、性暴力が起こ
らないように個々の責任を負っていることを示してい
る。女の子は、年齢が上がるにつれて危険性が増すこ
とを受けて、ある年齢に達すると、自分を守るために自
分の行動を変えなければならないような気がすると報
告している。

レイプの場合でも、それは女の子が避けるべきリスクと
みなされ、保護者は、女の子が性暴力を避けるために
すべきこと、してはいけないことに関する規範的な期待
を説明した。「彼女は夜遅くに移動するのは避けるべき
で、夕方6時以降に移動してはいけない、途中でレイプ
される可能性があるからです」（Rebeccaの母親、ウガ
ンダ、2021年）。

女の子もその保護者も、自身のコミュニティに存在す
る暴力やハラスメントのレベルに対処するための戦略
を編み出していた。彼らは、女の子の移動を制限する
（特に1日の特定の時間帯）、グループまたは同伴者と
ともに移動する、男性を完全に避けるなどの保護策を
考案していた。国によっては、女の子が行ってはいけ
ない場所として、ウガンダでは取引所、ダンスホール、
（夜間の）鑿井孔（石油、地下水などを採取するため
に、地中深く掘られた井戸のこと）、フィリピンでは地元
のビーチ、カンボジアでは近くの森が挙げられている。
「女の子は夜に外出できない、さもなければ、レイプさ
れる」（Davy, 13歳, カンボジア, 2019）。

すべての事例において、レイプやその他の性暴力や
暴行から自分を守る責任は女の子にある。この語り
は、早期妊娠をめぐる議論と非常によく似ている。そこ
でも、暴力を「予防」し、「自分を守る」責任が女の子に
課せられているのだ。「女の子が暴力や虐待から自分
を守らなければ、問題に巻き込まれる」（Sylvia、15
歳、ウガンダ、2021年）。ウガンダでは、性暴力が起き
たときに反撃できるように、身体的に強くなければなら
ない、という意見もあった。「[女の子にとって、丈夫で
健康であることは大切なことですか？] はい、例えば、
誰かがレイプしようとしたとき、彼らと戦うことができま
す」（Amelia、12歳、ウガンダ、2018年）。保護者の中
には、性暴力のリスクを防ぐために、娘に学校にいる
間は一人でトイレに行かないようにとアドバイスする人
もいた。

 plan-international.org 
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 4.3  社会・ジェンダー規範

4.3.1 保護者と思春期の若者間で交わさ
れるSRHRに関する対話に影響を与える
規範と役割
SRHRについて女の子に話すことに関して、男性保護
者と女性保護者の間には明確なジェンダーの役割が
存在した。ほとんどの国で、母親や他の女性保護者が
月経に関する知識を提供し、男の子とセックスに関して
注意することが一般的であるようだ。調査に参加した父
親は、SRHRについて尋ねられると通常は、女の子の
母親に譲り、この話題は「女性の問題」であると述べ、
伝統的なジェンダー役割分担と結びついていることを
示唆している。父親は、自身はそのようなテーマについ
て知らないし、女性同士でこうしたことを話す方が簡単
だと述べている。また、男性と女性が取り組む「許容範
囲」を規定する規範が、SRHRに関する父親の思春期
の娘のコミュニケーションを制限しているという指摘も
ある。 一部の参加者は、男性保護者が娘や、場合に
よっては息子にSRHRについて話すことは不適切と見
なされていると説明した。

また、姉妹、叔母、女性のいとこも、女の子にとって一
般的で受け入れられる情報源として挙げられてい
る。Dembeの祖母（2021）は、ウガンダでは伝統的に
親類がSRHR情報の主要な伝達者であると説明する。

「昔から、女の子にセックスや思春期について
話すのは、必ずその子のおばさんという習慣
があります。[なぜですか？] 文化なんだと思
います。そして両親は話すのを恥じらうからで
す。しかし、最近では、良識ある親が、他人を
巻き込むことなく、自分たちだけで子供に語り
かけることも少なくありません。」

Dembeの祖母、ウガンダ、2021年

また、社会的制裁に対する敏感さが、SRHRについて
話すことに対する保護者のアプローチに影響を与えて
いるようである。

「他の親が娘たちに話したかどうかは、彼らが
話すことはほとんどないのでわかりません。
一方で、母親として、娘とセックスの話をして
いると、他の人に笑われるのではないかと
思ってしまいます。」

Nakryの母、カンボジア、2021年

4.3.2 妊娠をめぐる規範 
妊娠している、あるいはしたことのある思春期の女の
子は、受け入れられる文化的・社会的規範に反してい
ると見なされるため、保護者と女の子自身の両方から
「不適切」あるいは「悪影響」であると判断される。保護
者と女の子は、妊娠した女の子を、道を踏み外し、不
適切な行動に手を染めていると表現する。「彼女はタ
バコやギャンブルが好きで、だから妊娠したのかもしれ
ない」（Darnaの叔母、フィリピン、2021年）。このような
態度は、妊娠した女の子は何らかの形で妊娠して当然
だという規範によるものに思われる。

「私の古い友人は怠け者です。宿題をやらずに
待っているだけで、他の人の宿題をコピーしてい
ます。彼女は去年妊娠し、もう男の子と寝まし
た。」

Nana-adja、15歳、トーゴ、2021年

ウガンダでは、女の子や、時には保護者が、妊娠した女
の子は不従順だから、あるいは本人や家族が物欲が強
いからセックスに手を染めたと認識していた。保護者は、
女の子たちが物やお金を受け取るために「男性を誘惑し
ている」と言い、女の子たちもそのような意見をもってい
た。「家では親が何でも与えてくれるのに、チャパティ(パ
ン)ひとつと引き換えに、という弱い動機でセックスに走る
子がいるから」（Amelia, 15歳、ウガンダ、2021年）。 何
人かの女の子は、「早く妊娠した女の子のようになりたく
ない」と答えた。しかし、プラン・インターナショナルの調
査によると、ウガンダの多くの女の子にとって、ボーイフ
レンドやパートナーから贈り物やお金を受け取ることは、
交際している上で普通の期待であり、性的ウェルビーイ
ングを向上させるものであることがわかった171。

「このコミュニティには、私がなりたくないと思
う4つのカテゴリーの人々がいます。[どんな
人？] 男の子たちと寝る子、早すぎる結婚を
する子、妊娠した子、駆け落ちした子です。」

Rebecca、15歳、ウガンダ、2021年

また、女の子は、妊娠した女の子を「酔っぱらい」な
ど、コミュニティで問題のある人たちと結びつけてい
た。

171. Plan International, Rutgers and Karolinska Institute (2021) Young people’s perspective of sexual wellbeing and consent: A Literature Review, https://plan-international.
org/uploads/2021/12/young_peoples_perspectives_of_sexual_wellbeing_and_consent_-_a_literature_review.pdf, accessed 4 April 2022.

https://plan-international.org/uploads/2021/12/young_peoples_perspectives_of_sexual_wellbeing_and_co
https://plan-international.org/uploads/2021/12/young_peoples_perspectives_of_sexual_wellbeing_and_co
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Rebeccaの母親（ウガンダ、2019年）は、妊娠や性感
染症（STIs）につながるレイプの場合でさえ、コミュニ
ティから笑われるのは女の子であると話している。昨
年出産したFolami（トーゴ、2021年）も、結婚するまで
子どもを産まない、というコミュニティの期待に反するこ
とで受ける負の制裁について言及しており、ゴシップや
コミュニティの女の子たちからの孤立という形で現れて
いるという。ゴシップやトラブルを起こす可能性が低く
なったため、彼女は、今は男の子としか付き合わない
と言及する。Folamiの母親（2021）は、コミュニティの
女の子と関係を持たなくなったことで、彼女が2度目の
妊娠をしないか、更に心配するようになった。

Folamiの母親（2021年）は、Folamiが学校に通うのを
支援しようとし、彼女が学校に通っている間、赤ちゃん
の世話をすることを申し出たことを話してくれた。「私が
赤ちゃんの世話をするから学校に戻るように言ったら、
非常に驚いたことに、彼女はきっぱりと拒否した。」　

Folamiが受けた社会的偏見は、母親が提供できる支援
や学校に通い続ける可能性を上回っているように思わ
れた。Folamiにとって、偏見と恥辱に関するコミュニティ
の規範は、実際に赤ちゃんを産むことよりも困難なこと
のように思えたようだ。

Folamiのような例は、アフリカの調査対象データ全体に
見られる。妊娠は、妊娠した女の子の個人的な道徳的
失敗と見なされ、女の子とその家族に恥という社会的制
裁が加えられる。究極の価値観は名誉を維持することに
ある。しかし、他の国では、妊娠が女の子の教育的成果
や願望に影響を与えるため、この状況を「悲しい」と考え
る人がより一般的であった。

「一緒じゃありません。勉強を続けても、すぐに
妊娠してしまい、学校に残れないからです。」

Sharinaの母、ドミニカ共和国、2018年

家の窓から覗くフィリピ
ンの女の子。
©Plan International
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05  妊娠の経験、願望、
保護者の見解

2022年3月現在、調査対象の女の子のうち4人が
妊娠または出産している。Folami（トーゴ）と
Griselda（ドミニカ共和国）は14歳で出産し、 
Hillaryは14歳で妊娠（エルサルバドル）、Doris（エ
ルサルバドル）は15歳で妊娠している。

GriseldaもFolamiも、子どもを産んでから生活に大
きな変化があったことを語っている。友人と会うこと
が減り、家事の負担が増えたという。Folamiは、子
どもができたことで心身ともに成長できたというが、
そうでなければまだ学校にいただろうと言い、妊娠
したことを後悔している。Griseldaは、妊娠がわ
かったときは怖かったが、新しい生活で幸せにな
り、母親であることを楽しんでいると言う。また、
パートナーと同居してからは、経済的にも豊かに
なったそうだ。

Folami、Hillary、Dorisは学校を中途退学してい
る。Dorisは妊娠する前に退学していた。Griselda
は妊娠のために休学しており、遅れをとっている
が、日中の学校に戻ってくることを許されないの
で、夜間学校に再入学することにした。Griselda
は、COVID-19のパンデミック中に遠隔で勉強で
きたおかげで、とても楽になったと言い、今後もオ
ンラインレッスンを続けたいと考えている。彼女が
学校の授業を受けている間は、親しい友人や夫が
赤ちゃんの面倒を見てくれている。

Dorisは、妊娠がわかってから幸せだというが、赤
ちゃんの父親とは別れてしまったし、妊娠7カ月とい
うことで、学校に戻ることは難しいという。妊娠がわ
かると、彼は彼女を捨てて他の人に行ったとのこと
だ。Dorisは、最初は動揺していたが、今はシング
ルマザーになることを楽しみにしており、夫のため
に何かをする必要がなくなるので、楽になると思っ
て

Hillaryはインタビュー中、妊娠のことは話題にしな
かった。

抱負
Folamiは妊娠をきっかけに志を変え、今は商売を
習い、母親のように針子になりたいと考えている。
母親はFolamiが学校に残って校長先生になってく
れることを望んでいる。Hillaryは明確な将来の夢は
なく、髪を編むのが好きかもしれないと言っていた。

妊娠前の2021年、Dorisは5年後に結婚して母親
になることと想像していたと話す。

Griseldaにとっては、息子が生まれたことで、彼女
のの決意がより強固なものになった。「出世して、
自分の人生を充実させたい」。彼女は医者、でき
たら外科医になりたいという野心家だ。医者である
友人の強い影響を受けているという。しかし、その
ためには、勉強をしながら、賭け事屋で働き、生活
費を稼ぐつもりだという。5年後には、自分の家を
持って、仕事をして、大学にも行くかもしれないと、
彼女は考えている。

家族の力
Folamiの母親は、妊娠したことを後悔している
が、もっと話を聞くようになった、もっと我慢できる
ようになったなど、いくつかの良い効果について
言及している。彼女の母親は協力的で、赤ちゃん
の世話を手伝ってくれている。

Griseldaは、姉妹が子どもを産んだことを悲しんで
いるが、家族は支援的なようだ。父親は養育のた
めにお金を出してくれ、実母は遠方に住んでいる
が、彼女を助け、助言してくれる。祖母とは今でも
仲がいい。しかし、継母（仕事のためにスペインに
移住しているが、送金はしている）は、妊娠以来、
口をきいてくれなくなった。

Hillaryの母親は、Hillaryが学業を終えていないた
め、妊娠を後悔しているが、結婚してからは成長
し、より集中していると言う。また、Hillaryが家事
や弟の世話をしてくれたので、とても悲しいとも言
う。Hillaryは仕事もしていて、収入の半分を家族
のために使っていた。Hillaryの母親は、Hillaryは
結婚で暮らし向きがよくなり、家族に食べ物を持っ
てきてくれるという。

Dorisの母親は、最初に知ったときは怒りを覚え
たが、妊娠を受け入れつつあるという。
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4.3.3 GBVをめぐる規範
ハラスメントは、多くのコミュニティで常態化しており、女
の子の多くは、ちょっとした出来事、と受け流そうとする。
「男性はお酒を飲むと、女性にいろいろなことを言うで
しょ。[お酒のせい？]そうですね、ほとんど（笑）。嫌がら
せをされたことはないですか？」(Griselda、12歳、ドミニ
カ共和国、2018年)。時には、有害なジェンダー規範は、
女の子たちとその保護者によって強化されることもあっ
た。多くの場合、ハラスメントや時には暴力さえも、女の
子が許容するものだと思われているようであった。「女の
子は暴力の犠牲者にならないように、行く場所を制限
し、身の振り方を学ぶべきだ」（Alice、15歳、ベナ
ン、2021年）。保護者が、自分たちが暮らすコミュニティ
には性暴力やハラスメントが常態化していると話してい
た場合でも、女の子は体を触られたり、ハラスメントを受
けたりすることを回避できるはずだと考えられていた。女
の子たちは、正しい行動を示し、十分な情報を得ること
で、GBVを回避することができると繰り返した。「私の先
生は、妊娠やレイプを避ける方法について教えてくれま
した。私たちが十分な情報を得ることは、レイプされるこ
とを防ぐためにとても重要です」（Davy、12歳、カンボジ
ア、2018年）。

また、しばしば性暴力を（意図的に）早期妊娠と結びつ
け、加害者の行動について女の子を責める、女の子に
対する有害な態度の文化の証拠もあった。Annabelle
の父親（ベナン、2018年）は、女性がジーンズや短いド
レスを着て口紅を塗ることで男性を挑発することに言及
した。

性暴力は、女の子に恥をもたらすものとして捉えられて
いた。「女性がレイプされた場合、恥ずべきことだから報
告しないかもしれない」（Ameliaの母親、ウガン
ダ、2017年）。また、加害者側に問題があるというより、
女の子の家族にとって恥ずべきことと見なされていた。
「15歳の女の子が3人の男の子に暴力を振るわれ、妊
娠のトラブルに巻き込まれ、祖父が彼女のことで恥をか
かされた。そのため、彼女がその年齢まで成長したと
き、心配になった」（Tienの祖父、ベトナム、2018年）。 

親密なパートナーからの暴力（IPV）に関する有害な規
範も、いくつかの調査対象国に存在し、収集された
データのさまざまな年にわたって起きている。ベナンと
ウガンダでは、女性は夫に従い、特定の活動をする際
には許可を得ることが求められるという厳格なジェン
ダー規範が示されている。

このような期待から外れると、制裁を受ける。Isabelle
の母親（ベナン、2015年）は、貯蓄などの家計について
夫に尋ねると殴られると言及している。家計は男性の
領域とみなされるからである。彼女は、女性は夫にそ
のような質問をすべきではないとして、コミュニティが夫
の反応を支持することを確認している。暴力は、女性を
コントロールし、社会が期待するジェンダーの役割から
逸脱しないようにするための方法として用いられる。
「私たちのコミュニティでは、特に夫と妻の間で、例えば
妻がどこかに行くときに許可を得なかった場合など、そ
のような暴力を経験する家族もいます」（Betiの母親、
ウガンダ、2021年）。

男性が家計の収入を管理するという男女の力関係や、
男性が複数のパートナーを持つといった有害な男性の
行動に関するコミュニティ規範が、調査対象国での暴
力を増加させている。

「その年は個人としてよくなかった。夫は私を
追いかけたがった。彼は私を殴った。この家
から出て行けと。彼は他の女と結婚しました。
でも、農作業はすべて私がやっています。私
がトウモロコシを育てると、彼はそれを取り上
げるのです…彼は私を家族の店から追い出
し、代わりに彼が結婚した女を置きました。で
も、その店を始めたお金は、私の実家の母が
くれたものなんです。」

Sheilaの母、ウガンダ、2012年

Namazzi の母親（ウガンダ、2017 年）も、別の女性と
結婚したパートナーとの暴力的な状況の数々を語って
いる。彼女は、自分の庭が食料を収穫するために新し
い妻に渡され、それに文句を言ったら殴られたので、文
句を言わなくなったと説明する。数年後の別のインタ
ビューでは、彼女は自身を責め続けている。

「そう、彼は戻ってくるでしょう、だって私たち
は離婚しなかったし、私は今でも彼を夫だと
思っているんですもの。男って理解するのが
難しいですね…私が体調を崩し続けているこ
とに嫌気がさしたのでしょう。」

Namazziの母、ウガンダ、2021年

女性を個人としてではなく、妻や母親として評価する差
別的な信念が、調査対象国全体に存在す
る。Namazziの母親は、長期にわたる病気のため、自
分が女性としての理想に達していないと考え、それが
夫が暴力を振るい、結局家を出た理由の受け入れら
れる説明として考えたのである。
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このような暴力に関する有害な規範は、妻が夫に捨てられることで「名誉」を失
うときに、コミュニティによってさらなる制裁をうけることになる。「男性が妻を脅
しているのをよく耳にします…捨てられてまた独身になるのは不名誉だから、そ
ういう女性はかわいそう」（Eleanorの母親、ベナン、2017年）。このような規範
は、女性が暴力を報告するために当局に行くことを困難にし、最終的に暴力的
なパートナーから離れることを非常に難しくしている。

06  
制度的な正義の欠如

調査対象諸国におけるGBVをめぐる規範は、女の
子に対する正義の欠如によって強化されることが
多かった：「暴力を経験した女の子は、正義を保障
されていない。このコミュニティの子どもの権利は
守られていない」（Dembe、15歳、ウガンダ、2021
年）。ウガンダの回答者は、コミュニティでの性暴
力について、「当局は気づいているが、何もアク
ションがなく、COVID-19期間中に女の子に対する
侵害が悪化した。」と当局への欲求不満を指摘し
た。Joyの祖母（2021年）も、この種のケースにつ
いて親が更なる対応をしてくれないことを指摘して
いる。「保護者の中には、そのようなケースの対応
に無頓着な人もいます。[コミュニティでの15歳のレ
イプに関連して]、保護者は『もうこの子はたくさん
だ。』と言うかもしれない。」 親や保護者が対応し
ないのは、それが処理されないとわかっているか
らなのか、それともこうしたコミュニティにおける性
暴力に関する恥や偏見が原因なのかは不明であ
る。

Shifa（15歳、ウガンダ、2021年）は、ある女の子が
義理の兄弟に妊娠させられたが、その兄弟には何
の処理もとられず、女の子は実家に戻されたという
話を紹介した。保護者や女の子は、このような問題
に対処するためのいくつかの制度を指摘していた
が、これらの制度は、警察が対処すべきレイプなど
の犯罪が「女性の問題」とみなされ、地方女性議員
に対処を委ねられているという、処罰が困難な現
状が明らかにされた。

同様に、アジアの調査対象国では、当局の対応が
欠如していたことを指摘する家族もいた。彼らは、
女の子とその姉妹に性的虐待を加えた村の年配
の男性を当局に訴えた。父親（2012年）は、この
ケースに関する地元当局の対応について次のよう
に説明している。「その男はここの出身ではなく、故
郷に帰ってしまったので、この件は忘れましょうと言
われただけです。」

また、女の子が正義の裁きを受けた例もあるが、
データ上では稀である。例えば、エルサルバドル
では、2人の保護者が女の子に対する性的虐待
の事例を話し、犯人は裁判にかけられ投獄された
が、1人の保護者はこの結果に驚きを示している。

エルサルバドルの保護者の中には、ギャングの報
復を恐れて当局に行くのを拒んだと言及する人も
いる。Susanaの母親（2014年）は、パートナーの
手で窒息死しそうになったが、地域にギャングが
いるためリスクが大きすぎるとして警察に通報せ
ず、代わりに隣人がパートナーを連れて行き、そ
れ以来彼を見ていないという話をした。 2019年、
エルサルバドルの女性殺害率はラテンアメリカ諸
国で2番目に高く、Susanaの母親の話は、GBVを
報告することの難しさを露呈している。同様
に、Karenの母親（エルサルバドル、2021年）は、
誰かがFacebookでKarenの動画を送り、Karen
を脅すという恐ろしい出来事を通報しなかった理
由として、「何でも知っている」ギャングの存在を挙
げ、「彼らは、彼女の勉強場所や全てを知っている
と言いました…私は、お父さんか私が来ないなら、
この子を外に出すなと先生に言ったんです。私た
ちはとても怖くなりました。それが半年くらい続きま
した。[警察に通報していなかったのですか？] い
いえ、もしその人が私たちの知っている人で通報
して、娘に何かあったらと思うと怖かったので。」

調査対象諸国の多くでは、女の子と女性の保護を
目的とした法律は効果的ではない。しかし、司法
へのアクセスは、女の子や女性に対する暴力をめ
ぐる規範に関するより広い社会化の一部である必
要がある。
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4.3.4 異性愛と同性愛嫌悪
ホモフォビック（男性嫌悪）な態度はデータの中で顕著であ
り、保護者と女の子の両方が、許容されるジェンダー規範に
従わない個人を侮蔑的な用語で表現している。このように、
参加者が個人の実際の性的アイデンティティに言及してい
るのか、規範に違反することが同性愛を示すとして理解さ
れるという、セクシュアリティとジェンダーの役割の強い関連
性を示しているのかは必ずしも明らかではない。 このこと
は、フィリピンとベトナムの調査対象データで特に顕著であ
り、女の子たちは男性の友人や男性の家族の何人かを「ゲ
イ」と表現している。

2012年、Christineの母親（フィリピン）は、Christineの
兄弟の振る舞いが、彼のセクシュアリティの表れと解釈
されると述べている。

「私にとっては、彼はゲイではなく、ゲイのよう
な動きをするだけです。彼はゲイではなさそう
です。ゲイかどうか聞いてみたんです。[違うっ
て？] いいえ、彼はダンスが上手いからゲイに
見えるだけです…みんな彼を見ています、彼
の体はゲイなのです。」

Christineの母、フィリピン、2012年

例えば、Christineの兄弟が「ゲイ」にならないように、
水汲みを教えるなど、彼らがとった行動について彼女
は語る。

2018年、彼女はChristineとともに、こうした姿勢を繰り
返している。「彼女はお風呂に入り、髪を梳かす。でも、
彼女はあまり複雑ではないわ。[以前は複雑だった？] 
そうでもないわ、以前はレズビアンのようだった [どう？] 
男の子みたいに振る舞うの。」

Christine自身も、2021年にこのような考えをいくつか
繰り返している：「[話の中でJenをどう思いましたか？]
レズビアンです。[Jenがレズビアンだと言ったのはなぜ
ですか？]そう、バスケットボールが好きだから。[村に
は、バスケットボールをする女の子はいないのです
か？] いいえ、男の子ばかりです」(Christine、15歳、
フィリピン、2021年)。

ウガンダのAmeliaにとって、女の子が伝統的
な男の子の服を着て男の子と遊ぶことは、コ
ミュニティの他の人からトランスジェンダーと
認識される可能性があることを意味している。
「男の子は 、彼女がトランスジェンダーで
あることを恐れるかもしれないので、おそ
らくある程度は助けになります。[どのように
助けになるのですか？] 男の子はそんなに彼
女を煩わせない」(Amelia、15歳、ウガンダ、
2021年）。

同性愛は否定的に受け止められ、保護者が子どもの養
育において防ぐことができ、また防ぐべきものであると
いう感覚が全体的にある。また、ジェンダー規範に挑戦
する女の子（男の子も含む）の行動をセクシュアリティの
表れと解釈する保護者によって、性自認とセクシュアリ
ティが混同されているように見える場合もある。女の子
たちは、インタビューにおいて、自分の性自認に疑問を
持っていることも、自分の性的指向を表明することもな
かった。Darianaの父親（ドミニカ共和国、2019年）は、
セクシュアリティの変化につながると考える女の子の行
動を監視する親の責任を指摘し、「男の子は男の子で
なければならず、女の子は女の子でなければならない」
と主張している。彼にとって、女の子が男の子や男性の
ように振る舞うことを許すことは、彼らが「同性愛者」に
なる方法であり、親はこうした行動を注視する必要があ
るという。

同様に、2021年、フィリピンのReynaの母親
は、Reynaが自分は男の子だと言っていたと述べた
が、Reynaはどのインタビューでもそのことに触れてい
ない。このとき、「男の子」であることは「レズビアン」で
あることを意味し、それは「変える」ことができるという
前提がある。

「納得いかないのに、何か言ってきたんです。
[何を？] 彼女は男の子だと。(笑) [Reynaが？
その時はどうでしたか？] ああ！ まさかそんな
ことはないだろうけど、本当にレズビアンのま
まだったらどうしようもないけど、変えられるだ
け変えようと思って。だって、そういう人は…男
でも女でも変われるのだから、その病気は心
の中にあるのだから…まあ、彼女は同じレズ
ビアンの姉妹に従っただけなのかもしれない
けど．彼女は母親に一度だけ言ったんだ…自
分はレズビアンで恋人がいるってね。おお！」
Reynaの父、フィリピン、2021年

Reynaを変えてみせると言いながらも、
Reynaの父親が一番心配している
のは、同性愛の関係には子どもを
作ることができないということであ
るようだ。同地域では子どもは年を
とったら親の面倒を見るものとさ

れ、娘が年をとったとき、自身の
面倒を見てくれる子どもがい
ないことが心配なのである。
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いじめを心配したFernandaの父親は、女の子に「ふさ
わしい」外見に変えるように忠告する。

「[男の子のシャツを好んで着ているのです
か？] ええ。シャツは、彼女がボール遊びが
好きなので、みんながいろいろと言い始めま
した。[シャツについて？] はい。彼女はそうい
うのだけ着たがった。それで私は言ったん
だ、娘よ、もう大人なんだから、いい服を着る
ようにしなさいって。他の女の子たちが、『お
嬢さん、レズになるんでしょ。』みたいなことを
言い始めて、からかわれたんです172。それで
彼女は怒ったのです。」
FERNANDA’S FATHER, BRAZIL, 2018

ベトナム（2014年、2015年）では、調査対象の女の子
の一部が、男の子と女の子の「許されない」行動に関
する類似の解釈を概説している。このような態度は、
女の子が幼い頃（8、9歳）に始まる。TrinhとOanhは、
サッカーができるのは男の子だけ、サッカーをする女
の子は「レズビアン」、スキップやテディベアと遊ぶ男
の子は「ゲイ」といったジェンダー別のステレオタイプ
に関する意見を共有している。Hang（2014年）もこう
した感情を示している。「私は、人形で遊ぶのは女の
子だけだと思っているので、もし男の子が人形遊びを
したら、ゲイかもしれないので、友達にはならな
い。」Hangのコメントは、理解して言っているというよ
り、聞いて理解した気になっているものだった。Hang
は「ゲイ」という言葉の意味を聞かれても説明できず、
テレビを通してしか知らないと、答えている。

ドミニカ共和国では、家事をする男の子が「ゲイ」とい
うレッテルを貼られること、あるいは貼られることを恐
れていることを参加者が語っている。ライフヒストリー・
インタビューでは、Leylaの父親が自分の体験を話し
た。

「皿洗い…料理、弟の世話、店での物売りを
していたので、ゲイだと言われたんです。[当
時は何歳でしたか？] 7～9歳だった。」

Leylaの父、ドミニカ共和国、2011年

Darianaの母親も、こうした規範が息子にどのような
影響を与えたか、また、こうした期待にどのように挑
戦しているかを語っている。

「食器洗いや家の中の掃除をさせています
が、『僕はゲイじゃない。』と泣きながら言い
ます。家事をするのは女の子だけじゃない
んだよと言うんです…学校を卒業する頃に
は自分の家に入ったら、家の中が汚れてい
るせいで腐ってしまうよと言うと、静かにな
るんです。彼は11歳です。」

Darianaの母、ドミニカ共和国、2015年

 4.4  保護者の知識
不足

SRHR教育に対する保護者の態度や行動に影響を与え
ている政策や文化的背景、一般的な規範は調査対象9
カ国に存在するが、保護者は娘とSRHRについてコミュ
ニケーションする際に、：何を伝えるべきか、いつ伝える
べきか、娘がその情報を受け取ることで何が起こるか？
という共通の課題を経験していることが明らかになった。

多くの場合、保護者はセックスの議論を取り巻く社会的
タブーに直面する。SRHRについて女の子に話してい
ない理由として保護者は、女の子にセックスについて
話すと、セックスをするようになるのではと恐れていると
説明する。女の子が大きくなればなるほど、保護者は
それが効果的なアプローチではないことを認識してい
るようだ。ここで、多くの人が直面している核心的な課
題を見えてくる：SRHRに関する個人的な知識の不足
である。カンボジアのRoumanyの姉とBophaの大叔母
は、SRHRに関する対話において「他の」養育者が経
験すると思われる限界について言及している。

「通常、話すことは禁止されていないが、自身
の知識や恥ずかしさが関係している。」

Roumanyの姉、カンボジア、2021年

「9割の人が、娘にセックスや思春期について
話したことがないと思うのですが、それは教育
を受けておらず、この問題について知らない
からです。しかも、そのような情報を知らない
し、畑仕事程に興味もない。」

Bophaの大叔母、カンボジア、2021年

172. 訳者注：筆者は「sapatão」という言葉を使っているが、これはブラジルのポルトガル語では性的な中傷である。
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Nguyetの母親は、こうした問題について、親よりも思
春期の子どもたちの方が詳しいように感じていること
を認めており、それが彼女の自信を低下させ、
Nguyetへのコミュニケーションの方法や内容に大き
な影響を与えているようである。「正直なところ、私は
母親ですが、最近の子どもたちほどそのことについ
て知りません — 彼らの方がもっと知っています」
（Nguyetの母親、ベトナム、2018年）。

何人かの調査対象の保護者にとって、学校のSRHR
教育は娘に伝える情報の補足として捉えられてい
る。一方、女の子は学校で学んだと信じているの
で、SRHRの問題について娘と話し合う必要はない
との意見もある。

「私は彼女にSRHについて話したことはあり
ませんが、彼女は学校で知識を得ました…
得た知識で十分です。もっと知って、自身の
世話をし、身を守ってほしい。…私は、性的
な健康については不必要だと思い、話したこ
とがありません。また、娘は恥ずかしがり屋
で、話す勇気がなかったです。」

Nakryの母、カンボジア、2021年

07 ベトナムではインターネットが重要な情報源に

2021年、ベトナムの女の子と保護者は、女の子に
SRHRについて知らせるためにインターネットと
ソーシャルメディアが果たす役割について話してい
る。Hang（2021年）は、学校のプレゼンテーション
のために、月経についてオンラインで研究を行っ
たと説明する。「 …インターネットでは、主に女性
の生理の場合の対処法について学んでいま
す… 」

Thom（2021年）は、学校や家庭でSRHRについ
て教わったことがあっても、インターネットでは多様
な情報にアクセスできるため、インターネット上で
学ぶことを好むと述べている。「私は…インター
ネットで検索して、自分に合った情報をピックアッ
プします。[なぜ、先生やお母さんではなく、イン
ターネットを選ぶのですか？] なぜなら、インター
ネット上の情報は、私の疑問よりもかなり幅広いと
感じるからです。」Thomの母親は、彼女がオンラ
インでSRHRに関する情報にアクセスしていること
を認識しているが、それは基本的な情報であり、
十分なものではないと考えている。過去（2019
年）、Thomの母親は、彼女に教えるためにオンラ
インの情報を利用していると報告している。「[彼女
が健康や身体に関する情報をどこから得ていると
思いますか？] 私から…彼女はよく『どうしてな
の？』と聞いてきます…忙しいときは、インターネッ
トから情報をダウンロードして．それを読ませて、
理解させ…自分の身は自分で守れるようにするん
です。」

 Hoaの父親（2021年）も、SRHRに関する教育的
な情報を得るためにインターネットを利用している
という。「妻はよく内密に話をして、毎日娘に打ち

明けています。妻は、他の日常的な話をするとき
に、思春期や生殖に関する健康に関する話を口
にします。[このような情報をどこで得ることが多い
ですか]インターネットから得ることが多いです
ね。」

Senの母親（2021年）は、Senが学校で何を教わっ
てきたのかよくわからず、SRHRについて話しては
いるが、Senはこの話題について両親と話したがら
ないと考えており、この必要な情報をどこから得て
いるのか、まったくわからないという。女の子は
SRHRについて別の場所で学ぶことを好むかもし
れないので、携帯電話からアクセスするのだと考え
ている。

父親にとって、インターネットは、娘とデリケートな
話をするための十分な代替手段ではないものの、
良い情報源になっているようである。「今の子ども
たちはとても柔軟で、インターネット上から必要な
情報を見つけてきます。学校ではSRHに関する授
業があるかもしれません。[地域 で彼女が情報を
得られるような活動はありますか？] いえ、ありま
せん。主に学校やインターネットで情報を得ていま
す。[彼女は自身の健康や身体について十分な情
報を持っていると思いますか？] そう思いません。
今、発達中なので…両親が娘にそういう話ができ
るのはいいことだと思います。しかし、実際には、
親が子どもに話しかけるのは、まだまだ難しいよう
に思います。私も娘に話しかけるのはかなり難し
いと思っています…」(Hoaの父、ベトナム、2021
年）。

 plan-international.org 
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 4.5  SRHRにおける世代間
の力

4.5.1 保護者自身の体験が思春期の若
者とのSRHR対話に与える影響

多くの女性保護者にとっての優先事項は、自分たちが
思春期や青年期に遭遇したネガティブな経験を子ども
たちが繰り返さないようにすることだ。さらに、恋愛に関
する行動が思春期以降、悪い方向に変化したと報告す
る人もいる。はっきりしているのは、ほとんどの保護者
が、助言や制約を含む養育上のアプローチが、子ども
たちに重要な影響を与える要因とみなしていることだ。

しかし、女性の保護者の中には、自身が初潮を迎える
準備ができていなかったというネガティブな経験を語り
ながらも、自分の娘には何も情報を与えないという人も
少なくない。このように、保護者自身が大人として月経
について話す準備ができておらず、娘に何を伝えれば
よいのか分からないことは明白だ。「私がその年のころ
は知らなかったから、ちょっと大変でした…まだこんなに
幼いのに、彼女が情報を手に入れるとは思っていませ
んでした」（Sharinaの母親、ドミニカ共和国、2018年）。
ドミニカ共和国のValerieの母親（2017年）は、母親が彼
女を育てた経験がなく、SRHRに関するアドバイスを与

えてくれる人がいなかったことが、彼女の娘へのアドバ
イス方法に影響したと述べている。「娘が発育したとき、
私は気づきもしませんでした。娘が生理になったとき、
私は気がつかなかったのです」。Jocelynの母親（2019
年）も、娘の初潮に気づかなかったが、それはJocelyn
が恥ずかしさからそれを隠していたからだったと推測し
ている。

このような話は、女の子たちがSRHRについて話すた

めの複数の手段が必要であることを示している。ブラジ
ルのPatricia（2017年11歳）は、家族が女の子自身に

月経の準備をさせない、あるいはできない状況におい
て、学校でのSRHR教育の重要性を説明する。

「[その時、それが何であるか知っていたので
すか？] はい、...でも母からは何も言われてま
せんでした。[でも、月経がどんなものかは知っ
ていましたか？] はい、...学校の先生が説明し
てくれました。[お母さんには何と言ったのです
か？] 生理がきたと...母は驚いていました。」

Patricia、11歳、ブラジル、2017年

保護者のSRHRへのアプローチに影響を与えた重要
な要因は、女性保護者が、特にCEFMU、早期妊娠と
いった自分自身の経験を女の子たちに繰り返させたく
ないということであった。Greenら（2019）は、CEFMU
に関連する規範は、より広範で女性へ身体的・精神的
に悪影響を及ぼす可能性があると述べている。保護者
の中には、忘れられないトラウマ的な出産体験の経験
を共有した人もいた。母親や保護者の多くは、こうした
早すぎる結婚 や早期妊娠について後悔しており、娘や
女性の親族にそれとは違う将来になるよう望んでい
る。

「私は人見知りで、学校にも行かず、だからす
ぐに結婚してしまったのです。Essohanaに
は、妻になる前に、勉強をしっかりやってほし
いです。」

Essohanaの母、トーゴ、2018年

「私が13歳頃に長女を産んだんだけど...彼は
50代くらいで、私と結婚した時には8人くらい
子どもがいたから...。彼女[Valerie]には同じ
ような経験をしてほしくないですね。現実は苦
しいものですから、辛い思いをするんです。 」
Valerieの母、ドミニカ共和国、2018年

多くの保護者は、若くして結婚したことを不幸と結びつ
けることが多い。「私のような悲惨な目に遭わせたくな
い。私は学校を早くやめたので、早く結婚しました」
（Senの母、ベトナム、2021 年）。保護者はまた、母性
をめぐる規範と、結婚後の母親の行動がどこまで受け
入れられるかということを思案し、結婚とある種の自由
の終わりを関連付けている。フィリピンのChristineの母
親（2021）は、早く結婚したことを後悔してお
り、Christineには結婚すると「自由にいろいろなことを
することが許されない」ので、まず自分自身が楽しむこ
とが重要だと述べている。

早すぎる結婚や早期妊娠がもたらす悪影響は、教育
機会の停止と関連して語られることが多かった。

「いつも言っているのですが、最近の若者は
感情に流されて結婚しては、学業をあきらめ
てしまうことばかりです。」

Sharinaの母、ドミニカ共和国、2017年
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ラテンアメリカとカリブ海諸国では、調査対象の女の子
もこのような意識を示しており、母親が思い描いている
教育にまつわるネガティブな結果に概ね同意してい
た。

「15歳で私を産んだのは、彼女にとって最悪
の出来事だと思う...彼女は学業を終えていな
い、大学にも行っていない。彼女は学業を修
めて、恋愛をする前に大学に行くべきだった
と思う。」

Juliana、12歳、ブラジル、2018年

保護者は、娘が成功し、より良い人生を歩む可能性を
望んでいることを強く強調し、結婚や妊娠はその障害
だと捉えていた。 このような考え方は、男性との関係
において娘を保護するアプローチに影響を与えること
があるようだ。保護者は男性との関係をリスクと認識
し、その結果、娘の行動を監視し、行動を制限するとい
うジェンダー規範を続けることになる。

「母は私を育てながら仕事をしていたので、私
は一人でいることが多かったのです。それで
とても幼い頃に彼氏ができ、その人と同棲す
ることになったんです。私は後悔しました。だ
から、Hillaryには、『まだ若いんだから、男性
とは付き合わないように、気をつけなさい』と
言うんです... だから私は母と違って娘を一人
にしないように、仕事に出かけません。もし、
私が彼女を一人にしたら、きっとより悪いこと
をするでしょう。」

Hillaryの母、エルサルバドル、2018年

 plan-international.org 

また、保護者の多くが過去の性暴力や虐待の経験を
語っており、女の子たち自身も性的虐待を目撃したり、
虐待を経験したケースもあった。保護者は、娘が同じよ
うなネガティブな経験を受けることへの恐怖から、家族
間でも信頼関係が薄くなっている。これは、特にラテン
アメリカ・カリブ海諸国とアジアの調査対象諸国で顕著
だった。「母親として、私はいつも娘に助言しています。
私は彼女に、誰にもあなた、あなたの父親でさえも手を
出させないよう言っています」（Madelin’の母親、ドミニカ
共和国、2016年）。ベトナムでは、Uyenの祖父も親戚さ
え信用できないとし、彼女がレイプされるのを恐れて、
男性のいとこに彼女を学校に連れて行かせなかった。
ラテンアメリカ・カリブ海諸国の調査対象諸国では、女
の子たちの母親が新しい男性と交際していることが、更
なる危険をもたらすとみなされ、懸念を示す保護者もい
た。例えば、Saidyがまだ5歳のとき、彼女の祖母はこの
ような恐怖を語っている。

「ニュースで、夫が自分の娘でない妻の娘をレ
イプする、多くは自分の娘さえにさえも性的虐
待を犯すと聞くのでで彼女が母親と暮らすの
は怖いのです。 それなので、私が彼女の面倒
を見て一緒に暮らしたいといつも思っているん
です。」

Saidyの祖母, ドミニカ共和国, 2012年

また、Susanaの祖母は、Susanaの母親の新しいボーイ
フレンドが孫娘を見る目つきに懸念を示した。ある日、彼
女の家で彼がSusanaを不適切につかんだことを指摘
し、「年長者の私を信じれば、間違いない」 と述べた。彼
女はSusanaの反応が何かおかしかったのと、母親が
酔っていたため気づかなかったことを指摘した。3日後、
祖母はSusanaの父方の家族と合意し、孫娘たちを預か
ることにした。

ウガンダの母娘。
©Plan International
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トーゴを除くすべての調査対象国の保護者は、親密な
パートナーからの暴力の経験について述べている。ベト
ナムとラテンアメリカの調査対象諸国では、男性の暴力
をエスカレートさせるものとしてアルコールが挙げられて
いる。「酔って自分をコントロールできなくなり、家庭内暴
力をしたこともあったが、めったにないことだった...私は
悲しいし、恥ずかしいと思った」（Hoaの父親、ベトナ
ム、2013 年）。しかし、有害な社会通念が存在し、暴力
の触媒として作用していることも明らかである（4.3.3 節
参照）。

また、保護者サンプルの中には、家庭でIPVを受けた
と言及する人もいる。2011年と2012年のライフヒスト
リー・インタビューでは、家庭内で不平等な力関係があ
り、暴力的な子ども時代を経験したと報告する保護者
もいる。その後、保護者自身が暴力的な関係に陥った
ことを述べている。

「彼らはよく酒を飲んでは喧嘩をし、私の母を
よく殴りました。お互いを尊重せず、喧嘩をす
ると『殺すぞ』と言い合っていたので、私たち兄
妹は怖かったです。 [学校には通っていたので
すね。学業を終えたのは何歳の時ですか？] 
はい、13歳まで勉強していました... 7年生に
なってから彼と付き合い始めたんです。それ以
来、私の人生は変わりました。彼は私をよく殴
り、とても嫉妬深かったからです。」

Raquelの母、エルサルバドル、2012年

不平等なジェンダー規範の経験や、子どもの頃に暴力
にさらされたことが、その後の人生における暴力の世
代間のつながりを永続させるようだ。

保護者は思春期の妊娠、CEFMU、GBVにまつわる自
身のネガティブな経験を語り、娘への不安を表わする
が、特筆すべきは、それが前向きな親密関係の育成、
セックス、避妊について女の子とオープンに話し合うこ
とはほとんどないことである。

4.5.2 悪循環を断ち切る
しかしながら、少数ではあるものの一部の保護者は、女
の子たちとSRHRに関するコミュニケーションにおいて、
より前向きなアプローチができないか議論している。そ
れは、ネガティブな経験の世代間連鎖を断ち切りたいと
いう願いと結びついているようだ。

特にベトナムの女性保護者の中には、自分たちが若い
頃は母親から月経について話をされなかったが、自分
の娘には月経について話し合うことの重要性を感じて
おり、前の世代とは異なるアプローチで月経の話題に
取り組んでいる人もいる。

「そうそう、一緒にお風呂に入ったときに、起こ
りうる変化と生理を見せて、体のケアの仕方
を教えてあげたりしています。 小6になると生
理が来る子もいますが、Huongは違います。
私の母は仕事が忙しいので教えてくれません
でした。」

Huongの母、ベトナム、2017年

Thom の母親（ベトナム、2021 年）も、娘に生理につい
て「よくある現象」で「怖いものではない」ことを伝えてい
る。ブラジル、ベトナム、エルサルバドルの一部の保護
者は、女の子の月経について話し合い、準備をするた
めに前向きなアプローチをとっていると述べている。こ
れらの保護者は、女の子が初めての生理に直面したと
きに経験しうる恐怖や不安について言及し、これらを防
いで、女の子が何を想定すればよいかを知ってもらい
たいと考えている。

「姉に起こったことなので、彼女は恐れている
のです。でも私は、『それは普通のことで、ど
の女の子にも起こることだし、タンポンを使う
ことを学ぶの』、と言いました。」

Fernandaの母、ブラジル、2017年

しかし、ブラジルのNataliaの母親が示すように、女の
子たちに伝えたい月経に関する情報が、月経にまつわ
る神話となって語られてしまうことがある。

「怖がっている子もたくさんいるんだか
ら、[学校が]教えてあげたり、説明した
りしてあげないといけないと思うんです
よね。だって、彼女たちは何も知らない
し、突然そうなったら、みんな怖がるわ
よね。でも、この家では、私はいつも彼
女らに話しているのよ。その時が来た
らどうなるのか、そしてその時は私に
言わなければならない、なぜなら、
彼女らはあれこれ食べられないか
らです。」
Nataliaの母、ブラジル、2017年

エルサルバドルのHillaryの母親は、13歳で結
婚したことを後悔しており、虐待も受けた経験
がある。そのことがSRHRの問題について娘と
のコミュニケーションの取り方に影響
し、Hillary’の母親が娘とよりオープンに話すこ
とにつながっている。
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  4.6  世代交代

4.6.1 女の子の行動における変化
ベトナム、トーゴ、ウガンダ、ドミニカ共和国からの例
は、すべての保護者が、女の子が自身の過去の経験を
繰り返すことを懸念しているわけではなく、むしろ女の
子を「間違った」決断に導くかもしれない社会に批判的
であることを示している。Senの母親（ベトナム 2016）
は、思春期の行動における10代初期の頃との違いに言
及している。

「世代によって行動が違うので、目を離さない
ようにしないと...今の女の子は自由を与えす
ぎると、すぐに彼氏を作ってしまう。私たちもそ
の年頃はそうでしたが、当時の10代の若者は
限界を超える勇気がなかったのに、今は超え
ているのです。」

Senの母、ベトナム、2016年

トーゴのLelemの祖母も同様に、思春期の恋愛関係へ
のアプローチにおける世代の変化について言及してい
る。

「女の子は自身のボーイフレンドを両親に紹
介しなくなった。以前は、男の子が家に来るこ
とで、将来の義理の家族が彼を知ることがで
きたし、道で彼らに会っても敬意を払うことが
できたのに、これはネガティブな変化だ。」

Lelemの祖母、トーゴ、2021年

「今では私は後悔している、その...夫とはよく
喧嘩をしました...私に与えた家を離れるよう
に脅されたことさえあります...私は娘に、『自
分を大切にしなさい、若い人と一緒に住むの
はやめなさい』、と言っています。だから私は
彼女に忠告し、彼女を騙すような男を相手に
しないように 、何度も何度も言っているんで
す。『20歳以上になったら、誰かと同棲した
り、結婚したりできるんだよ』、とね...私は若い
時に同棲して、それが苦しみを生んだから、
その年齢になるまで彼女は自分のことを優先
するようにと言っています。私は若い時に同
棲したのですが、その時に苦しみを味わった
からです...私を無能呼ばわりする最低の男た
ちがいます。私は彼女に、よく考え、勉強して
歳を重ねて大人になるようにと言います。 」
Hillaryの母、エルサルバドル、2016年

エルサルバドルのStephanyの母親（2018年）も、自分
に相談したりアドバイスしてくれる人がいなかったため、
若すぎる（13歳）恋愛をしたと話した。彼女は今、母親と
して、娘には自分よりずっと遅く恋愛するよう望み、その
ようにアドバイスをしていると言う。同様に、Julianaの
祖母（ブラジル、2017年）は、女の子が後で後悔するよ
うなことがないように、恋愛関係とデートに関するオー
プンなコミュニケーションの重要性を強調し、自身のネ
ガティブな経験が母親からの親密さやコミュニケーショ
ン不足によってもたらされているものだとしている。彼女
は、母親がSRHRについて話したことがなく、特に親密
な関係に言及したことがないと指摘し、母親は「必要な
ものすべて」を提供してくれたが、自身の思春期にこの
コミュニケーションがなかったことから、常にJuliana（11
歳）とこれらの問題についてよく話をするつもりだと言
う。

桟橋に向かう14歳の女の子。川を渡る人を運ぶ仕事を
している。
©Plan International
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保護者の中には、子育ての取り組み方の世代交代が
ネガティブな結果を及ぼす要因であると考える人もい
る。ウガンダのSheilaの母親（2021年）は、女の子に対
するより柔軟な育児への取り組みが、女の子にあまり
にも多くの自由を与えているため、若いうちに恋愛をす
ることを可能にしていると述べている。ドミニカ共和国
のSaidyの祖母（2017年）も同様の見解を示している。

「...成長したら、女の子は母親と一緒でなけれ
ば外出しませんでした。最近は母親が一人で
外出させるようになりました。以前は、ボーイフ
レンドと一緒に出歩くことをそれほど許可して
いませんでした。私はそんな風に育てていませ
ん、申し訳ないが、そんな風に育てられない...
娘たちに好きなように出入りする許可は与えま
せんでした...夕方6時を過ぎると、Saidyが一緒
にいる...彼女を放置して寝るわけにはいきませ
ん。母親が好きなときに出かけるから、最近の
女の子で12歳や13歳で妊娠してしまうというこ
とが、どんどん起こっているんです。」 
Saidyの祖母, ドミニカ共和国, 2017年 

Hoaの父親（ベトナム、2018年）は、女の子や女性のセ
クシュアリティに関する社会の変化を示唆し、「最近は
幼いうちに性的経験をする若者が多すぎる」と述
べ、Hoaが男の子と会うことを禁じている。Aziaの母親
（Togo、2021年）も、最近の女の子や女性は性的に自
由すぎると考えてる。「ネガティブな変化として、女の子
や女性が女性の価値を落とすような性の乱れやお金
への愛に親しむようになりました」。彼女は、女の子た
ちの経済的な脆弱さと貧困がこの問題の核心であるこ
とを認めずに、女の子たちがセックスをお金と引き換え
にしていると指摘しているようである。

4.6.2 コミュニティの変化
保護者はまた、暴力の増加が心配されるコミュニティに
おける、世代を超えた暴力の連鎖を断つことの重要性
を強調する。保護者も女の子も、コミュニティは危険で
あり、女の子にとって安全な場所ではないと述べてい
る。セクシャルハラスメントや暴行、性暴力の脅威の問
題が、女の子を脅かしている。「以前は、安全だった。
今は、特に夜間に女性が一人で歩くのは安全ではな
い」（ミシェルの父親、フィリピン、2021年）。ほとんどの
場合、これは公共の場の話であったが、女の子や保護
者も、学校や家庭がGBVから安全ではないと言及する
場合もあった。「家庭内暴力はよく起こります。最近は
レイプがよく起こる」（Amandaの母親、ブラジル、2018
年）。これについては、ラテンアメリカとカリブ海諸国、カ
ンボジア、ウガンダの調査対象者で特に顕著だった。

「さらに悪いことに、年を取るにつれて、状況
は悪くなっています。私が育った時代には、男
が女を殺しているのを見たことがありません
でした。それが今では、毎日のように目にしま
す。息子が母親に暴力を振るうのも。」

Leylaの母、ドミニカ共和国、2012年

また、ラテンアメリカ・カリブ海諸国では、ギャングの存
在がコミュニティの治安を悪くしていると指摘している。

特にCEFMUをめぐる規範や行動は、保護者が若い頃
から変化しており、こうした変化は女の子たちの人生に
おいても認識されている。調査対象諸国では18歳未満
の結婚を禁止する法律が広く存在し173、国際協定にも
様々な形でこの禁止が盛り込まれていることか
ら、CEFMUに関連して規範の変化がすでにある程度
のレベルで起きていることがわかる174。「早すぎる、強
制された結婚が廃止され、若い女の子の女性性器切
除が禁止され、出産が容易になりました」（Mangazia
の叔父、トーゴ、2009）。

あるいは、法律の存在と認識が、コミュニティや個人が
CEFMUの実践に異議を唱え、疑問を投げかけることを
可能にする触媒として作用してきたのである。

173. 調査対象諸国における結婚の法定年齢は18歳だが、ブラジル（親または法定代理人の同意があれば16歳）、トーゴ、カンボジア（例外的に親の同意があれば16歳から結婚可能）では、
このルールに例外が設けられている。

174. 参照。https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-04/align_child_marriage_thinkpiece.pdf

ドミニカ共和国
の自宅の外で

洗濯物を干して
いる若い女性。

©Plan International
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結婚をめぐる変化では、教育が主な要因として挙げら
れており、教育年数と初婚年齢の相関を示す量的調査
とも一致している175。ベナンのMargaretの母親
は、2009年に変化に気づいた。「女の子は学校に行くよ
うになり、夫を自由に選ぶことができるようになったので
す」。ベトナムの回答者は、様々なメディアがより多くの
情報を提供し、CEFMUの減少につながったという影響
も指摘している。ベナンでは、知識の向上と意思決定へ
の参加に関する女性のエンパワーメントが、CEFMUの
慣行をめぐる規範の変化を促したとする回答があった。

「昔は、親が子どもに相談することもなく、強制
的に結婚させるケースもたくさんありました。今
は、女性はずっと情報が豊富で、自分で判断
できるようになりました。親も娘とよく話し合
い、娘は決断する前に助言を求めるようになり
ました。これは、女の子や女性にとってとても
良いことです。」 
Theaの母、ベナン、2021年

すべての文脈で、女の子とその保護者の両方からよく
ある反応は、CEFMUに反対するものであった。「女の
子に若いうちに結婚を強制させるべきでないから、それ
は正しくない」（Lina、15歳、カンボジア、2021年）。女
の子が経済的負担のために14歳で親から結婚させら
れたという話には、すべての保護者と女の子が反対
で、彼らのコミュニティではこのようなケースは聞いたこ
とがないという。この話に対して、特に感情的な反応を
示す保護者もおり、法律で禁止されているだけでなく、
自分自身も深く反対していることが明らかになった。「腹
が立つ! 自分の子どもを無理やり結婚させるなんて、な
ぜだ？彼女を養う余裕がないからなのか？Aiza（物語
の中の女の子）は若すぎる」（Reynaの父親、フィリピ
ン、2021年）。

ベトナムの多くの女の子、カンボジアとエルサルバドル
の一部の女の子は、権利の役割について知識があ
り、CEFMUの話に言及する際には権利に基づく言葉を
使っていた。彼女たちは、CEFMUに関する法的な事柄
や、結婚を拒否する権利についてよく理解していた。
「女の子に結婚を強制するのは法律違反です。こうした
問題を克服する方法はほかにもありますから」
（Susana、エルサルバドル、2021年）。このような意識
は、これらの国々におけるCEFMUに関連した構造レベ
ルの政策や政府・非政府プログラムによる影響を示す
証拠となるだろう。 

175. Kamal, S.M., Hassan, C.H., Alam, G.M. and Ying, Y. (2015) “Child marriage in Bangladesh: trends and determinants”, Journal of Biosocial Science 47(1): 120–139
176. 参照。https://www.alignplatform.org/sites/default/files/2019-04/align_child_marriage_thinkpiece.pdf

4.6.3 早すぎる結婚は
まだまだ続く
しかし、家族はこの慣習に対す
る変化を語ってはいるが、いく
つかのコミュニティにはまだ
存在していることは明らかで
ある。これは通常、「他の」コ
ミュニティで起こっていること
であり、「ここ」では起こって
いないこととして、話され
ていた。CEFMUの防止に
おける法的枠組みの有効
性に関する実証調査は、
最低年齢法の法的例外の
適用などの課題を指摘している176。しかし、ベトナム、
エルサルバドル、フィリピンのように法的例外がない国
でも、政策と実践の間にギャップがあるようであった。
例えば、ベトナムでは、CEFMUは「山間部」で起こって
いるものだと思う、との回答が多かった。

また、このトピックに関して、保護者と女の子の回答に
違いが見られるケースもあった。例えば、Darnaの母親
（フィリピン、2021年）は、自分たちのコミュニティでは物
語の女の子のようなCEFMUのケースはなく、早い結
婚の例しかないと話していた。「子どもが結婚したいと
言えば、止めることはできない。時々、そういうケースも
あります」。しかし、Darnaはこの発言と矛盾することを
述べている。

「私の同級生に、もっと勉強して学びたいと
言っていた子がいました。当時はまだ6年生で
したが、彼女の両親はAnabelの話と同じよう
に貧しく、食べるものもない状態でした。そし
て、彼女が17歳のときに、37歳の男と結婚さ
せられました。その人はお金も土地も持って
いたので、両親が結婚させたんです。彼女は
嫌でも親の言うとおりにしました。おしゃべりし
ていると、『勉強したい』と言うんです。とても
仲が良かっただけに、悲しかった。」

 Darna、15歳、フィリピン、2021年

Darnaの母親は、Darnaの友人のことを本当に知らな
かったのか、それとも、コミュニティ内で起きているこの
ようなケースに触れたくなかったのかは不明である。
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時には、自分たちのコミュニティに早すぎる結婚が存在
することを認める場合もあり、その場合は、コミュニティ
に存在する規範のいくつかに言及することが多かっ
た。

「ここでは、13歳を過ぎると、ほとんどの女の
子が結婚し、ボーイフレンドを持つようになり
ます。」

Darianaの母、ドミニカ共和国、2014年

「ここは昔から、良い意味で変わらない、まだ
同じだと思います。そうですね、ここではほとん
どの子どもたちが幼いうちに結婚するので
す。」

Stephanyの母、エルサルバドル、2021年

コミュニティにおける問題としては、強制された結婚より
も、思春期の若者の「選択」として語られる早すぎる結婚
の方が頻度が高い。これは主にフィリピン、エルサルバ
ドル、カンボジア、ドミニカ共和国で見られたが、ベトナ
ムでもいくつかの事例があった。保護者は、若者が恋に
落ち、結婚し、学校を辞めたという話をした。また、女の
子たち自身もこのような話をすることが多く、同級生が
結婚したときの例を話してくれた。

「同じようなものですが、子どもは愛に従って
15歳か16歳で結婚します。親は強制しませ
ん。」

Lina、15歳、カンボジア、2021年

「家族が結婚を強制したのではなく、彼女（娘）
が結婚を決意したのです。」

Dolores、15歳、フィリピン、2021年

ラテンアメリカ・カリブ海諸国の調査対象国では、同世
代の2人が「恋に落ちる」よりも、年上の男性との結婚
がより一般的だと言われている。

「彼女（Hillary）は14歳で25歳の男性と付き合
いました...結婚するのは2回目だけど、大丈
夫、この人は彼女の面倒をよく見てくれるし、
最初の人よりも若いんだから。」

Hillaryの祖母、エルサルバドル、2021年

また、年上の男性から支援を受けられると考え、貧困
対策として内縁関係に踏み切った女の子もいることが
明らかになった。2人の女の子（1人はエルサルバド
ル、もう1人はドミニカ共和国）は、パートナーと結婚し
た方が快適に暮らせると述べている。

ドミニカ共和国とエルサルバドルでは、結婚できる法
定年齢が例外なく18歳となっている。しかし、CEFMU
が存在し続けていることは、CEFMUに関する法律が
施行されていないという法制度の問題点を指摘してい
る。根本的に、教会や国家に認められていない非公
式な結婚は、しばしば政府機関の行政管轄外にとど
まり、制裁を回避する抜け穴を作り出している177。

「同年代の男の子と結婚する子もいれば、
もっと年上の男性と結婚する子もいる。誰も
何もしてくれない。母親は助けを求めようとし
ても、警察は、『彼女(娘)が自身の意志で
行ったのなら、たとえ年齢に達していなくても
何もできない』と言っている。」

Gladys、15歳、エルサルバドル、2021年

 COVID-19は、彼らのコミュニティにおけるCEFMUの
流行に影響を与える一つの要因として挙げられ、保護
者や女の子の中には、パンデミックの間に多くの女の
子が結婚し、その後妊娠したと指摘する者もいる。「私
のコミュニティでは、COVID-19のために学校を中途退
学しなければならず、若いうちに結婚を親に強制され
る女の子が沢山います」（Southany、15歳、カンボジ
ア、2021年）。

データ上では、女の子や保護者が早すぎる結婚の問
題の背景となる理由が議論されているのを見るのは
まれであった。ベトナムのUyen（15歳、2021年）だけ
が、社会経済的な要因がその背景にあると言及して
いる。「もしコミュニティに貧しい人がたくさんいれば、
女の子はMai（物語の中の女の子）のように早く結婚
することを余儀なくされるでしょう。もしコミュニティ内に
裕福な人が多ければ、状況は違ってくるでしょう」。コ
ミュニティにおいて CEFMU を助長する構造的なジェ
ンダー不平等への理解が欠如していた。また、思春
期初期の女の子の能力と脆弱性を、早すぎる結婚を
めぐる選択に関わる重要な問題要因であると認識し
ている保護者はごく少数であった。

177. Greene, M.E.A. (n.d.) A Hidden Reality for Adolescent Girls: Child, Early and Forced Marriages and Unions in Latin American and the Caribbean. Regional Report. Plan 
International in the Americas and the United Nations Population Fund (UNFPA), Regional Office for Latin America and the Caribbean.
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「親は、娘に話す力をつけるために、子ども
にセックスや思春期についてどのように話
したらいいか詳しくなるべきです。なぜな
ら、娘と話すことができ、その子が親の言っ
ていることを理解できたとき、その子はより
良い人間になれるからです。」

Mirembaの母、ウガンダ、2021年

多くのケースで、回答者は、保護者自身が女の子と
SRHRについて話し合うためのアプローチを変える

必要があることを示唆した。同時に、多くの保護者
が、自分自身の知識、社会的タブー、娘に何を伝え
るべきかについての疑念などについて困難に直面
していることも認識された。

「心を開くことが必要だと思うのです。なぜ
なら、思春期を迎えた女の子には、物事が
どうあるべきかを伝えなければならないか
ら...もっと信頼し、もっと愛情を注がなけれ
ばならないのです。」

Sharinaの母、ドミニカ共和国、2021年

Djoumaiの母親のように、SRHRに関するコミュニ

ケーションを制限する規範に親が挑戦する必要性を
指摘する人もいる。「親はセックスや思春期につい
て子どもに話し、それを取り巻くタブーを打ち破るべ
きだと思う」（Djoumaiの母親、トーゴ、2021
年）。Joyの祖母（ウガンダ、2021年）は、他の子の

親など第三者にサポートを求め、互いに集団的支
援を行うことを提案している。彼女はまた、規範に挑
戦し、親が娘に話をするよう促すべきだという。 

しかし、これらの問題について、女の子に教えるた
めに必要な知識と資源を持つ外部の団体やグルー
プが、女の子に直接情報を提供すべきだと考える
人もいる。保護者の中には、デリケートな話題を自
ら話すよりも、その方が安心だという人もいるよう
だ。Essohanaの母親（トーゴ、2021年）は、「この年
齢でどのように行動すべきかという意識を高めるた
めに、女の子のためのセックスと思春期についての
話し合いの場があれば、親は助かるだろう」と述べ
ている。他の家族の介入も、親がデリケートな問題
に対処するのに役立つと考えられている。回答者
は、他の家族の方が親よりもこうした問題について
女の子に話しやすいと考えたためだ。 

ドミニカ共和国の自宅で家事の手伝いをする15
歳の女の子。
©Plan International

CEFMU に対する考え方は、調査対象国内のコミュニ
ティで世代交代が進んでいる。全体として、コミュニティ
でCEFMUの事例が後を絶たないのは、多くの家庭や
機関がCEFMUを防ぐために介入しようとせず、起こる
ものとして受け入れているためと思われる。

 4.7  保護者・女の子からの
提言
4.7.1 保護者の声 
2021年、保護者に、女の子にSRHRについて話すため
に何が役立つと思うかを尋ねた。彼らの回答に共通し
ていたのは、SRHRについて思春期の若者とコミュニ
ケーションをとる際に、保護者は基本的にサポートを必
要としているという認識であった。SRHRについての知
識を増やし、思春期の子どもとの積極的なコミュニケー
ション方法を模索するために、関連団体からの支援を
必要としている人もいたが、–これは、一部の保護者に
とって重要な推奨事項であった。Bophaの大叔母（カン
ボジア、2021年）は、SRHRに関する知識を得るため
に、親が学ぶ必要があると指摘した。彼女は、メッセー
ジを伝えるためにさまざまなメディアを活用することに
言及し、教師はSRHRに関して何を言うべきかについ
て、より頻繁に親とコミュニケーションをとるべきだと述
べた。Mirembaの母親は、第三者のサポートが、親が
子どもとコミュニケーションする力を与えてくれると述べ
ている。
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4.7.2 女の子たちの声
思春期について知っていることを尋ねたところ、調査
対象の女の子たちは、思春期に何らかの身体的変化
を経験することを概ね認識している。なかには、自分
の身体の変化、とりわけ、同年代の子よりも先に成長
してしまった場合、ネガティブにとらえる女の子もい
る。また、多くの女の子が月経に対する不安を表して
いるが、その根底には、月経に対するネガティブなイ
メージを植え付けられ、女の子が自身のSRHについ
て理解するのを制限している誤った情報や神話があ
る。

「誰かに気づかれるのが怖い。男の子に追
い払われるのが怖い。初潮で木が枯れると
いう話をよく聞いた。女の子は洗濯物を外に
干してはいけないと言われ、さもなければ呪
文を唱えられた。だから、私は昼でも夜でも
洗濯物を外に干さないようにしている。」

Nakry、12歳、カンボジア、2018年

調査対象の女の子の大多数は、(尋ねれ
ば)SRHRについてもっと知りたいと答え、現
在の知識レベルでは不十分であることを感じ
ている。これは2021年のデータで特に顕著で
ある。以前は、もっと学びたいと言う女の子が
よく見られたが、それは今必要なこととしてで
はなく、将来のこととして捉えているようであ
る。
これ以上情報はいらないと言う女の子も中に
はおり、その理由は、「恥ずかしがり屋」であっ
たり、このテーマが苦手であったり、あるいは
Folami（15歳、トーゴ、2021年）のように、すで
に経験があり、母親から十分に聞かされてい
ると感じていたりするためである。しか
し、Folamiは、他の女の子ももっと学ぶべきだ
と考えていた。「母は十分に教えてはくれまし
た。[女の子はセックスと思春期について教わ
るべきだとおもいますか？] はい、そうすれ
ば、私のように妊娠して学校に通えなくなる
ような失敗をすることもなくなりますから」。

SRHRに関する情報源として、女の子たちが最も好
むのは母親やその他の女性の保護者である。これ
は、家庭内での「許容される」ジェンダー役割の認識
からくるものかもしれない。「私の場合、一緒に住ん
でいる叔母が、これらのことについて話してくれます。
親も子どもに話すべきで、そうすれば子どもは他の人
から間違った情報を学ぶこともないはずです」
（Margaret、15歳、ベナン、2021年）。この傾向は時
間の経過とともに変化し、女の子にこうした話題を提
供するのは学校や「先生」であるべきとの希望が年
齢とともにわずかに増えている。女性の家族と教師
の両方が良いシナリオとして挙げられることが多い
が、一部の15歳の女の子は、教師と話すことは気ま
ずく、不快であると述べている。

教師よりも家族が好まれるかもしれないが、

保護者がSRHRについて話してくれない
女の子にとって、学校は知識の主な情報
源であり、重要なギャップを埋めるのに
役立つ。

「[女の子にセックスや思春
期について教えるのは誰だ

と思う？[両親だけ？] えっ
と、親。 [親だけ？] そう思う。
[学校では？]そうね。でも ほ
とんどが親よ。[例えば、あな
たは学校で教えてもらった

だけで、両親が教えてくれな
いとか？]いいえ。[じゃあ、あ
なたの場合は、 学校で言わ
れなかったら、知らないまま、

何も知らされずにいた？] いい
え...時期を待っているのか、何な

のか分からないけど。でも、学校
で教えてもらってなかったら、わ

からなかったでしょうね。」
Raisa、15歳、ドミニカ共和国、2021年

また、トーゴ、ウガンダ、カンボジアでは、看護師
や医療関係者がSRHRについて教えるのに最も
適した存在として挙げる女の子もいる。

04  |  調査結果
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A young Vietnamese mother carries her baby 
daughter on her back. 
©Plan International

赤ちゃんを背負って道路を歩いて
いるベナンの10代の女の子が。

©Plan International
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女の子もその保護者もSRHRを重
要視しており、思春期の自然な流れ
として受け止めている。しか
し、RCRLの調査から得られた知見
は、多くの場合、女の子たちは自身
のSRHについてあまり知らず、ポジ
ティブに対応するための能力も備え
ていないことを示している。

保護者がSRHRに関する情報にアクセスできな
いことに加え、包括的な性教育カリキュラムが不
十分であったり、存在しないことは、思春期の女
の子たちのSRHに関する自身の選択肢を狭める
だけである。厳格な文化的・ジェンダー的規範
は、家庭や学校でのSRH教育を妊娠や暴力を避
けるための手段としてのみ優先させ、女の子の
性的ウェルビーイングについて議論することを事
実上排除している。

国によって文化的、政策的背景は明らかに異なる
が、私たちの調査はすべて貧しい農村や準農村のコ
ミュニティで行われた。女の子たちが直面する苦難
の多くは、貧困と不公平なジェンダー規範の複合的
な影響を反映していることが明らかになった。ジェン
ダー、年齢、セクシュアリティにおける態度、規範、
実践には重要な共通点があり、そのため、女の子の
セクシュアリティを支配し、女らしさと男らしさの両方
に関する有害な理想を支持するジェンダー規範がコ
ミュニティ全体に広まっているのだ。これらの規範
は、偏見や、調査に参加した多くの女の子とその女
性保護者の生活に大きな影響を及ぼしたGBVを生
み出している。

社会的規範やジェンダー規範は、SRHRをめぐる保
護者と思春期の子どものコミュニケーションに重要
な影響を及ぼし続けており、保護者が女の子の
SRHに関連して保守的な態度をとっていることは明
らかである。女性保護者は、思春期にSRHRを体験
したネガティブな感情があるにもかかわらず、女の
子に身体とセクシュアリティに関する話を伝える際
には困難に直面している。 男性保護者は、女の子
のSRHR教育から排除され、思春期の若者のSRH
に関する対話に参加を阻むジェンダー規範に苦労し
ている。SRHRに関する保護者の信念や態度は、し
ばしば女の子自身にも反映される。女の子は自分
自身や仲間の行動を監視し、女の子はどうあるべき
かという対話を繰り返し、コミュニティの期待に背く
女の子が偏見と恥に苦しめられる連鎖が繰り返され
ている。

女の子の人生を通じて、これらの社会的・ジェンダー
的規範はより厳格化し、女の子が思春期後期に入
ると、より厳しく監視されるようになる。初潮は、保護
者がSRHRについてコミュニケーションを取り始める
重要な転機で、同時に保護者が女の子の性と行動
をより厳しく管理しなければならない瞬間でもある。

女の子の選択は、自分たちの性生活がどのようにあ
るべきかについて、文化的背景による期待や信念に
よって決められ、制約される。 女の子のSRHの権利
を促進するためには、支持的な社会規範の発展と
強化に加え、世代間の対話、そして女の子がSRHR
について十分な情報を得た上で決定し、自らの性的
主体性を持てるようにする政策とプログラムが必要
である。

性教育の授業で、キュウリにコンドーム
をつける練習をするベトナムの女の子
©Plan International
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178. Plan International (2021) Translating CSE commitments into action. こちらで入手可能。 https://plan-international.org/publications/translating-cse-commitments-into-action/, 
ccessed 23 May 2022

各国政府 は、以下を行うべきである。 
• 多様な性的指向、性自認、性表現および／または

性特性（SOGIESC）を含むジェンダーへの理解を
促進するセックス・ポジティブなアプローチを用い
て、学習者の年齢と段階に対応するために、包括
的性教育（CSE）を強化し、学校教育の初期段階に
含めること178。政府または教育を司る省庁が、それ
ぞれの環境でCSEを実施する際に生じる課題に注
力できるよう、適応性があり、特定の状況やコミュニ
ティの規範を認識した段階的なアプローチを含むべ
きである。

• CSEに対する「学校全体としての取り組み」を奨励
するべきである。CSEプログラムには、CSEの目標
と内容について保護者に知らせ、保護者から支持
を得るための活動を含めるべきである。

NGOやCSO は、以下を行うべきである。
• 多様なSOGIESCの社会化を含め、GBVやセクシュアリティに関する保護者と子どものコミュニケーションを改

善させるための知識を深め、保護者が子どものSRHRに積極的に関わることができるよう支援すること。若者
はサポートや情報をまず保護者に求める。その際に、どちらにも恥ずかしさや戸惑いがなく、助けを求めること
ができると感じる必要がある。 そのためには、SRHRに関する経験について世代間や世代内で話し合う機会を
提供することが必要である。

• GBVの予防を含め、ジェンダーや思春期に対応した
質の高い、手頃な価格のSRHRサービスへのアクセ
スを確保すること。これらは、性暴力の被害者、結婚
や子育てをしている女の子を含む思春期の女の子
たちとの協議のもとに開発、実施されなければなら
ず、農村地域にいる思春期の若者のための避妊へ
のアクセス改善も含まれる。

• 思春期の母親を支援する環境を作るための政策を開
発し、実施し、監視する。暗黙的または明示的に女の
子を学校から排除する政策を取り除き、妊娠または
育児中の女の子がそのニーズに合わせて柔軟に安
全な空間で学習できるよう、思春期に対応した支援を
タイムリーに提供すること。

• 思春期の若者と大人のCEFMUを含むGBVと有害
な慣行に対する予防と対応を強化すること。また、
思春期の若者の主体性と、さまざまな形態の暴力
につながる有害な規範と慣行を変革する必要性の
両方を認識する、権利に基づくジェンダー・トランス
フォーマティブ・アプローチを制度に埋め込むこと。 

まず、RCRLの調査では文脈が大きく異なるため、すべての提言は、国内外を問わ
ず、さまざまな状況に応じて調整され適用される必要があることに留意する必要があ
る。

調査結果から、女の子は保護者からSRHRについてもっと情報を得たいと考えており、保護者は思春期の女の子と
SRHRについて効果的にコミュニケーションできるような支援を求めていることが明らかになった。思春期の女の子
のSRHRを改善するための出発点は、政策を整備することであるが、これは、公式・非公式な教育の場とコミュニティ
の談話の両方において、SRHについてオープンで率直な議論が同時にされなければならない。

https://plan-international.org/publications/translating-cse-commitments-into-action/
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SRHRに関する偏見を軽減する規範や価値観は、健康改善のために推進されなければならない。社会規範や
ジェンダー規範はRCRLのコミュニティ全体に根付いており、恋愛関係や性的行為に関する期待される行動に関
連して、保護者のSRHRに関するアプローチに影響を与えている。GBVをめぐる規範は、GBVを防止し対応する
ための政策が存在したとしても、それが常に適切に施行され、ジェンダーや年齢に応じた方法で監視されているわ
けではないことを示している。すべての関係者は、社会規範やジェンダー規範に挑戦する責任を持たなければな
らない。

ドナー は、以下を行うべきである。
• GBVやCEFMUなど思春期の女の子に影響を与えている重要なSRHR問題に関連して、思春期のセクシュアリ

ティ、主体性、身体の自律性を中心とするジェンダー規範に転換する取り組みに、部門横断的な長期的投資が
行われるようにする。

• ネガティブな社会規範やジェンダー規範を変革し、
新しいポジティブな規範を構築することに焦点を当
てた世代間対話を可能にする。月経、親密な関係、
性自認やセクシュアリティに関する神話やタブーに
挑戦し、セックス、避妊、性的ウェルビーイングに関
する議論を定着させ、避妊の偏見や、禁欲を推進
する規範に挑戦する。CEFMU、GBV、思春期のセ
クシュアリティ、早期妊娠の関連性、そして有害な社
会規範がいかにこれらを永続させているかについ
ての認識を強化する必要がある。 

• 学校やコミュニティで、妊娠・育児中の女の子や性
暴力の被害者に対する偏見や差別を減らすことを
目的とした介入を実施し、彼らが共感と支援を受け
てSRHサービスにアクセスできるようにする。

• SRHRの結果を向上させ、ポジティブな関係を育むこ
とを目的としたジェンダー平等な態度を促進すること
によって、父親をはじめとした男性家族・親しい仲間
に女の子のSRHRに関与させる。男の子や男性は、
女の子のSRHの責任を女性だけに負わせるような
伝統的な男性観や女性観に関する規範を批判的に
評価するために参加する必要がある。

• メディアの利用を含む様々な介入を通じて規範の変
化を促進し、また若者がアクセスできるSRHRに関
する様々な情報源を提供する。

NGOやCSO は、以下を行うべきである。
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ウガンダのユースの女の子たち。
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Annex 1 
 Table 3  Detailed location information for cohort girls

Latin America and the Caribbean

Country Location Girls’ names Location information 

Brazil Codó, 
Maranhão

• Bianca
• Camila
• Gabriela
• Natália

Four of the girls live in São Luís, the capital of Maranhão province, 
and four live in Codó where three live in a rural area and one in a 
semi-urban community. All have access to school and live close to it, 
but because of the pandemic and the strike in public education, they 
are at a great disadvantage regarding their education. Some families 
rely on agriculture for a living and the rest have informal jobs such as 
selling products at the market, painting, unregistered employees, and 
government assistance. 
There are a high number of child marriages and teenage pregnancies 
in these two areas. The girls who live in São Luis have access to the 
internet, although this is precarious, and the girls in Codó do not have 
access to a mobile phone because there is no signal in the region, as 
well as having a poor economy. 

São Luís, 
Maranhão

• Fernanda
• Juliana
• Larissa
• Sofia

Dominican 
Republic 

Azua 
Province and 
San Juan 
Province 

• Dariana
• Nicol
• Chantal
• Griselda
• Katerin
• Leyla
• Madelin
• Raisa
• Rebeca
• Saidy
• Sharina
• Valerie

Azua
The livelihoods of the communities depend on agriculture, especially 
tomato and banana cultivation. One of the communities is a 
coffee-growing area. They have rural clinics for primary healthcare, 
electricity but access to water is limited. Levels of violence within 
families are high. The girls mentioned are from low-income families. 
All have access to basic education, but not all have access to 
secondary education and have to travel several kilometres to get 
there. Internet access is not free and is paid for but is still limited 
due to low connectivity levels. During the pandemic, schooling levels 
decreased in these areas and school dropouts were common due to 
a lack of online connectivity and poor access. 

San Juan
The communities are rural agricultural areas. Males in the 
communities are generally engaged in agriculture and farming and 
women mainly in domestic work. All the communities have access 
to basic and secondary education, access to rural clinics, drinking 
water, electricity, internet via mobile phones, and law and order 
centres (police stations). The girls involved in the study live in safe 
communities, where they have the freedom to move around without 
fear of being physically or mentally harmed.

El 
Salvador

Department 
of La 
Libertad 

• Hillary
• Bessy
• Valeria
• Karen
• Mariel
• Rebeca
• Susana
• Gabriela
• Stephany
• Doris
• Gladys
• Raquel

The girls participating in the study live in the department of La Libertad 
in El Salvador. Some of the families live in remote rural communities, in 
mountainous areas that are difficult to access during the rainy season. 
Others live in semi-rural areas. Due to the geographical location of 
the communities, there are permanent risks of flooding and landslides 
due to heavy rains during the annual season. Both drought and floods 
affect crops and harvests. This forces families to look for alternative 
employment, generally doing manual work, or various trades, directly 
impacting on family finances, so they continue to have limited access 
to sanitation and drinking water. The families are located in coastal 
areas that are more prone to trafficking and commercial sexual 
exploitation, school dropouts; this is aggravated by the pandemic, 
mainly affecting children and adolescents. Gangs are present in the 
areas and the families participating in the study live in constant fear for 
their personal safety. Some of the girls’ mothers are survivors of sexual 
violence. The girls in the study live with their extended family and are 
mostly supported by their grandparents. Access to connectivity and 
internet is complicated because the signal in the area is weak, and the 
quality of phones is poor. 
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WEST AND EAST AFRICA

Country Location Girls’ names Location information 

Benin Couffo 
department 
in central 
south region, 
120 km from 
the capital 
Cotonou 

• Alice
• Annabelle
• Barbara
• Catherine

Eleanor
• Isabelle
• Jacqueline
• Layla
• Margaret
• Thea

The girls live in a semi-urban area characterised by strong 
agricultural activity supplemented by the trade in foodstuffs, and 
raising ruminants and poultry. The education levels of children are 
quite high but children, especially girls also frequently drop out of 
school. The area is prone to child trafficking. Unfavourable social 
norms characterise the area where the girls live, in particular in 
relation to sexual violence and CEFMU. 

Togo Located 
south and 
east of 
Sokodé, the 
capital of 
the Central 
region

• Azia
• Djoumai
• Essohana
• Fezire
• Reine
• Anti –Yara
• Ayomide
• Ladi
• Larba
• Lelem
• Mangazia
• Nana-Adja
• Nini-Rike
• Tene

The girls live in rural communities with a low standard of living and 
mainly reliant on agriculture. Drought has become more frequent 
in recent years, which has caused particular hardships for such 
communities. Education levels are low and there is limited access to 
the internet due to lack of resources. Islam is the dominant religion. 

Uganda Located in 
East Central 
Region, 
144 km from 
the capital 
Kampala

• Amelia
• Beti
• Dembe
• Jane
• Joy
• Justine
• Miremba
• Namazzi
• Nimisha
• Rebecca
• Sheila
• Shifa
• Sylvia

All girls participating in the study are located in rural communities 
that depend on farming as a source of food and income. Sugarcane 
is predominantly grown in the region for sale by most families. Of 
late these communities have experienced prolonged drought which 
could lead to food insecurity. The level of education is low across all 
these communities and adolescent pregnancy and school dropout 
are commonplace. There is no access to internet due to lack of 
infrastructure. 

Christianity is the dominant religion.
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SOUTH-EAST ASIA

Country Location Girls’ names Location information 

Cambodia Tboung 
Khnum 
province

• Roumany
• Davy
• Puthea
• Kannitha
• Mony

The girls and their families are from two villages in the same 
commune. Most of the people are farmers. Recently due to 
COVID-19, people’s incomes have fallen because market prices are 
very low. Education is generally accessible and most children study 
at upper secondary school. However, this is dependent on a family’s 
financial situation. Since the pandemic, the dropout rate is increasing, 
and more people are migrating to earn money at another province or 
town. Internet access is low, and COVID-19 meant that students had 
to study online but many couldn’t access the internet.

Cambodia Siem Reap 
Province

• Bopha
• Lina
• Leakhana
• Nakry
• Reaksmey
• Sothany

The girls live in rural communities where the majority of villagers 
work in agriculture. The province is home to many temples which 
are popular with tourists. Education is generally accessible and 
most children study at upper secondary school. However, this is 
dependent on a family’s financial situation. Internet access is low.

Philippines Northern 
Samar 
Province in 
the Eastern 
Visayas 
Region

• Jocelyn
• Melanie
• Dolores
• Rubylyn

The four girls live in a rural area in the province of Northern Samar, 
Philippines. Many areas in the province have been affected by 
decades of armed conflict between government forces and 
communist rebel groups, causing displacement within three 
communities in Northern Samar. The poverty incidence is high, 
among the poorest provinces in the country. The area is also 
extremely vulnerable to the following hazards: typhoon, landslide, 
tsunami, earthquake, flooding, drought, and climate change impacts, 
such as sea level rises. Agriculture is the main economic source of 
the area. Basic education is low, at least a fifth of children aged 6 
to 16 years were not in school. Many households have no access 
to a safe water supply and some have no access to sanitary toilet 
facilities. Internet connectivity in the village is poor. 

Philippines Located 
north-east 
on the 
Masbate 
Island 
Province 
in south-
eastern part 
of Luzon 
Region

• Maricel
• Reyna
• Rosamie
• Jasmine
• Chesa

Darna
• Mahalia
• Christine
• Michelle
• Kayla

The girls are located in a rural area on the island province of Masbate. 
The poverty rate is 42.27% (2015) and primary sources of income 
in the area are corn, rice, fish, coconut and livestock. The region is 
highly vulnerable to typhoons, floods, drought and susceptible to 
climate change hazards. These natural occurrences frequently lead 
to severe damage of properties, infrastructure, and loss of livelihoods 
in agriculture. Around 55% of children attended elementary school, 
and just over a fifth reached secondary school. The presence of a 
communist rebel group in the area hinders the economic growth and 
development of the area. About 91% of the population are members 
of the Roman Catholic Church.

Vietnam Located in 
the central 
part of 
Quang Ngai 
province – 
name of 
districts are 
Son Ting 
and Nghia 
Han

• Ly
• Uyen
• Tan
• Sen

(Son Ting
District)

• Kim
• Quynh
• Yen
• Huong
• Tien

(Nghia
Hanh)

Quang Ngai province is the least urbanised and second-poorest 
province on the South-Central Coast.

Son Tinh District:
The communities are mainly focused on agriculture, fishing and 
forestry industries. 

Nghia Hanh District:
Predominantly an agricultural area which is far from any urban areas. 
Residents follow a traditional way of life with strong family ties. There 
is high unemployment with lots of young men and women moving to 
find work in the southern provinces.
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Annex 2
 Table 4  Outline of data sources for analytical framework 

Socio-ecological sphere Source 

Society

Policies and regulations Secondary data: Review of relevant SRHR policies and regulations in each 
cohort country

Institutions and curriculum 
(including leaders of 
institutions)

Secondary data: Review of government’s National Sexuality Education 
Framework in each cohort country and any key changes to curriculum, leaders’ 
stance on sexual education and sexuality issues
Primary data: any discussion of sexual education and non-formal curricula, 
local school implementation, the girl and her caregiver(s)

Services and infrastructure Secondary data: Review of national/regional-level SRHR services in each 
cohort country 
Primary data: any discussion of SRHR services by the girl and her caregiver(s) 
(provision, access to, cost, experience of, adolescent health literacy, facility 
characteristics, equity and non-discrimination, etc)

Media and technology Primary data: any discussion of media and technology related to SRHR by the 
girl and her caregiver(s)

Community

Information and 
communication 

Primary data: any discussion of how SRHR is discussed in cohort girl’s 
community by the girl and her caregiver(s)

Knowledge sources Primary data: any discussion of who provides knowledge on SRHR and in 
which spaces this is discussed in the cohort girl’s community by the girl and her 
caregiver(s)

Access to spaces Primary data: any discussion of community members’ access to these spaces 
(who does/does not have access, which norms dictate access) in the cohort 
girl’s community by the girl and her caregiver(s) 

Leaders in community Primary data: any discussion of community leaders’ influence in relation to SRHR

Adolescent Girl

• Self-efficacy/confidence
• Personal aspirations
• Knowledge and skills
• Beliefs, attitudes and values
• Body development and age
• Perceived norms and risks

Primary data: any discussion by the cohort girl or her caregiver(s) of the girls’ 
beliefs, attitudes, development, perceptions, knowledge, skills, and aspirations 
related to SRHR

Family/Peers

• Family configuration
• Social support
• Communication
• Peer influence/support
• Family influence/support

Primary data: any discussion by the cohort girl or her caregiver(s) of the girls’ 
family support and social networks, relationships and communication related  
to SRHR
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Annex 3 
 Table 5  Household context of each girl

KEY:   participated     temporary absence     died     migrated     left study      Not part of study

Name Summary of household context (2021) 20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Brazil

Amanda Mother (housewife, 39), mother’s partner 
(temporary salesperson, 28) and her two 
sisters (17, 5). Amanda is enrolled in school. 
Family receives family allowance. [Bolsa 
Família – a federal government social welfare 
programme that provides financial aid to poor 
Brazilian families.]

Bianca Mother (field worker, 37), brothers (17, 12) 
and sister (8). Sister (19) left the household 
after getting married and father has left after 
a recent separation. Family receives family 
allowance (Bolsa Família). Bianca is enrolled 
in school. 

Beatriz Data not held for 2021.

Camila Mother (hair stylist, 33) and brothers (15, 
11). Uncle (43) and grandmother (85) moved 
out to another home. Family receives family 
allowance (Bolsa Família). Camila is enrolled 
in school.

Catarina Data not held for 2021.

Elena Data not held for 2021.

Feliciana Data not held for 2021.

Fernanda Father (field worker, 41), mother (field worker, 
36) and sisters (16, 10 and 2). Family receives
family allowance (Bolsa Família). They also
received Emergency Allowance [Auxilio
Emergencial – a federal government income
distribution programme for families directly
affected by the difficulties caused by the
COVID-19 pandemic.] Fernanda is enrolled
in school.

Florencia Data not held for 2021.

juliana Grandfather (self-employed selling fish at 
local market, 50), grandmother (self-employed 
selling cake and snacks, 49) and sister 
(13). Family received Emergency COVID-19 
allowance. Juliana is enrolled in school. 
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Larissa Mother (janitor, 33), grandfather (unemployed; 
has requested his pension, 66). The 
grandfather had a stroke in the past year but 
received medical attention within the public 
health system. Grandmother (retired, 59), aunt 
(student, 22), uncle (driver, 36) and brother 
(6). Family received Emergency COVID-19 
allowance. Larissa is enrolled in school. 

Luiza Data not held for 2021.

Margarida Data not held for 2021.

Natália Father (field worker, 56), mother (seamstress, 
51), brother (student, 18), nephew (8) and sister 
(babysitter, 20). Brother (23) left the household 
due to marriage. Family receives family 
allowance (Bolsa Família). Natália is enrolled in 
school.

Patrícia Data not held for 2021.

Pietra Data not held for 2021.

Sancia Data not held for 2021.

Sofia Father (painter, 35 years), mother (homemaker, 
35 years) and brothers (13 and 8 years). Family 
receives family allowance (Bolsa Família) and 
also received emergency COVID-19 allowance. 
Sofia is enrolled in school. 

Tatiana Data not held for 2021.

Valentina Data not held for 2021.

Dominican Republic

Ana Data not held for 2021.

Cara Data not held for 2021.

Chantal Grandmother (homemaker, 50), mother 
(homemaker, 31), aunt (14), sister (10) and 
brothers (2 years and 14 months). Father left 
almost three years ago illegally to Puerto Rico 
and sends home remittances. Family receives 
food and electricity support through the 
government’s Solidarity programme. Chantal is 
enrolled in school.
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Dariana Father (farmer, 37), mother (homemaker, 35) 
and sister. Family receives the government’s 
Solidarity programme. Dariana is enrolled in 
school. 

Griselda Griselda’s husband (baker) and Griselda’s son (8 
months). Stepmother is working abroad. Father 
and mother are divorced – mother is in contact 
with Griselda. Griselda is enrolled in school but 
is behind in classes due to her pregnancy. 

Katerin Father (scrap metal collector, 35), mother 
(house-cleaner, 35) and sisters (9, 12). Katerin 
is not involved in school because she does not 
want to attend. 

Leyla Mother (unemployed, 36), stepfather (farmer, 38) 
brothers (water truck driver, 21), brother (water 
truck assistant, 18), brothers (5 and 3 years, 5 
months) and sister (20) and sister-in-law. Leyla’s 
grandmother lives in Spain and sends home 
remittances. Leyla is enrolled in school.

Madelin Father (carpenter, 45), mother (homemaker, 35) 
and brother (8). Family received government 
pandemic support for one year. Madelin is 
enrolled in school. 

Nicol Father (public transportation official, 45), 
mother (homemaker, 37), brother (gas pump 
assistant, 20) and sister (10). Family receives 
the government’s Solidarity programme.

Raisa Father (surveyor, 36), mother (homemaker, 
35), sister (5) and twin siblings (2). Raisa was 
recently diagnosed with Juvenile Rheumatoid 
Arthritis. Raisa is enrolled in school.

Rebeca Father (trader, 49), mother (trader, 39) and 
sisters (20, 17). Family receives food, gas and 
electricity support through the government’s 
Solidarity programme. They also received 
pandemic support funds. Rebecca is enrolled 
in school. 

Saidy Grandmother (farmer, 61). Her brother moved 
this year to live with her father in Santo 
Domingo. Mother (35) does not live in the 
household and can no longer contribute to 
support Saidy. Saidy’s father gives an allowance 
to the grandmother for supporting the girl. Her 
uncle works in fast food in New York and sends 
money home to support the family. Family 
receives food and gas support through the 
government’s Solidarity programme.



 72  plan-international.org 

07  |  annexes

KEY:   participated     temporary absence     died     migrated     left study      Not part of study

Name Summary of household context (2021) 20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Sharina Father (farmer, 35), mother (homemaker, 
29), sisters (13, 5) and brother (9). Family 
receives food and gas support through the 
government’s Solidarity programme. Sharina is 
enrolled in school. 

Valerie Father (farmer), mother (homemaker, 37), 
brothers (17, 13, 11) and sister (9). Brother 
(19) recently left the household. Family
receives food and gas support through the
government’s Solidarity programme. Valerie is
enrolled in school.

El Salvador

Andrea Data not held for 2021. 

Bessy     Grandfather (farmer, 52), grandmother 
(homemaker, 59), great-grandmother (not 
working, 73) and sister (17). The family received 
government pandemic support three times 
during the year. Bessy is enrolled in school. 
Bessy has been diagnosed with high blood 
pressure. 

Doris Mother (garden centre worker, 31) and brother 
(9). Family receives remittances once a year 
from an aunt in the USA. Doris’ 19-year-old 
cousin recently left the household to live with his 
partner. Doris is not currently attending school.

Gabriela Father (driver but had to take a recent break 
due to foot fracture, 37), mother (merchant and 
domestic worker, 30) and sister (13). Family 
received government financial support and 
food aid during the pandemic. Gabriela is 
enrolled in school.

Gladys Mother (merchant, 31), stepfather (mill owner, 
31), stepbrother (12) and sister (7). The family 
receives remittances from two aunts and two 
cousins in the USA on an ad-hoc basis. The 
family received government financial support 
and food aid during the pandemic. Gladys is 
enrolled in school. 

Hillary Mother (homemaker, 29), father (farmer, 34), 
brothers (16 years and 18 months) and sisters 
(12, 7). Hillary has recently left the household 
to move in with her partner. The family received 
food aid during the pandemic. Hillary’s sister 
has recently been ill with typhoid. Hillary has 
dropped out of school.

Karen Mother (32, maid), father (35, waiter) and sister 
(4). Karen is enrolled in school
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Mariel Grandfather (oyster-gatherer, 69), grandmother 
(homemaker, 63) and cousin (17). The father 
works in the USA as a painter and sends 
remittances home every month. Mariel is 
enrolled in school. 

Raquel Father (policeman, 45), grandmother 
(homemaker, 76), aunt (seamstress, 50), aunt 
(homemaker, 42), sister (11) and cousins (21, 11, 
11). Family received government food aid during 
the pandemic. Raquel is enrolled in school. 

Rebecca Aunt (homemaker, 24), uncle (waiter, 25), cousins 
(6,3). Uncle sends home remittances from 
USA on rare occasions. Received government 
financial support and food aid during the 
pandemic. Rebecca was not allowed to enrol in 
school due to repeatedly failing a grade.

Stephany Father (mason’s assistant, 34), mother 
(homemaker, 30) and brother (9). The family 
receives regular food aid from the government. 
Stephany is currently enrolled in school. 

Susana Grandmother (merchant, 60), father (baker, 33), 
stepmother (homemaker, 20), uncle (38, driver), 
sister (10), brother (1) and cousin (18). Cousin 
who is a domestic worker in the USA sends 
remittances on special occasions. Family 
receives regular food aid from the government 
and also received one-time pandemic support. 
Susana is enrolled in school. 

Valeria Grandmother (seamstress, 61), aunts 
(merchants, 33, 19), uncle (temporary worker, 
24), uncle-in-law (fisherman, 30), uncle-in-
law (merchant, 23), sister (2), brother (5) and 
cousins (13, 5). Family receives regular food 
aid from the government and also received 
one-time pandemic support. Valeria had to 
temporarily leave school to live with her aunt 
during the pandemic.

Cambodia

Bopha Father (farmer/construction worker, 39), mother 
(farmer, 32), sister (13), brother (10). Aunt is a 
primary school teacher in the same village, 
gives remittances to the family during the year. 
Bopha is enrolled in school.

Davy Father (farmer, 53), mother (farmer, 41), brother 
(farmer, 18), sister-in-law (farmer,19), brothers 
(13 and 10). Brother and uncle in the village 
gave the family remittances to support the 
ailing grandfather before he died. Davy is 
enrolled in school.
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Kannitha Mother (labourer, 52). Mother is now divorced 
from Kannitha’s father. Sister (trader, 22). 
Brother-in-law (farmer, 26), brother-in-law 
(trader, 23), sister (homemaker, 20). Kannitha is 
enrolled in school.

Kanya Data not held for 2021.

Leakhena Father (policeman, 50), mother (farmer, 41), 
sister (18). Her brother, sister, brother-in-
law have recently moved out. Uncle is a 
civil servant in the village, gives the family 
remittances every month. Leakhana is enrolled 
in school. 

Lina Father (farmer, 37), mother (cleaner, 34), 
brother (16), sisters (14 and 9), female cousin 
(17), grandmother (farmer, 62). Lina is enrolled 
in school. 

Mealea Data not held for 2021.

Mony Father (farmer, 35), mother (farmer, 34), 
younger brother (6). 

Nakry Father (not working and living with a disability, 
51), mother (sells groceries, 45), brothers (13 
and 5), sisters (16 and 10). Nakry has received 
a government scholarship for school.

Puthea Data not held for 2021.

Reaksmey Father (farmer, 60), mother (farmer, 60), brother 
(11). Family receives government financial 
support on a monthly basis. Reaksmey is 
enrolled in school. 

Roumany Grandmother (63), sister (factory worker, 
21), brother-in-law (farmer, 26) and nephew 
(6 months). Brother in Phnom Penh is a car 
repairer and sends remittances every month. 
Family received government financial support 
on a monthly basis during the pandemic. 
Roumany has recently been ill with pneumonia. 
Roumany is enrolled in school.

Sokanha Data not held for 2021.

Sothany Father (farmer, 36), mother (farmer, 34), sister 
(8). Sothany is enrolled in school.

Thearika Data not held for 2021.
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Philippines 

Angela Data not held for 2021.

Chesa Father (farmer, 43), mother (homemaker, 40), 
sisters (21 and 5), brothers (16 and 12). The 
family receives monthly remittances from an 
uncle who is a livestock manager in Taiwan. 
They also receive a conditional cash transfer 
every two months from the Department 
of Social Welfare and Development and 
received a one-off fertiliser donation from the 
Department of Agriculture. Chesa is enrolled in 
school. 

Christine Father (farmer, 48), mother (homemaker, 41), 
brother (worm collector, sells for bait, 19), 
brother (5), grandmother (82), cousin (18). 
Family receives conditional cash transfer every 
two months from the Department of Social 
Welfare and Development. Christine is enrolled 
in school.

Darna Uncle (district village councillor, 62), aunt 
(homemaker, 62), cousin (10). Family receives 
remittances from a cousin who is sailor every 
month and intermittently from a cousin who 
is a cashier in Abu Dhabi. Darna is enrolled in 
school. 

Dolores Father (farmer, 38), mother (housewife, 
manages small store, 33), sisters (12 and 10). 
Dolores is enrolled in school. 

Jasmine Father (fisherman, 44), mother (farmer and Nipa 
maker – thatched palm leaves, 43), niece (5). 
Jasmine and her sister (17) have recently moved 
into their grandmother’s house because of safety 
concerns that their own house may collapse in 
a typhoon. They also receive a conditional cash 
transfer every two months from the Department 
of Social Welfare and Development and received 
a one-off fertiliser donation from the Department 
of Agriculture. They also received one-time relief 
goods during the pandemic. Jasmine is enrolled 
in school. 

Jocelyn Father (driver, 48), mother (homemaker, 46), 
brothers (17, 12, and 8). Sister (20) recently left 
to work as a cashier in Manila and sends home 
remittances twice monthly. Jocelyn is enrolled in 
school.

Kyla Father (pastor, 51), mother (pastor, 56), sister 
(unemployed, 22), sister (student, 20) and niece 
(1). Sister (saleswoman, 25) recently left the 
household to work in Manila and sends home 
money when requested. Kyla is enrolled in 
school. 
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Mahalia Father (farmer/fisherman, 56), mother 
(homemaker, 56), brothers (24, 20 and 18), 
sister (16). Family received government support 
during lockdown twice. Mahalia is enrolled in 
school.

Maricel Father (resort caretaker, 60), mother (resort 
caretaker, 40), sister (18). Family used to 
receive remittances from brothers and 
sister in the cities but during the pandemic 
they have lost their work. Family receives a 
conditional cash transfer every two months 
from the Department of Social Welfare and 
Development. Maricel is enrolled in school.

Melanie Father (government employee, 47), sister (17), 
brother (14). Mother recently left the household 
to work as a housekeeper in Manila. Sister (18) 
left to work as a nanny in a nearby municipality 
and sister (20) left due to marriage. Family 
receives a conditional cash transfer every 
two months from the Department of Social 
Welfare and Development. Melanie is enrolled 
in school. 

Michelle Father (farmer, 48), mother (homemaker, 
47), brother (salesman, 21), sister (cashier, 
23) sisters (19, 13 and 10). Family receives a
conditional cash transfer every two months
from the Department of Social Welfare and
Development. Michelle is enrolled in school.

Nicole Data not held for 2021. 

Reyna Father (farmer, 58), mother (housewife, 47), 
sister (housewife, 24), brother (student, 21), 
sister (student,18). Another three male cousins 
live in the household (7, 4 and 4). Sister (29) 
is self-employed in Manila and sends money 
home every month for his children. Reyna is 
enrolled in school.

Rosamie Father (farmer, 52), mother (homemaker, 46), 
sister-in-law (local government employee, 29), 
sisters (19, 11) and nephew (2). Family receives 
a conditional cash transfer every two months 
from the Department of Social Welfare and 
Development. Rosamie is enrolled in school. 

Rubylyn Father (construction worker, 47), mother 
(homemaker, 38), sister (10). Family receives 
a conditional cash transfer every two months 
from the Department of Social Welfare and 
Development. Rubylyn is enrolled in school.
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Vietnam

Chau Father (farmer, 37), mother (farmer, 43), sisters 
(12 and 10), brother (5). Chau in enrolled in 
school.

Hang Father (farmer, 46), mother (commune official, 
39), brother (11). Hang is enrolled in school. 

Hoa Father (farmer, 46), mother (farmer, 51), brother 
(freelancer, 22). Hoa is enrolled in school. 

Huong Father (village leader of the cooperative, 48), 
mother (farmer, 43), brother (15), paternal 
grandfather (retired, 83). Huong is enrolled in 
school. 

Kieu Father (mechanic, 37), mother (labourer, 36) 
and brother (12). Kieu has left school as they 
wanted her to repeat a grade, she fell behind 
due to COVID-19 and she did not want to 
repeat.

Kim Father (chairman of the commune, 47), mother 
(tailor, 46), brother (student, 21). Kim in enrolled 
in school. 

Ly Mother (labourer; single parent, 52). Ly in 
enrolled in school.

Mai Data not held for 2021.

Nguyet Nguyet’s mother passed away. She lives with 
her uncle (farmer, 44), grandfather (72), aunt 
(44), cousin (freelancer, 24), cousin (11), sister 
(sales staff, 18), twin sister (15) and niece (2). 
Nguyet is enrolled in school.

Nhi Father (farmer, 44), mother (farmer, 42), brother 
(student, 19). Family received government 
compensation for losing their pigs to swine flu. 
Nhi is enrolled in school.

Oanh Father (freelance farmer, 46), mother (labourer, 
40), sister (12). Older sister (22) works in Japan 
and sends remittances every month. Oanh is 
enrolled in school.

Quynh Father (farmer, 51), mother (kindergarten 
teacher, 46), grandmother (84), grandfather 
(85) and brother (student, 18). Family receives
government health insurance. Quynh is
enrolled in school.

Sen Father (driver, 45), mother (homemaker, 42), 
brother (11), sister (10). Brother (enrolled in the 
military, 22). Family receives government health 
insurance. Sen in enrolled in school.
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Tan Father (farmer, 43), mother (farmer, 39), sister 
(41), brother (6). The family receives social 
insurance from the government. Tan is enrolled 
in school. 

Thi Father (labourer, 38), mother (insurance sales, 
36), sister (16), brothers (5 and 1). Family 
receives government financial support for 
electricity. Thi is enrolled in school.

Thom Father (electrician/plumber, 45), mother 
(accountant, 37), sister (5). Thom is enrolled 
in school.

Tien Grandmother (80), maternal grandfather 
(85). Tien’s mother (49) works in Ho Chi Minh 
city and sends money home for Tien. The 
grandfather receives a government pension. 
Tien is enrolled in school. 

Trinh Father (farmer, 41), mother (farmer, 36) 
sisters (10 and 7), brother (5). Family receives 
government financial support for electricity and 
received government health insurance. Trinh is 
enrolled in school.

Uyen Mother (not working, 47), grandfather (83). 
Grandmother passed away this year. Aunt 
is a government employee in the city and 
sends home remittances every few months. 
Grandfather receives elderly allowance from 
the government. Uyen is enrolled in school.

Yen Father (bricklayer, 45), mother (bricklayer, 38), 
brother (14). Yen is enrolled in school. 

BeninBenin

Alice Father (pastor and farmer, 45), mother (sells 
beans, 43), two brothers (21, student), sister 
(18) and cousin (11). Her sister (24) recently
married and left the household. A female child
(7) they were hosting recently left to return to
her parents. Alice recently had malaria and fever
and had to go to hospital. Alice is enrolled in
school but is two years behind for her age.

Annabelle Father (taxi driver/trader, 47), mother (trader, 
42), brother, (student, 23), brothers (12, 8), sister 
(19). Mother has recently been in hospital with 
high blood pressure and diabetes. Annabelle is 
enrolled in school and is ahead in her grades. 

Barbara Father (tailor, 59), mother (dressmaker, 
44), brothers (students, 19 and 12). Father 
has recently been in hospital with artery 
hypertension. Barbara is enrolled in school but 
is one year behind for her age. 
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Omalara Data not held for 2021.

Catherine Father (painter decorator, 46), mother (trader, 
43), brothers (students,17, 11 and 8). Catherine 
is enrolled in school. 

Ianna Data not held for 2021.

Eleanor Mother (farmer and trader, 54), grandmother 
(96) and sister (17), one sister-in-law (20).
Brother (20) recently dropped out of school to
live with older brother and learn paving stone
making. Father is deceased. Eleanor dropped
out of school this year.

Isabelle Aunt (trader, 39), male cousin (dressmaker, 
25), male cousin (apprentice-tailor, 23) and 
male cousins (students, 21 and 18), female 
cousin (13). Her uncle (47) who works for the 
Benin Electric Power Company was posted 
to northern Benin. Isabelle was recently in 
hospital due to malaria. Isabelle is enrolled in 
school but is three years behind. 

Lillian Data not held for 2021.

Elaine Data not held for 2021.

Jacqueline Father (shop manager, 40), mother (trader, 34), 
two sisters (10, 8), brothers (7, 4 and 3). Her 
eldest brother has dropped out of school. Her 
father and eldest brother (7 years) have gone 
to stay part-time with the paternal grandfather 
near the shop he manages. Jacqueline is 
enrolled in school but is one year behind. 

Layla Layla’s boss (saleswoman, 49), husband of 
her boss (51, door-to-door canvasser), male 
children of her boss (students, 30 and 21) 
and (hairdresser, 19). Daughters of her boss 
(computer specialist, 28) and (students, 16, 10 
and 4). Daughter-in-law of boss (student, 19). 
Niece of her boss (13) and granddaughter of 
her boss (1 month). Layla has dropped out of 
school and is a live-in domestic employee. 

Margaret Uncle (primary school teacher, 43), lives in 
another town Monday to Friday. Aunt (trader 
and farmer, 42), female cousin (16). Margaret’s 
aunt has been very ill with artery hypertension 
and the grandmother has been in hospital with 
diabetes and infections. Margaret is enrolled in 
school but is five years behind. 
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Thea Mother (trader, 46), grandmother (trader 
67), aunt (16) three brothers (apprentice, 21 
and student 17) and male cousin (8). Father 
deceased. Her brother (20) has completed his 
studies at the agricultural high school and has 
left the household to do an internship. Five-
year-old cousin has also recently left to return 
to her parents. Thea is enrolled in school. 

Elizabeth Data not held for 2021.

Togo 

Adjoa Data not held for 2021.

Ala-Woni Data not held for 2021.

Ayomide Grandfather (farmer, 76), other grandfather 
(farmer, 73), grandmother (homemaker, 60), 
half-brother (7). Father and mother absent. 
Cousin (14) recently moved out. Ayomide 
dropped out of school as they couldn’t afford 
the fees. 

Anti-Yara Father (farmer, 35), mother (homemaker, 40) 
and sister (9). Anti-Yara is enrolled in school 
but is two years behind in her grade. Her 
brother left the household to continue to study 
elsewhere. The father was very ill for three 
months, due to this he lost his job as a builder.

Mangazia Polygamous family. Father (farmer, 33), mother 
(27), two stepmothers (both 29), brothers and 
half-brothers (carpenter (19), Koranic teacher 
(18) and students (12, 10)), sisters (and half-
sisters) (8,7). Mangazia is enrolled in school but
is not in the correct grade for her age.

Melyah Data not held for 2021.

Adjoa Data not held for 2021.

Reine Grandfather (farmer, 80), grandmother 
(homemaker, 60), aunt (homemaker, 39), 
brother (7), one sister (14), one uncle (26), male 
cousins (19 and 7), female cousin (11), niece 
(19) and nephew (16). Her aunt, who lives
in Nigeria, sends remittances to the family.
Mother and father are absent. Reine has had
recently had malaria and is enrolled in school
but one year behind.

Aria Data not held for 2021.

Isoka Data not held for 2021.
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Larba Father (painter, 38), mother (trader, 30), 
brothers (3 and 1) and sister (18 and 9). Her 
sister (7) recently left to live with her aunt in 
Benin. Larba and her brother recently had 
malaria. Larba in enrolled in school but is one 
grade behind for her age. 

Aisosa Data not held for 2021.

Esi Data not held for 2021.

Essohana Mother (trader, 45) two brothers (tailor, 30 
and 27), sisters-in-law (traders, 20, 19) and 
sister (dressmaker, 18). Essohana is enrolled in 
school but is one grade behind for her age.

Azia Mother (58), father (80), brothers (25,18), three 
half-brothers (16,14,13), sister-in-law (28), sister 
(22). Her brother (35) recently left to move into 
another house. The family receives remittances 
from Azia’s half-brother twice a year. He lives 
in Gabon. Azia has been sick for three months 
with an abscess. Azia is enrolled in school but 
is two years behind in her grade. 

Iara Data not held for 2021.

Dofi Data not held for 2021.

Folami Grandmother (homemaker, 61), uncle (farmer, 
52), aunt (trader, 40), mother (dressmaker, 32), 
three younger sisters (9,7,4) and Folami’s son. 
Folami and her mother newly moved into this 
household. Folami recently had malaria. She 
has dropped out of school. 

Nini-Rike Nini-Rike lives in a polyamorous household 
with 18 people, including: father (40), mother 
(35), brother (carpenter,18), brothers (12, 7, 
6) and sisters (8, 7, 4). Nini-Rike recently had
measles. The father recently got married and
one stepmother had a baby. Nini-Rike has
dropped out of school.

Lelem Uncle (community health worker, 43), father 
(farmer, 46), grandmother (trader, 60), aunt 
(dressmaker 35), aunt (homemaker, 32), female 
cousins (15 and 13). Her parents are divorced; 
her mother remarried but she visits her regularly. 
Lelem’s twin sister, other grandmother, uncle all 
died in the past year. Lelem is enrolled in school 
but is two years behind in her grade.
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Djoumai Father (farmer, 56), mother (trader, 42), uncle 
(farmer, 38), brother (mason, 23), brother 
(worker, 27), sisters (traders, 38 and 26) 
and sister (animal breeder, 21). Uncle (69) 
in Germany works on the port and sends 
remittances home. Djoumai recently had 
malaria and is enrolled in school but is not in 
the correct grade for her age. 

Tene Mother (homemaker, 43), aunt (student, 20), 
brothers (apprentice tiler, 25; painter, 22; 
electrician, 18) and male cousin (2). Sister (30) 
is a domestic worker in Saudi Arabia and sends 
remittances home every three months. Tene 
had malaria recently and is enrolled in school 
but is not in the correct grade for her age.

Omorose Data not held for 2021.

Nana-Adja Nana-Adja lives in a polyamorous household 
with 14 people. Father (tiler, 50), mother 
(homemaker, 44), other wife (homemaker, 
45), uncle (tiler, 20), uncle (apprentice, tiler), 
half-brother (electrician, 21), half-brothers 
(students, 15, 12, 11, 10 and 9), half-sister 
(dressmaker, 17), sister (6). Two of her brothers 
emigrated in the past year: one went to Niger 
to work as a plumber and the second went to 
the Ivory Coast to work as a tiler. Nana-Adja is 
enrolled in school.

Fezire Father (trader, 40), mother (trader, 30) uncle 
(motorcycle cab driver, 35), brothers (students, 
20, 15 and 12), sister-in-law (homemaker, 21), 
sisters (8 and 2) and male cousins (8 and 6 
months). Fezire recently had malaria. Fezire is 
enrolled in school. 

Ladi Ladi lives in a polyamorous household with 
17 people among those are a father (trader, 
50), mother (homemaker, 35), grandmother 
(homemaker, 80), uncles (traders, 50, 29; 
motorcycle cab driver, 30), stepmother (30, 
homemaker) and sisters (students, 18 and 14). 
Ladi recently had malaria. Ladi is enrolled in 
school but is two years behind in her grade. 

Izegbe Data not held for 2021.
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Anti Data not held for 2021.

Uganda

Amelia Father (shopkeeper, 62), mother (shopkeeper, 
55), brothers (students 20, 17 and 5) and 
sisters (students, 24 and 18). Other family 
members recently moved out – uncle (30) 
moved to new home, stepsisters (28, 26 and 
24) and stepbrother (19) also moved to a
new home. Amelia has had malaria recently.
Amelia is enrolled in school.

Beti Father (teacher, 53), mother (farmer, 43), 
grandmother (farmer, 65), brothers (students, 
20 and 9), sisters (students, 18, 8, 6 and 4). 
Brother (24) recently left to train in the army. 
Beti recently had malaria. Beti is enrolled in 
school. 

Dembe Dembe moved this year from her aunt’s house 
into her grandmother’s house. There are 22 
people in this household: grandmother (59), 
aunts (20, 20), brother (7), stepbrothers (14, 5, 5 
and 5), male cousins (10, 8, 7, 2 and 3 months), 
nephew (3), sister (15), stepsisters (9, 8, 5, 
5) and nieces (9 and 2 months). Five uncles
and one aunt live and work in other parts of
Uganda and send remittances home. Dembe’s
father recently passed away. Dembe is enrolled
in school but has repeated a grade.

Jane Jane normally lives with her sister in another 
town but is currently living with her father 
(farmer, 52), mother (farmer, 44), brothers 
(farmer, 18 and students 11, 9, 7 and 5), sister-
in-law (17) and nieces (2 and 3 months). Jane is 
enrolled in school but has repeated a grade. 

Joy Grandfather (shopkeeper, 62), step-
grandmother (farmer, 47), aunts (18,13 and 3), 
uncles (24, 7 and 6) and cousin (8 months). 
Uncle (28) recently left the household for 
work and aunt recently left as she married. 
Previously Joy has been sick with cerebral 
malaria. Joy recently dropped out of school 
to get married. 

Justine Father (vet, 52), mother (farmer, 49), brothers 
(33 and 17), sister (18) and male cousins (15 
and 6). Cousins (4 and 7 months) recently 
left to return to his parents to start school. 
Justine has been unwell with malaria. Justine is 
enrolled in school. 

Miremba Father (farmer, 38), mother (farmer, 39), brother 
(student, 14) and sisters (19; farmer, 17 and 
student, 17). Miremba recently had malaria. 
She is enrolled in school.
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Namazzi Mother (farmer, 45). The father has left the 
family for another woman. Her sister recently 
left the household to move in with her 
husband. Brother (23) in Kampala sometimes 
sends remittances. Namazzi recently had 
malaria. Namazzi is enrolled in school but is 
not in the correct grade for her age. 

Nasiche Data not held for 2021.

Nimisha Father (farmer, 56), mother (farmer, 52), 
brothers (students, 18 and 16), nephews (6 and 
3) and sister (12). Her brother recently left the
household to work elsewhere. Nimisha has
been ill for three months with malaria and a
skin condition. Nimisha is enrolled in school.

Rebecca Father (farmer, 39), mother (farmer, 34), 
brothers (6, 4, 4 and 2) and sisters (12,10, 8, 6 
and 2). Rebecca is currently enrolled in school 
but is two years behind as the parents couldn’t 
pay the fees.

Sheila Mother is divorced. (35) Sheila’s father passed 
away and she remarried but he has since left 
her and his children. Half- sisters (4 and 18 
months). Brother (15) left the household for 
work. Sheila is currently enrolled in school but 
is two years behind as the parents couldn’t pay 
the fees. Two of her uncles have recently died. 

Shifa Polyamorous household includes mother (40). 
She also lives with brothers (8 and 6), sisters 
(15, 4 and 18 months). Shifa’s stepfather and 
grandfather passed away. Three other sisters 
and a brother have left the household for work 
near Kampala and send remittances home. 
Shifa is enrolled in school but has to repeat 
her grade. 

Sylvia Father (farmer, 53), mother (farmer, 43), uncle 
(farmer, 32), sisters (12, 9, 4 and 15 months) 
and cousin (11). Two brothers have left the 
household for work. Sylvia has recently had 
malaria and is enrolled in school but is not in 
the correct grade for her age.

Achen Data not held for 2021.
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女の子の力を、世界を変える力にする。
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面している課題の解決に取り組む国際NGOです。世界75カ国以上で活動。世界規模のネットワークと長年の経験に
基づく豊富な知見で、弱い立場に置かれがちな女の子が尊重され、自分の人生を主体的に選択することができる世
界の実現に取り組んでいます。




