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パワーを手に入れるための道のり：
思春期の女の子のために継続的な変化を

パワーを手に入れるための道のり

「もしわたしがリーダーになったら……『女性は家庭に入って料理や掃除をしたり子ども
の世話をするべきで、働きに出るものではない』という偏見をなくします。女性だって男
性だってなんでもできるということを、皆に知ってほしい。それが不適切だとか、おかし
いとか、間違っていると見られたりはしないでしょう」
レソトのシューシュー、16 歳（注１）

「女性や女の子が直面する最大の困難は……人々の態度や慣習、そして……それぞれの国
の伝統や社会的通念に深く根ざす考え方に関係するものである」
プラン・インターナショナル、本報告書のための西アフリカにおける調査より（注２）
歴史を振り返って見ても、女性たちが団結して行動を起こし始めた初期のころ、女性の投
票権から公民権運動、障がい者のための活動や労働組合活動まで、その闘いは長く、過酷
だった。ジェンダー平等と女の子の権利を求める闘い、彼女たちがパワーを手に入れるた
めの道を切り開く闘いも、同様だ。女の子の暮らしはいまだに、若いということと女性で
あるということ、この二重の足かせによって制限されている。
パワーは、周囲とまったく無関係に働くものではない。すべての人々の暮らしに影響す
る、多種多様な枠組みの中で働くものだ。
「支配的なパワー」は、目に見える形でも見えな
い形でも女の子を支配し、社会のもっとも強力な枠組みである家庭とコミュニティ、市場
経済、そして国家の中で再生産され、根深いものとなっていく。そして、親や地域のリー
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ダー、地元政府当局、商慣習、立法によってパワーが行使されたとき、犠牲となるのは女
の子である場合が多い。
今回の報告書では、公的な場・私的な場の双方におけるさまざまな形態のパワーがもた
らす影響に目を向け、それがジェンダー平等と、特に女の子や若い女性の将来にとってど
のような意味を持つかを考える。女の子がパワーを手に入れるための道を進む上でぶつか
る壁を分析し、パワーの現実にどう立ち向かい、どう変えていくのか、女の子たちの集団
としてのパワー（
「連携するパワーと行動」
「協働アクション」
）を重要な解決策のひとつと
して焦点を当てていきたい。
ミレニアム開発目標の最終段階である今、世界が 2015 年以降に向けて貧困削減の新たな
枠組みを話し合う中、ジェンダー平等にも新たな取り組みが必要な時期がきている。これ
はパワーの問題を直接取り上げ、21 世紀に生きるすべての女性と女の子が自由に活動でき
る環境を生み出すためのものだ。パワーの問題に対処しなければ、一歩進んで二歩下がる、
ということにもなりかねない。
（図）
（左上）特定の人々が女の子に対してもっている「目に見える支配的なパワー」
（右上）社会規範が女の子に行使する「目に見えない支配的なパワー」
（中央）女の子自身がもつ「内在するパワー」
（下）仲間とともに行動することで生まれる「連携するパワー」

女の子たちの状況
2007 年、
「Because I am a Girl」の第１号報告書にはこのように記述されている。「男の
子と女の子の間の不平等は深く根ざしており、それは幼少期から始まっている」
。事態はか
なり改善したとは言え、この深く根ざした構造上の不平等は今も続いている。イギリスの
海外開発研究所が思春期の女の子とジェンダーの公正についてウガンダで実施した調査に
よると、
「生まれてからの７年間で、女の子は早くも男性に従うべき、という考えを教えこ
まれる。これは家庭から始まり、コミュニティでさらに強く刷り込まれる考えだ（注３）」
ほとんどの国で、女性と女の子はいまだに家庭で無償の家事労働の大半を担っている。
そしてこのような家庭内での労働が、女の子が何か選択をしたり、自己決定したりしよう
とする能力に、どれだけ影響を与えているかは見落とされがちだ（注４）
。彼女たちは家庭
に閉じこめられ、家族やコミュニティが彼女たちを定義するままに、家の中の役割だけで
自らを定義してしまう。そのために社会的なスキルを学ぶことができないかもしれないし、
もっと幅広い人生を送ったり、もっといい報酬がもらえる仕事に就く機会を手に入れたり
するために行動を起こす自信や人脈を築くこともできないかもしれない。家庭では、誰も
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が彼女たちに対して「支配的なパワー」をもっている。そのために、彼女たちが持ってい
るはずの「内在するパワー」が押さえつけられてしまう。こうした状況に置かれた女の子
は、声も上げられず、選択肢も決定権もなく、自分の可能性に気づくこともそれを実現す
ることもできずに苦しむのだ。本報告書のために西アフリカの 13 カ国で実施された調査に
よれば、
「女性が主体性をもつことができず、周囲から尊重されない主な理由は、男性が対
応を迫られることはめったにない日々の雑務や労働のためである（注５）
」

「文化」の名のもとに
女の子と若い女性の人生には、数多くの重要な課題がある。理論上は彼女たちの権利を
尊重する法が存在するはずなのだが、現実には文化的、社会的、宗教的な規則や慣習があ
り、変化を阻んでいる。多くの国々で早すぎる結婚が違法とされているにもかかわらず、
まだその慣習が続いていることは、その最たる例だ。
国連子どもの権利条約で正式に成人とみなされる 18 歳に満たない女の子のうち、1400 万
人もが毎年結婚させられている（注６）
。早すぎる結婚―それは多くの場合、ずっと年長の
男性と結婚させられるものだが―は、女の子はから子ども時代を奪うだけでなく、多くの
場合は教育の機会をも奪う。それは、女の子の権利、とりわけ思春期の女の子にとって数
え切れないほどの権利が侵害される元凶でもある（注７）。体が完全に成熟する前の妊娠・
出産は、15 歳から 19 歳の女の子の主な死因となっている（注８）。加えて、パワーの不均
衡状態が生まれるため、このような結婚では家庭内暴力が多いという研究結果が出ている。
たとえば、インドで実施された調査では、18 歳未満で結婚した女の子のほうが 18 歳以上で
結婚した女の子よりも暴力を経験する割合が２倍も多く、もっと若い女の子ではその割合
が３倍にもなることがわかった（注９）
。
貧困とジェンダー不平等、そして子どもの権利保護の欠如、この三つの組み合わせが早
すぎる結婚を助長しているが、質の高い教育や雇用の機会が少ないために状況がさらに悪
化している場合が多い。18 歳になる前に結婚する女の子の割合は、もっとも貧しい下位 20％
の家庭の女の子のほうが、もっとも裕福な家庭の女の子より３倍以上高い（注 10）
。開発途
上国では、農村部に住む女の子のほうが、都市部に住む女の子よりも 18 歳前に結婚する割
合が２倍高い（注 11）
。

女性と女の子に対する暴力に立ち向かう
長年にわたる法整備や反対運動にもかかわらず、男性から女性に対する暴力はいまだに
蔓延しており、世界のあらゆる地域、あらゆる年齢層、あらゆる階層でおこなわれている。
世界保健機関が 2013 年に発表した報告書によれば、世界中の女性の３人に１人以上が性的
暴力か身体的暴力の被害経験者で、その 80％以上がパートナーまたは配偶者による暴力だ
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という（注 12）
。
社会における男性および女性による「親密なパートナーからの暴力」に対する容認が、
暴力封じる法の施行をとても難しくしている。女性や女の子は、発言するのを恐れている
かもしれない。男性は、妻やパートナー、子どもに暴力をふるっても、誰も反抗しないか
ら大丈夫だろうと思っているかもしれない。
パートナーによる女性への暴力の発生率が一番高くなるのは 40 歳から 44 歳の女性に対
してだが、ずっと年少の女性も、圧倒的な頻度でこうした暴力の被害を受けている。2013
年の世界保健機関の報告では、15 歳から 19 歳で男性との交際経験がある思春期の女の子と
若い女性のうち、29％がパートナーからの暴力を経験していた。20 歳未満の女性全体の四
。欧州連合で 42,000 人の女性を対象に 2014 年に実施さ
分の一以上にもなる数字だ（注 13）
れた調査によれば、
「10 人に 1 人強の女性が、15 歳になる前に大人から何かしらの性的な
暴力を受けた経験があると示唆している（注 14）
」
男性から女性への暴力は、多くの女の子が成長する中で日常的に目にするものだ。男性
が暴力をふるうこと、そして女性がそれを容認することは、子ども時代に家庭やコミュニ
ティ、メディアを通じて学んだ習慣の結果なのかもしれない。だが、つきつめればそれは
「支配するパワー」の根本的な行使だ。それは、男性がパワーを実感できる唯一の方法な
のかもしれない。国連がアジア太平洋地域でおこなった調査によれば、男女間に存在する
ジェンダー不平等とパワーの不均衡は、「女性に対する暴力の根本原因である」。この調査
では、女性に対する暴力の原因はひとつではなく、
「蔓延するジェンダー不平等の中に存在
する多くの要素が複雑に絡み合った結果である。そのため、たとえばアルコール依存など、
ひとつの要素を取り除くだけでは、女性に対する暴力を根絶することはできない（注 15）
」
下記のプロジェクトを見てもわかるように、この複雑さは、女の子と女性に対する暴力
を防ぐどのような活動においても考慮されなければならない。

プラン・エルサルバドル： ジェンダーに基づく暴力の軽減に取り組む女の子たち（注 16）

「女の人があざだらけだったり、傷があったりしたら、みんな、どうしてそんなに傷やあ
ざができたのかと聞きます……でも、彼女は脅されているから本当のことが言えないんで
す……相手に殺されるとか、もし子どもがいれば、子どもを取り上げたり殺したりすると
脅されているから」
フォーカス･グループの話し合いに参加した思春期の少女（注 17）
女の子に対する暴力予防し、対処することを目的とするプログラムは、コミュニティ全
体を巻きこんで実施されなければならず、長期間にわたってさまざまな階層での取り組み
を目指さなければならない。2012 年に立ち上げられたプラン･エルサルバドルのプロジェク
トは、女の子のエンパワーメントを後押しすること、そして自らの経験について語ったり
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報告したりできるよう支援する環境を作ることで、ジェンダーに基づく暴力に取り組むこ
とに焦点を当てている。プロジェクトはサンサルバドルのほか、プラン・エルサルバドル
の調査の結果、暴力の発生件数がもっとも多く、活動の必要性がもっとも高いと判断され
た、首都に隣接する５地区に拠点を置いている。2015 年のプロジェクト完了までの目標は
10 歳から 18 歳までの女の子 1,800 人と男の子 180 人に直接働きかけることで、中でも学校
に通っている女の子や若い母親、働きかけが難しい環境にいる女の子を対象としている。
このプロジェクトの基礎調査は男性と地域指導者の両方の関与が必要だと立証し、それ
がプロジェクトの進展を促進した。その結果、男の子に同年代のサポーターとしての研修
を実施し、地方や全国的機関と協力して女の子の権利の意識向上に取り組み、仲間同士の
カウンセリンググループの設立、女の子のための安全な場所の確保などによって、プロジ
ェクトの目標は部分的ながら達成された。
このプロジェクトの主な強みのひとつは、女の子たちの「連携するパワーと行動」に注
力したことだ。これによって女の子はより幅広い支援のネットワークが得られ、自分たち
の意見を伝える力を強めることができただけでなく、暴力を経験した際に頼れる誰かがい
るという状況を作ることもできた。プラン・エルサルバドルはこのほかにも、ジェンダー
に基づく暴力への反対運動に参加する男の子の数が増えていることを確認している。研修
を受けた男の子たちはそうした暴力を目撃したら警察に通報したり、プランなどの関係団
体による子どもの保護の仕組みにのっとって対処したりするようになった。

教育の重要性
2012 年の「世界ガールズ白書」では、質の高い教育がどれほど重要かを見てきた。そし
て、早すぎる結婚と早すぎる妊娠によって、女の子がパワーを手に入れる貴重な道筋であ
る教育を受ける機会を制限するなど許されないということも。女の子が学校へ行くと、知
識や技能を得ることができ、成人してからの選択肢を増やすことができる。教育は男の子
にとってもいいことで、６カ国で実施された調査によれば、より長く教育を受けた若い男
性は、親の世代よりももっとジェンダーに公正な考え方をすることがわかった（注 18）
。
新しい考え方を受け入れると、行動の変化も生まれる可能性がある。とりわけ、学校の
カリキュラムで男女両方の生徒にジェンダー平等について教え、女の子の自信を育んで技
能を伸ばし、男の子にはもっと公正な形で男らしさを発揮する方法を教えるようになれば、
大きな変化が生まれるだろう。一方、国連女子教育イニシアティブが述べているように、
「教
室での差別的な扱いや、ジェンダーによって制限を設けるような固定観念を押しつける教
科書やカリキュラムによって、女の子が成功を後押しされない場合、女の子の成績は伸び
悩む（注 19）
」
。このような状況では、教育は女の子と若い女性を今の立場にとどめるだけ
だ。
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また、若い女性が自らの妊娠や出産にもっと決定権を持てるようになることも、変化の
鍵だ。性教育を充実させたり、性交渉に積極的になるかならないかといった選択肢を増や
したり、生殖についての知識を増やしたり、避妊手段や性と生殖に関する医療サービスを
利用しやすくしたり、言うまでもないことだが、女性がもっとパワーと自信を身につけ、
性交渉についてパートナーに意見を言えるようになることが重要だ。

国家、法律、公共政策
ジェンダー平等に関する国際的人権の法的枠組みは、過去数十年にわたって多くの国で
重要な法の改正をもたらしてきた。たとえば、今ではジェンダー平等を保障する憲法が 139
。
カ国において存在する（注 20）
だが、法律だけでは必ずしも女性と女の子の日々の暮らしを改善することはできない。
女性と子どもの権利に関する国際条約にすべて同意し、法令集にしっかりとした法律が定
められている国でさえ、女性や女の子に対する差別や虐待、暴力がはびこっている場合が
ある。法の執行力のなさが大きな壁となっていて、その原因は多岐にわたる（注 21）
。
・多くの国では機能している司法制度がなく、法が施行されて遵守されることを保証する
ための資金もない。
・また、ＵＮウィメンは女性が司法制度を利用する際の主な障害として、国からの資源が
不足していることを挙げている。その上で、世界銀行の調査から引用してこのように述べ
た。
「ケニアでは、相続に伴う土地所有権の移譲に最大 780 ドルかかることもある（注 22）
」
。
女の子や若い女性にとって、このような金額はとても出せるものではない。
・法を施行する責務を担う人々―政治家、裁判官、地方議員、警察―は多くの場合、基本
的に無分別に女性と女の子を差別する考え方に凝り固まっている。たとえばフィリピンで
は、警察が地方の警察署に「女性担当窓口」を用意し、女性や女の子に対する暴力にきめ
細かく対処するための女性警察官を採用することが国の法律で定められている。だが実際
にその女性担当窓口で働いているのは多くの場合が男性警察官で、ジェンダーに基づく暴
力事件にきめ細かいとは言えない対応をしている。
・法に関する女性の知識を向上させるためのプログラムが数多く存在するにもかかわらず、
世界銀行の調査によれば、女性と女の子の権利に関する法律についてはほとんどの人が少
ししか、あるいはまったく知らない（注 23）
。
若者のほうが親や祖父母の世代より知識が多い傾向があるが、これはおそらく、学校に
行く機会が多いことが理由のひとつだろう。タンザニアの農村部に暮らす若い女性も、自
分たちの権利をいくつも知っていた。「はい、私たちはみんな、学校へ行かなくてはなりま
せん。男性と同じように財産を相続することができます。男の人は私たちを叩いてはいけ
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ないし、もし叩いたら、裁判所に訴えることができます。私たちは政治家になることがで
きます（注 24）
」
。だがこのような自信だけでは不十分だ。彼女たちが実際に誰かを訴えよ
うとしたとしても、家族やコミュニティから強い反発を受けるかもしれないからだ。
一部の国では、非公式な司法制度のほうが公式な司法制度よりも強い影響力を持ってい
る。
たとえば、
マラウィではもめごとの 80％から 90％が慣習的な非公式の法廷で処理され、
バングラデシュでは地元でのもめごとの 60％から 70％が伝統的な仲裁手段である「サリシ
ュ」を通じて解決される（注 25）
。問題は、こうした慣習法が、女の子や女性に何が許され
るか、何が許されないかという保守的な考えに基づいている場合が多いということだ。そ
して多くの国では、こうした慣習法に基づく司法制度は、男女双方が財産などの資産を相
続する権利を平等にもっていることを認識していない。
プランが 9 カ国に住む同年代の女の子の家族を対象に実施した調査では、相続は男系に
のみ許されるものとして考えられるのが一般的だということがわかった（注 26）
。だが、ほ
とんどの家庭では女の子の相続権に関する法律上の立場はよくわかっていないようで、相
続権は「伝統」や「慣習法」で決まると答えていた。

「‘Real Choices, Real Lives’～本当の選択、本当の人生～」進捗報告
８年目に入った「‘Real Choices, Real Lives’～本当の選択、本当の人生～」の調査
は、世界９カ国（ベナン、トーゴ、ウガンダ、カンボジア、ベトナム、フィリピン、エル
サルバドル、ブラジル、ドミニカ共和国）に暮らす 142 人の女の子を追跡している。この
調査は、女の子たちの親族やその周りに暮らす人々に対する詳細な聞き取りとフォーカス
グループによる話し合いを通じて、彼女たちの暮らしをより深く理解しようと努めるもの
である。
調査に協力している女の子たちは、まもなく８回目の誕生日を迎える。その多くが今回
初めて、家族や友だち、学校、コミュニティに関する自分の経験や意見をはっきりと話せ
るようになった。
今年は幼児期である５歳から９歳の中間期にあたり、女の子の人生でとても重要な時期
だと言える。小学校に入学し、家事が日常の一部となり、周りの人々が彼女を資産とみな
し、彼女の属性に「女性である」ことを加える時期だ。また、学校でのポジティブな経験
が彼女の社会的・知的・情緒的発展に大きな影響を与え、女の子が自分の能力を最大限に
生かせるようになる可能性がもっとも高い時期でもある（注 27）
。
女の子の多くが、男の子と女の子では時間の過ごし方に違いがあることに気づき始めて
いるのがわかってきた。ブラジルのウェミリーは調査スタッフに、弟が自分と同じように
家事をしなくてもよく、自由時間はずっと遊んでばかりいるのが嫌だと話した。このよう
な確立された慣習に女の子たちが抵抗しようとしない一番の理由は、周りの人間から排斥
されることへの恐怖だ。だが、今回の調査では、女の子はかなり早い年齢から、身の周り
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で見聞きすることに対して疑問を抱く能力を間違いなく身につけていることがわかった
（注 28）
。ブラジルのロレーナは、はっきりとした意見を持っている。
「男の人も女の人も、
おんなじことをおんなじようにできると思う。お父さんはお母さんのお手伝いをしないけ
ど、お父さんはお母さんのお手伝いができると思うの」
カンボジアのチアは、固定観念が幼い頃から作られることをはっきりと示す例を教えて
くれた。彼女の兄は薪を割ったり、水を運んだり、遊んだり、牛の番をしたりする。チア
やほかの女の子の仕事は食器洗い、米炊き、かまどの火起こしだ。
「薪割りは男の人の仕事」
だと彼女は感じている。
「女の子がやったら、手や足をけがしちゃいそうで怖いから」
フィリピンでジャセルと調査スタッフが交わしたこの会話も、同様の事実を指摘してい
る。
スタッフ： 男の子たちはどんな遊びをするの？ なんのゲーム？
ジャセル： サッカー！
スタッフ： 男の子たちは女の子たちとも一緒に遊ぶ？
ジャセル： ううん、男の子だけ！
スタッフ： どうして一緒に遊ばせてくれないのかな？
ジャセル： わたしたちは弱いから。
この固定観念がさらに強められる重大な一歩が、弟妹たちの世話だ。ドミニカ共和国の
ロシベルは、今では弟の世話をするのが彼女の仕事だと教えてくれた。「弟たちはおうちの
仕事はできないの。できるのは女の子だけ。弟が服を汚したら、わたしが洗うの」。ブラジ
ルでも、
学校から帰ってきてから食器洗いと床の掃除、生後 16 カ月の弟の世話をするのは、
ウェミリーの仕事だ。
女の子たちは、もっと幼かったころに比べれば行動範囲は広がったが、それでも同年の
男の子に比べれば制限されている。エルサルバドルのイヴリンによれば、
「エルサおばさん
のところには行かせてもらえないの。住んでいるところが遠すぎるから。オスカルは行っ
てもいいけど、わたしは女の子だからだめなの」
この２年の間に、調査に参加している女の子の大半が小学校に通うことで大きな可能性
を手に入れた。それは彼女たちの周りにいる男の子たちにとっても同様だ。重要なのは、
学校では女の子の一日が当然、男の子の一日と同じようなものになるということだ。これ
が学校を一歩出ると、それぞれの生活は大きく異なる。ほとんどの女の子が一番の仲良し
として挙げるのは身近にいる別の女の子で、男の子と遊んではいけないと言われている、
と教えてくれた女の子もいる。だが彼女たちも男の子との交流はある。授業中が多いが、
休み時間にもあると教えてくれたのはブラジルのエロイーザだ。
「先生は、男の子たちと一
緒に鬼ごっこをするようにって言うの」
一部の調査では、教室における教員と生徒とのやりとりが既存のジェンダーの固定観念
を強固なものにしてしまうということがわかっている。女の子は「内気で、男の子ほど勤
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勉ではない」というような偏見だ（注 29）
。われわれの調査の現段階では、そのような事実
を示す証拠はなく、算数などの学業を続けるうちに男の子よりも成績が落ちていく科目に
も、女の子たちは前向きに取り組む姿勢を見せている（注 30）。複数の女の子が、学校にい
ると自由で幸せに感じると表現した。
「おうちにいるよりも、学校に来るほうが好き」と語るのは、カンボジアのニカだ。
「学校
だと、おうちにいるよりもいろいろ勉強できて頭がよくなるし、楽しいから」
今回の調査では、多くの家庭が抵抗することすらできない既存の固定観念の強さが判明
した。しかし女の子の成長を追っていく中で、こうした制約に対する意識が、特に女の子
自身の中で高まりつつあるのがわかるというのは励みになる。今年の調査では、女の子た
ちの少女時代中期以降を支援するために、家庭や学校、コミュニティでどのような活動が
必要かをより深く理解することができた。その活動とは、彼女たちが学校に通い続けられ
ること、家事を家族で協力しておこなうこと、そして女の子や男の子が周囲からの期待に
邪魔されないように、そして「何をしてはいけない」
「何をしなければいけない」と思い込
ませる小さな内なる声にも負けないように、平等な意見、立場、機会を彼らに奨励するこ
とだ。
「女の子は男の子じゃないから車のおもちゃで遊んだりしないの。男の子も人形遊び
やおままごとをするものじゃないの」と疑問も抱かずに受け入れるロシベルの態度は、変
化が必要だ。

平等への道を拓く

「私たちに必要なのは、私たちのニーズを本当に理解してくれて、ジェンダー平等を理解
してくれるリーダーです。高い地位にある女性指導者には、刺激を受けます。私自身、そ
ういった女性を見ると、私にも決定権があるんだと思えます」
ルワンダの思春期の女の子（注 31）
リベリアのエレン・ジョンソン・サーリーフ大統領は、地方の村にある学校を訪問した
UNESCO の担当者から聞いた以下のエピソードを通じて、ロールモデルの大切さをわたした
ちに伝えてくれる。その学校の校庭では、男の子たちにまじって１人の女の子が遊びまわ
っていた。男性の校長は愕然とし、品がないと言って女の子を叱ったのだそうだ。「君は女
の子じゃないか。そんなにうるさく走りまわらず、静かにしていなきゃだめだろう」
。女の
子はしばらく考えこむと、静かにこう答えた。「先生、わたしに話すときは気をつけたほう
がいいですよ。この国の大統領は女の人なんだから」。大統領はこの話を聞いてとても「元
気づけられたし、勇気づけられ」
、自分がアフリカ初の女性大統領となったことで「リベリ
アのみならずアフリカ中の女の子に希望を与えられた」ことがわかったと語っている（注
32）
。
より多くの女性が確実に選ばれるようにする方法は、クオータ制だ。これは非常に賛否
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両論のある方法だが、議会や理事会などで、一定の割合の議席を女性に割り当てるという
ものだ。女性の議席がもっとも多い 26 カ国中 20 カ国が、このクオータ制を採用している
（注 33）
。インドネシアの女性エンパワーメント省の秘書官、スリ・ダンティ・アンワル氏
は、クオータ制が暫定的な手段だということは認識しつつも、やはり重要だと考えている、
と語った。「政治に参加する女性が国中で差別されている以上、割り当て制度は必要です
……何世紀にもわたって、男性のほうが価値が上だとみなされてきて、そのために権力の
座もほとんどは男性のものでした（注 34）
」
国民を管理し、守るべき国家機関がジェンダーに基づいて平等であり、その責任を持つ
ことを保証させる特効薬は存在しない。しかし法を整備し、もっと多くの女性を責任ある
地位に就け、女の子が自分の法的権利を理解できるよう教育することが決定的に重要とな
る。そして何よりも、女性や女の子の組織と地方レベル・全国レベルの双方で協力し、法
が実際に施行されるよう要求することが、女の子の現実と法制度との間の隔たりを埋める
鍵だ。

仕事のもつパワー

「将来は、自動車整備士として大成功したいと思っています。私はいいお手本だと思いま
す。時々、偉い人たちが私を勇気づけて、私はいい前例だと言ってくれます。あの人たち
も、女の子がこんなことをできるなんて信じられないから、私を見て喜ぶのです！」
グロリア・ジョイス、18 歳。南スーダンでプランが支援するジュバ工業高等学校の自動車
整備士研修生
まともな仕事と収入があれば、若い女性は自分の人生を家族に決められるのではなく、
自分で考えることができる。エチオピアの地方に住むある母親は、はっきりとこう主張し
た。
「娘に望むのは、自立できるようになってから結婚することです。教育は最後まで受け
てほしいし、それから就職して、共に人生を歩みたいと思える、愛する人と結婚してもら
いたいです」
（注 36）
。仕事によって女の子はパワーを手に入れ、自由になり、父親への依
存から夫への依存とただ移っていくだけではなくなる。収入を得て資産や富を管理するこ
とはパワーの最たるものであり、子どもから大人への転換点でもある。女の子にとって危
険なのは、この大事な転換点がまったく訪れないかもしれないということだ。
女の子全般にあてはまることだが、中でもとりわけ障がいのある女の子、とても貧しい
女の子、民族やカースト、性的指向や地理的条件などによって取り残された女の子たちは、
ジェンダー平等や女の子の権利を考慮しない流動的な世界経済の中では働き手としても家
族の一員としても弱者のままだ。彼女たちは景気後退が移住や就職、福利厚生に与える影
響によってさらに弱体化を強いられ、女の子や女性にとって不利に働く差別的な構造や法
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制度によって状況は一層悪化する（注 37）
。
この報告書のためにケニアで実施された調査では、経済危機によって若い女性たちが唯
一の商品――体――を売らざるを得なくなった現状が明らかになった。
「全般的に雇用機会
が少なくなり、女性や女の子は『職場』は彼女たちの体になりつつある。地方での生活基
盤や生計を立てる手段の喪失によって都市部への流入が起こり、女性たちが国境を越えて
移動するようになったため、危険な性交渉やＨＩＶ／エイズ感染のリスクも高まった（注
38）
」
仲間の手、仲間の目、仲間の声：

「連携するパワーと行動」のもつ強さ

「一人ではないと感じられること、ほかの女性も同じように活動しているのだと感じられ
ることは大事です。活動の場を共有し、一緒に活動を考えることで、続ける力がわいてき
ます」
中米の若い女性指導者（注 39）
世界中で、女の子や若い女性が変化を求めて自ら活動の場を作り出している。彼女たち
は、ありとあらゆる方法で仲間を集めている。青年グループ、学生グループ、女性グルー
プ、非公式ネットワーク、公式な NGO、あるいは社会活動の一環としてなどだ。それらの活
動は若い女性たちの集まりであったり、若い男性とも協働していたり、もっと上の世代が
参加していたりもする。
「自信は伝染するのです」と言ったのは、西アフリカでの調査で話
を聞いたある回答者だ。今回の調査では、既存の女性グループに女の子や若い女性を参加
させることを推奨している。そうすれば女性たちの間で自信と技能が伝えられ、グループ
の声を大きくすることができ、さらにパワーを増すことにつながるからだ（注 40）
。
若い女性のための基金 FRIDA は、ネパールのラジオ・ウダヤプールを支援している。こ
れは女の子と若い女性が運営するコミュニティラジオ局だ。彼女たちはラジオ放送を通じ
て、
「男の子たちがすべてをするべき」という固定観念に真っ向から挑戦している。グルー
プのリーダーでラジオ局の責任者でもあるバンダナ・ダヌワールは、グループの自信とコ
ミュニティでの信用度が大きくなってきたと感じている。
「私たちは地域開発から政治問題
まで、あらゆる問題についての女性の意見や見解、経験談を放送しています。グループの
メンバーは 30 歳未満の若い女性で、家父長制度を排除するために若い女性が力を合わせれ
ば、なんでもできると信じています（注 41）
」
多くの国で、女の子や若い女性がソーシャルメディアを使って暴力や虐待の加害者を糾
弾し、被害者への支援を表明している。インドネシアのアスリ（16 歳）は、彼女が友だち
と一緒に「ツイッターやフェイスブックみたいなソーシャルメディアを使ってウェブサイ
トを作って、
「学校での暴力」を公にする活動を始めました。驚いたのは、私たちがツイッ
ターやフェイスブックに載せたメッセージをマスコミの人が読んで、ジャカルタの地方テ
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レビ局が私たちをトーク番組に招待して、いじめについて話をさせてくれたことです。私
たちの意見を広く伝えることができて、とても嬉しかったです（注 42）
」
しかし、行動にうつすどころか声を上げることでさえ、若く、女性であるというだけで
難しいのが現状だ。まだ思春期の女の子であれば、一層難しい。イギリスの海外開発研究
所がウガンダで実施した調査では、
「思春期の子どもは認めてももらえず、参加も許されな
い。大人の領域とみなされる問題に貢献するには若すぎると思われているからだ……『公
的』
『私的』領域という、いまだ根深い固定観念があるがために、女の子の参加を阻むジェ
ンダーに基づく制約が生まれてしまう。女性と女の子は『私的』領域に閉じこめられたま
までいるのだ（注 43）
」
女の子には、やる気がないわけではない。多くが技能や知識、自信を必要としている。
また、仲間と考えを共有し、自信を身につけられるような女の子だけの「安全な場所」の
確保も欠かせない。意見を交換できるような仕組みも必要だ。そして、男女の区別なく同
じ機会が約束され、女の子でも兄弟たちと同じように世界を変えるチャンスをつかめるよ
うにする考え方や政策、慣習が、社会全体に広まらなければならない。

女の子の権利は人権： これからの道筋
パワーを手に入れるまでの道のりは、まだ長い。だが男女問わず支援してくれる大人や、
集団としての組織力に支えられ、女の子と女性は道筋を見つけつつある。家族やコミュニ
ティ、政策立案者は、女の子の地位が低い現状や彼女たちが直面する壁と制約を認識し、
彼女たちからパワーを奪う障壁を乗り越えられるようにしなければならない。政策やプロ
グラムを通じて女の子とその家族、コミュニティを支援し、女の子たちの理想と現実の間
の溝を埋めることはできるはずだ。
若者にトレーニングをするプランのプログラムに参加してきたエジプトの首都カイロに
住む 15 歳のマナルは、こう語る。
「もう誰も、私から私の権利を取り上げたりはできませ
ん。プランのプログラムは家族の考え方も変えています。親が、娘の変化に気づくように
なってきたのです。以前は、私たちは黙って家に閉じこもり、意見を言うこともできませ
んでした。私たちはもう黙ってなどいません（注 44）
」
現在、ポストミレニアム開発目標の枠組みを巡って交わされている議論は、思春期の女
の子のために、持続可能な変化を生み出す新たなチャンスでもある。ジェンダーに基づく
暴力に取り組み、本当の意味で女の子と若い女性に対する責任を果たすことは、ジェンダ
ー平等に向けた継続的かつ不可逆的な進歩のためには欠かせない。
女の子が力を手に入れること、そしてそのために必要な社会変革は、今の世代が取り組
まなければならない最大の挑戦のひとつだ。女の子の権利はすなわち人権であり、世界中
の女の子の人生でそれが実現されるべき時期が今、来ている。
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「親や“意思決定者”たちは……女の子の地位が低く、弱者の性別であるという現状を変
えなければいけません。女の子も国づくりにとって大切な存在なのだと気づくべきです。
そうなれば、女の子も空には限界はないのだと気づき、月にでも星にでも、手が届くのだ
とわかるようになるはずです」
フィリピンのジャニス、17 歳（注 45）

行動への呼びかけ
１ 2015 年以降の枠組みの中心にジェンダー平等を据え、思春期の女の子の権利とニーズ
が明確に対処されるようにする。
２

女性と女の子に対する責任を果たす。データの質とデータ収集基準を引き上げ、有効

な活動方法を見つけるための調査や評価に投資する。
３

ジェンダーに基づく暴力を予防し、女の子と若い女性が法制度を利用しやすくするた

めの活動を強化する。
「私たちは集団としての意識を向上させなければいけません……一人で世界を変えること
はできないのだから、周りの人たちとコミュニケーションを取る必要があります。ひとつ
のアイデアが世界を変えることはもちろん可能ですが、そのアイデアをもっと強力な戦略
に変えるには、仲間の手、仲間の目、仲間の意見が必要です」
メキシコの若い女性、セシリア・ガルシア・ルイス（注 46）
「南アフリカの普通の女性たちは、
“パワーのある地位に就いたほかの女性たちという”お
手本を見て、非常に意欲的になりました。そのおかげで、女性は自分のために立ち上がれ
るようになったのです。それですべての問題が解決したわけではありません……私たちは
長い道のりをたどってきましたが、それでもまだ、先は長いのです」
ＵＮウィメン、プムズィレ・ムランボ＝ヌクカ
今回の報告は、プランが発行し、世界の女の子の現状を評価する「Because I am a Girl
世界ガールズ白書」の第８弾になる。女性と子どもは政策や計画で考慮されている一方で、
女の子のニーズや権利は無視されることが多い。この報告書では女の子たちの証言も含め、
彼女たちがなぜ男の子や成人女性とは違う扱いを受けるべきかという証拠が示されている。
また、2006 年に立ち上げられて９カ国 142 人の女の子の追跡調査をおこなっている小規模
な研究をはじめ、一次調査から得られた情報も活用している。過去の報告では教育や紛争、
経済力の向上、都市化とデジタル化、思春期の女の子と災害、男の子と若い男性がジェン
ダー平等を支援できる方法について述べてきた。プランは国際開発機関であり、世界 50 カ
国で 75 年以上にわたり、子どもたちと彼らが暮らすコミュニティとともに活動している。
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（脚注）
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http://www.bbc.co.uk/news/magazine-26664736（アクセス日 2014 年４月 22 日）
２ レスリー・M・フォックス、ファトゥ・ジャー、アンドリュー・ジョン・ホウ、「Cross-Country Research
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