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今回のアフリカ人間開発報告書 2016 では、
ジェンダー平等について取り上げる。これは、
すべてのアフリカ人の食の安全保障を確保す
ることの重要性に着目した前回のアフリカ人
間開発報告書 2012に次ぐものである。これら
2つの報告書は、アフリカ開発の軌跡におけ
る 2つの未達成課題に対処することを共通の
目的としている。どちらも長い間アフリカ諸
国の政府と市民にとって重要な優先課題とし
て認識されているものである。
ジェンダー平等に関する今回の報告書では、
社会のあらゆる領域（家庭と地域社会、保
健と教育、職場、および政治参加とリーダー
シップ）にわたり女性のエンパワーメントを
加速するアフリカ諸国の継続的取り組みを考
察する。多くの国では様々な分野において大
きな進歩が見られるが、アフリカの女性と少
女のジェンダー平等は依然として決して十分
といえる水準には至っていない。当報告書で
は、アフリカのジェンダー平等と女性のエン
パワーメントについて、政治経済的アプロー
チを採用して考察する。
この報告書の主要メッセージは、ジェンダー
平等に向けてより連携して対応すれば、長年
の重要課題であるアフリカ全体の人間開発と
経済成長もより迅速かつ包括的に促進できる
ということである。女性の潜在能力の活用を
促す政策やプログラムを導入することが、よ
り包括的で持続可能な開発のための重要な経
済・社会的原動力とみなされる必要がある。
女性を無意識に排除したりその権利をはく奪
する政策やプログラムは、長い目で見れば決
して成功しない。また女性のエンパワーメント
を政府の中核的機能の一部に位置付けなけれ
ば、包括的な成長を達成することもできない。
つまり、ジェンダー平等を加速させること

を政府の中核的機能に位置付け、国および地
方自治体、非政府機関、市民団体、および民
間セクターを含む部門横断的な取り組みが必
要である。また、そのような包括的な形でジェ

ンダー平等に対処することは、アフリカ各国
政府と国際社会全体が今後の 15 年間につい
て定めた持続可能な開発目標（SDGs）の野
心的な検討課題解決にも合致し、これを強化
するものである。ジェンダー平等に対する包
括的アプローチは、アフリカ連合の「アジェ
ンダ 2063」の達成を支えることにもなる。し
たがって今回のアフリカ人間開発報告書 2016
は、特にジェンダー平等に関するSDGs の目
標 5（ジェンダー平等を実現しよう）、またす
べての SDGs 全般を実現するための枠組を提
供する。
最後に、ジェンダー平等という課題がアフ

リカすべての国家的検討課題と継続的政策対
話の中に完全に組み込まれるために今後何が
必要かという議論と政策論争のきっかけとす
ることが、当報告書の目的であることを強調
しておきたい。この報告書は、アフリカの政
策立案者と実行者、他の開発機関、民間セク
ター、市民社会、学界、老若合わせたアフリ
カの市民など、多様な読者を念頭に作成され
た。この報告書をきっかけに、アフリカ各国
がこの重要な開発課題と基本的人権、すなわ
ちジェンダー平等に対処するための手段につ
いて活発に議論に参加し、意見の一致をはか
ることが期待される。

序文

ヘレン・クラーク
国連開発計画（UNDP）総裁
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国連開発計画（UNDP）アフリカ局を代表
し、アフリカにおけるジェンダー平等という課
題を取り上げたこの第 2回アフリカ人間開発
報告書の概要を紹介できることを光栄に思う。
ジェンダー平等はアフリカ諸国にとって決

して新しい開発の優先課題ではない。事実、
その重要性は以前から認識され、数十年も前
からアフリカ連合とその前身であるアフリカ
統一機構の主導により、アフリカの女性と少
女の権利の理念が取り入れられている。2015
年は女性のエンパワーメントと開発の年で
あった一方で、アフリカ連合は 2016 年を女性
の権利を中心とした人権の年に定めた。しか
しジェンダー平等の達成に向けた歩みは、多
くのアフリカ諸国において期待されたよりも
遅く一貫性がない。
そのためジェンダー平等に関するこの報告
書は、アフリカが重大かつ前例のない経済、
社会、および政治的変化の途上にあるこの時
期に、いまだに重要な開発課題であるこの問
題にもう一度関心を向けさせることを目指し
ている。わずか数年前、アフリカのいくつか
の国が示していた急速な経済成長は、近年
多くの一次産品の世界的需要が低迷している
ために勢いを失っている。不平等、局地的紛
争、満たされない要求などにより生じる政情
不安や市民暴動がアフリカの多くの国を揺さ
ぶり続けている。また 2014 年のエボラの流行
と 2015/16 年のアフリカ東部、西部、および
南部における干ばつは、急速に発展しつつあ
るアフリカ社会でさえ、想定外の事象や混乱
に対していかに脆弱であるかを証明した。こ
のような状況下では、アフリカの女性は母親、
介護者、そして家族の支えとして、さらに大
きな負担を負わざるを得ない。
当報告書では、ジェンダー平等に向けて何
が進展したのか、また何が不足し課題として
残っているのかを次の分析によって示す。ま
ず、国連開発計画（UNDP）の様々な人間開
発指標を用いてアフリカの人間開発の進展の

概要を示し、特にジェンダー開発とジェンダー
平等を評価する 2つの指標に注目する。さら
に保健、教育、経済機会と障壁、および政治
参加とリーダーシップに関連したジェンダー
の動向を比較分析する。またジェンダー平等
を促進するうえで足枷となっている社会規範
など、なかなか是正されないジェンダー不平
等の背後にある根本原因、ならびに法的規範
や判例と有害な社会的風習や伝統と整合性を
取ろうとするアフリカ各国政府が直面する政
策的ジレンマにも注目する。
当報告書ではさらに、ジェンダー不平等に
対処し、女性のエンパワーメントと平等な経
済、社会、政治的機会へのアクセスを促進す
るためのアフリカ各国政府の政策と制度的ア
プローチを検証する。また、アフリカ各国間
およびアフリカ地域と他の開発途上地域、特
にアジアおよびラテンアメリカ・カリブ地域
との比較を行う。
当報告書の最後の章では、ジェンダー平等

を開発課題の中心に置く政策と戦略的枠組に
基づいた行動計画を示す。ジェンダー平等を
促進し、ジェンダーを広範な人間開発課題と
して組み入れるための政策とプログラムの枠
組となる4つの大きな「指針」を提案する。

以下が、4つの指針である。

●● 女性のエンパワーメントを進める法改正、
政策、およびプログラムの採用を支援する。

●● 家庭、経済および社会での意思決定におけ
る女性の参加とリーダーシップを促進し強
化させる国の能力を支援する。

●● 差別的な保健および教育慣行の影響を軽減
するためのマルチセクター型アプローチを
実施する能力を支援する。

●● 女性が経済的、環境的資産を所有し管理す

はじめに



|    vii

ることを支援する。

このアプローチは、各国政府がジェンダー
平等を形式的なものから本質的なものに変革
し、女性が同等の経済的、社会的、法的、お
よび政治的機会を得られるようにしない限り、
すべての市民を包括した長期的な持続可能な
人間開発は不可能であるという考え方に基づ
いている。
この報告書が、アフリカの未来にとって何
が依然として重要な課題であるか、また将来

に向けてどのような機会があるかについての
議論のきっかけとなることを期待する。

アブドゥラエ・マール・ディエエ
国連開発計画（UNDP）
総裁補兼アフリカ局長
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アフリカの女性がより
高い経済・社会的福利
を得られるようになれ
ばアフリカ社会全体が
恩恵を受けるという認
識が広がってはいるも
のの、女性の不平等排
除の足並みはそろって
いない。

概要

報告書の理論的根拠

68 年前の世界人権宣言から、15 年前のミ
レニアム宣言、および今日の持続可能な開発
目標（SDGs）にいたるまで、世界は人権保
護を促進し、女性、男性、少女、少年への差
別と不公平な扱いを撲滅することを重要視し
てきた。しかし、女性の権利や、女性と男性
が平等な扱いを受け、資源と機会に平等にア
クセスできることによって、あらゆる社会に
恩恵がもたらされることが広く認識されてい
るにも関わらず、不平等はなくなっていない。
また、地域および国レベルにおいて、アフリ
カの女性の経済・社会的幸福度が高くなるほ
ど、あらゆる社会が利益を受けるという認識
が高まっているが、このような理解の拡大に
も関わらず、女性の不平等排除の足並みはそ
ろっていない。いまだに男性と女性の間に大
きな機会の格差があり、これがアフリカ諸国
の目標である構造的な経済・社会的変革に対
する深刻な障壁となっている。

常に変化する開発の状況（新たな機会、衝
撃的事象、脆弱性など）に対応して、アフリ
カが持続可能で平等な人間開発の促進を加速
させることは必要不可欠である。これは女性
と男性がともに経済的、社会的、環境的レジ
リエンスを構築し、生産性を向上させ、経済
の構造変革のペースを加速させることによっ
て達成される。当報告書では、アフリカにお
いてジェンダー平等がどこでどのように進ん
でいるか、またどうしたらジェンダー平等を
進めるペースを最速化できるかを考察した。
ジェンダー平等が注目されている今、大陸全
体が驚異的変化の中にあり、最近の社会経済
的変革の動きによりアフリカの人間開発は大
きな進歩を遂げている。

当報告書では、政治的プロセスと経済的プ
ロセスが交わる部分を特定し、明確な行動計

画を提示する。行動計画には、アフリカ諸国
がジェンダー平等と女性のエンパワーメント
という課題に力強く向き合い、その進展を加
速することを支援するためのアプローチを示
す。ジェンダー平等に関する行動計画はアフ
リカ連合の「アジェンダ 2063」と持続可能な
開発目標（SDGs）に向けた進歩を支えるもの
となる。SDG●5 は特にジェンダー平等を取り
上げているが、ジェンダーの問題により積極
的かつ包括的に対応することにより、社会全
体で、またあらゆる部門において女性の役割
と地位の向上をもたらし、それが引いては政
府や他の関係者が SDGs の多くを達成するた
めの取り組みを促進する。

分析方法

国連開発計画（UNDP）は、人間開発の観
点から、ジェンダー不平等は、女性の能力と
機会を向上させ、現在および未来の世代によ
りよい成果をもたらすことによって改善でき
ると考えている。図 1に示すように、ジェン
ダー平等と人間開発の関係は重なり合う3つ
の課題に基づいている。

●● 経済：雇用主、被雇用者、および起業家と
して、家庭および職場におけるより生産的
な仕事
●● 社会・環境：保健と教育の向上、女性に対
する身体的・性的暴力の根絶、および現在と
未来の世代のための持続可能な資源の利用
●● 政治：意思決定と資源配分における平等な
発言権と代表権

当報告書では、女性のエンパワーメントの
向上を阻害または促進する政治、経済、およ
び社会的プロセス間の相互作用を特定するこ
とにより、ジェンダー平等の課題を考察する
分析方法を採用している。職場、市場、また
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は家庭におけるジェンダー不平等に関連して、
様々な社会的グループがアイデア、資源、お
よびパワーをどのように概念化し、交渉し、
実施するかを理解するため、「政治経済的」視
点を用いている。
アフリカ人間開発報告書は、国連開発計画

（UNDP）アフリカ局のアフリカ連合委員会、
国連の諸機関、地域機関、実行者、研究者な
どとの緊密な連携によって作成された。した
がって、この報告書はサハラ以南アフリカだ
けでなく、北アフリカのアラブ諸国も対象と
している。報告書作成過程においては、詳細
な定量的研究と分析、定性的相互作用分析、

アフリカ全土の様々な機関への照会、および
アフリカ全体のオンライン調査を実施した。
以下のセクションは報告書本体の各章の要

旨をいくつか示したものである。

出典：人間開発報告室（HDRO）、Selim Jahan、2016年。

当報告書では、政治的、
経済的、社会的プロセ
ス間の相互作用を特定
することによって女性
のエンパワーメント促
進の阻害要因と貢献
要因を指摘し、ジェン
ダー平等に向けた課題
を検証する。

図1　

家庭、地域社会、経済、および社会におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント向上

女性の機会拡大
• 経済：利益のある仕事
• 政治：意思決定
• 社会：平等な発言権と参加

女性の能力の向上
• 中等・高等教育への 
アクセスの向上

• 保健と栄養の改善

家庭、地域社会、
経済、および
社会における
ジェンダー平等と
女性のエンパワーメ

ント向上

人間開発の向上

現在と未来の
世代のための
高い能力

包摂的な
経済成長

経済、社会、
政治への
参加の強化
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アフリカの人間開発における 
進歩と課題

当報告書では、国連開発計画（UNDP）が
ジェンダー不平等を含む人間開発の様々な側
面を把握するために作成したいくつかの指標
を用い、アフリカにおける人間開発の現状と
進捗を検証している。UNDPの人間開発指標
を用いた場合、アフリカ全体およびアフリカ
内の地域間でも、その指標の値とランキング
に大きなばらつきが見られる（表 1）。全体と
して、過去 20年間でアフリカは世界の他の地
域と比較して人間開発進行速度が最も速い地
域の一つであるが、世界の他の地域と比較す
るとその平均値は最も低い地域でもある。一
方で、アフリカのすべての国の人間開発レベ
ルが低いわけではない。アフリカの 5地域に
わたる18か国（南部アフリカ地域 6か国、北
アフリカ地域 5か国、中部アフリカ地域 3か
国、西アフリカ地域 2か国、および東アフリ
カ地域 1か国）は、中または高水準の人間開
発を達成している。アフリカでもっとも人間
開発水準が高いのは、アルジェリア、リビア、
モーリシャス、セーシェル、およびチュニジ
アである。その一方で、アフリカの 36 か国
は、人間開発の低水準グループ（世界全体で
44か国）に分類されている。表 1は、全アフ
リカ諸国の時間の経過に伴うHDI（人間開発
指数）値、ランキング、および傾向を示した
ものである。

平均すると、当初人間開発水準が低かった
国の成長速度が速く、大きな伸びを示してい
るが、2010 年には成長速度が落ち始めている。
2000 年以後最も伸びが大きかったのは、タン
ザニア、ブルンジ、マリ、ザンビア、ニジェー
ル、アンゴラ、シエラレオネ、モザンビーク、
ルワンダ、エチオピアである。
表 2は、アフリカの 5地域それぞれの平均
値の要約表である。アフリカの地域間および
地域内でHDI 値に大きな差があることがわ
かる。表が示すように、北アフリカは地域の
HDI 平均値より大幅に高く、モーリタニアを
入れても世界の地域別比較において南アジア
を上回る。北アフリカを除くと、南部アフリ
カはアフリカの地域別平均HDIを上回る唯一
の地域である。

出典：アフリカ人間開発報告書（AfHDR）チームによる編集

出典：AfHDRチームによる編集

平均して、アフリカの
女性は男性の人間開発
レベルの87%しか達
成していない。

表1　

世界の地域別HDI 比較

表 2　

地域別平均HDI 値

地域 地域別HDI平均値
1990

地域別HDI平均値
2000

地域別HDI平均値
2014

HDI値の変化
（1990-2014）

東アジア・太平洋 0.516 0.593 0.710 1.34

東ヨーロッパ・中央アジア 0.651 0.665 0.748 0.58

中南米・カリブ 0.625 0.684 0.748 0.75

南アジア 0.437 0.503 0.607 1.38

アフリカ 0.426 0.449 0.524 1.09

地域 HDI値
1990

HDI値
2000

HDI値
2014

HDI値の変化
1990-2014 （%）

北アフリカ 0.533 0.603 0.668 20.209

東アフリカ 0.337 0.403 0.497 32.193

西アフリカ 0.333 0.382 0.461 27.766

中部アフリカ 0.453 0.439 0.507 10.651

南部アフリカ 0.481 0.478 0.570 15.614

アフリカの 
地域別平均HDI値

0.426 0.449 0.524 18.702
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アフリカ各国政府は、女性
の不利な地位と、その現状
を変えるための政策やプロ
グラムについて十分認識し
てはいるが、必要な政策や
プログラムを支援するため
の社会福祉部門の予算配分
は、アフリカ連合が定める目
標値を大幅に下回っている。

出典：UNICEFグローバルデータベース2015のデータをもとにAfHDRチームが計算

図 2　

アフリカにおける地域別の児童婚の割合（%）、2005-2013年

地域間、または国家間
でも依然として不平等
な保健と教育に関する
状況が明確に見られ
る。社会福祉サービス
におけるジェンダー不
平等は、女性はもちろ
ん社会全体にとっての
機会喪失に結びつく。

人間開発レベルがもともと低い国では、
HDI 値は大きく向上している。2000 年以降、
最大の向上を示した国は、タンザニア、ブル
ンジ、マリ、ザンビア、ニジェール、アンゴ
ラ、シエラレオネ、モザンビーク、ルワンダ、
およびエチオピアである。人間開発レベルが
低かった国は平均して急速な伸びを示してお
り、追いつきつつあることがわかる。しかし、
2010 年以後その速度は鈍っている。
国連開発計画（UNDP）のジェンダー指標

を用いた計算によると、ほぼすべてのアフリ
カ諸国において顕著なジェンダー不平等が見
られることがわかる。所得および非所得面で
のジェンダー格差により、男性と比べて女性
の人間開発水準が低くなっている。平均する
とアフリカの女性は男性の人間開発の 87%し
か達成していない。

ジェンダー平等の社会的側面

保健と教育の動向を含むジェンダー平等の
社会的側面は、女性の平等とエンパワーメン
トを決定づける主要な因子である。全体とし
て、社会福祉におけるジェンダー不平等は、
特に女性および社会全体の福祉に対する機会

の低さにつながる。この数十年の間に、多く
のアフリカ諸国では、保健、教育、その他の
社会福祉サービスを含む基本的分野において
市民の能力が向上している。この改善には女
性と少女も含まれ、現在ではあらゆるレベル
の教育を受ける機会が増え、より健康になり、
安全に出産し、寿命が長くなっている。
女性は早婚（図 2）、性的・身体的暴力、お

よび高い母体死亡率などの要因により、健康
に対する深刻な搾取に直面している。最もリ
スクが高いのが出産年齢を迎える女性である。
多くの国で未成年の出産が多く、これが人間
開発の進歩の速度を抑制している。例えば、
未成年出産率が 1%上がるとHDI が約 1.1%
下がる。
女性に関係する暴力には、家庭内暴力、親
密なパートナーからの暴力、レイプ、女性性
器切除、脅迫などがあり、戦時中や紛争時に
は女性の身体的安全がさらに脅かされる。
教育に関しては、小学校就学でジェンダー

平等がほぼ達成されていることは評価に値す
る。しかし中等および高等教育ではいまだに
ジェンダー格差が大きい。子供が学校に通わ
ない理由は様々であるが、貧困、民族的要因、
社会的排除、農村部またはスラムに居住して
いること、地理的に遠隔であること、災害、
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出典：UNDP2015人間開発報告書、ニューヨーク、USAのデータをもとにAfHDRチームが計算

図 3　

25歳以上の男女別、地域別平均教育期間（2014年）

表 3　

非農業非公式部門の雇用において女性が占める比率

アフリカでは、依然としてジェンダー間の大きな経済と職業機会の不平等が常態化し
ている。このような不平等は、経済的資産へのアクセス、職場での参加、起業機会、
自然資源と環境の利用とその利益の享受などに関してアフリカ全体で見られる。

武力紛争、基礎的設備の欠如、劣悪な教育の
質などと関係することが多い。これらの障害
はしばしばジェンダーの問題と相互作用し、
女性の学習機会へのアクセスを不利な状況に
している。これらすべての要因が、様々な地
域で女性の平均教育期間が短いことの原因と
なっている（図 3）。
少なくとも中等教育以上を受けた女性の割
合が大きい国ほど、HDIの値が高くなってい
る傾向があることは朗報である。

アフリカ経済における女性

ジェンダー平等を決定づけるもう一つの主
要因子は、職場および経済的意思決定におけ
る女性の存在である。多くのアフリカ諸国で
は、依然として経済活動や職業における男女
間の大きな不平等が常態化している。このよ
うな不平等は、経済的資産へのアクセス、職
場での参加、起業機会、自然資源と環境の利
用とその利益の享受などに関してアフリカ全
体でみられる。
さらに女性は、教育の格差や女性のスキル

と労働市場が求める能力とのミスマッチによ
り、不十分な規制と限られた社会保障のもと
で脆弱な雇用状態に置かれていることが多い。
この状況が女性を非公式な経済に追いやっ
ている。国によって差異はあるものの、2004
年から 2010 年までの調査データによると、サ
ハラ以南アフリカにおける女性の全雇用のう
ち、非農業の非公式な雇用が占める割合は約
66%と推定される（表 3）。
女性の労働市場への参加が増えてはいる

が、報酬の高い職や企業における就労機会は
増えていない。農業以外の男女賃金格差は、
サハラ以南アフリカのあらゆる労働市場に蔓
延し、この地域における調整前の平均男女賃
金格差は 30%と推定される。
つまり、男性が製造業、サービス業、取引

などで 1ドル稼ぐとすれば、女性は 70セント
しか稼げない。賃金の男女格差は、年齢、職
種、教育、子供があるかどうか、婚姻状況な
どの要因にも影響される。
アフリカでは、社会的規範や習慣によって
育児と家事の主な責任が女性と少女に割り当
てられているため、通常、女性は家庭内の仕

「国際労働期間（ILO）, 2014. 職場での母親と父親：世界の法律と慣
行、ジュネーブ」をもとにAfHDRチームが編集

国 調査年 非農業非公式部門に
おける女性雇用の

パーセンテージ （%）

モーリシャス 2009 6.7

南アフリカ 2010 16.8

レソト 2008 48.1

エチオピア（都市部） 2004 47.9

ジンバブエ 2004 53.1

リベリア 2010 65.4

コートジボワール 2008 82.8

ザンビア 2008 70.3

マダガスカル 2009 63.8

ウガンダ 2010 62.2

タンザニア 2005/06 49.8

マリ 2004 79.6

女性 男性
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図 4　

アフリカにおける女性の政治参加拡大を促進する
因子

全体として、アフリカ諸国における政治と
リーダーシップにおいては、完全なジェン
ダー平等の達成に向けて目に見えるレベルま
でに進捗していない。既存の社会・政治構
造では、依然として国や地方の政治と政策課
題をジェンダー平等の観点で扱う上で、女
性の潜在能力が完全に発揮されているとはい
えない。

女性の政治的リーダーシップ

経済的エンパワーメント

女性の選挙への参加

法規定

女性による政策提言

社会規範の変化

サハラ以南のアフリカ
において、労働市場の
ジェンダー格差による
2010 年から2014 年
までの平均年間GDP
損失額は 900 億ドル
を超え、2014 年には
1050億ドルと最高額
になっている。

行政におけるジェン
ダー格差を埋めること
は、民主的ガバナンス
を確保し、公的機関に
対する信用と信頼を回
復し、政府政策やプロ
グラムの反応を加速す
る効果がある。

事、すなわち子供と高齢者の世話、炊事、掃
除、水や食料の運搬などに男性の 2倍の時間
を費やしている。サハラ以南アフリカでは、
家庭用の水汲み労働の 71%は女性と少女が負
担している。
女性の経済的地位が向上するにつれ、家族
全体の経済的地位も向上する。これは世代間
貧困と人間開発の低さを改善する大きな要因
である。例えば、土地の所有権や権限は、女
性にとって信用を獲得して別の形の生産的資
産にアクセスする上で重要な財産や担保とな
る。土地の所有権を得られないことにより、
アフリカの女性は生活を向上させるための重
要な経済的ツールを奪われている。
女性が経済活動に十分参加できないことは、
大きな経済的損失となる。報告書によると、
サハラ以南のアフリカにおける 2010 年から
2014 年のジェンダー格差による経済的損失の
年間総額は 900 億ドルを超えていると思われ、
2014 年には最高額の約 1050 億ドルに達して
いる。この数値は、成長の予備能力のかなり
の部分を占める女性の能力が活用されないこ
とにより、アフリカがその成長の潜在能力を
完全に発揮していないことを示している。

政治およびリーダーシップにおける 
アフリカ女性

ジェンダー平等を進めるもう一つの重要な
原動力は、女性の政治的発言権とリーダー
シップの役割である。女性の政治参加とガバ
ナンスにおける代表権は、以前から国の効率
性と透明性のレベルを示す重要な指標とみな
されている。

より多くの女性が政治や指導的地位に関
われば関わるほど、女性の権利、優先課題、
ニーズ、利害などが無視または黙殺される可
能性は小さくなる（図 4）。
公選職や民間および公共セクターにおける
指導的地位への女性の参加促進には大きな進
歩が見られる。
中には議会やその他の公選職への女性の選
出において多大な成果をあげている国もある
が、既存の社会・政治構造では、国および地
方の経済、社会、および政治的課題を等しく
形作る上で、女性がその潜在能力を十分に発
揮することは依然として阻害されている。
女性の政治参加だけでなく、公務員、労働
組合、民間セクターなどの分野でも指導的地
位に就く女性が増えてはいるが、ここでもや
はり変化に対する既存の政治、経済、社会的
抵抗などによって、ジェンダー平等に向けた
進展は遅れている。
民間セクターでは、男性によるリーダーシッ

プが女性のそれより高い業績を上げるという
一般的な認識にはデータの裏付けがなく、リー
ダーシップのジェンダー格差の正当性を説明
する理由にはならない。状況は改善されつつ
あるが、女性のトップ経営者がいる企業の割
合はいまだに 7%から 30%程度である。民間
セクターにおけるジェンダー格差の是正は、
科学とテクノロジー関連分野で高等教育を受
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出典：世界銀行2015aをもとにAfHDRチームが編集

図 5　

非差別的なジェンダー法を持つアフリカ諸国の数（2014年）

a. 女性の有給または無休の産休を命じる法律

b. 妊娠した女性の解雇を処罰または防止する法律

c. 夫と妻が同等に持つ財産の所有権

d. 授乳期間中の母親に休憩時間を与えることを雇用主に義務付ける
法律

e. 既婚女性にも男性と同様に住む場所を選べることを認める法律

f. 息子と娘が同等に持つ財産相続権

g. セクシャルハラスメントについて具体的に規定する法律

h. 等しい価値の労働に対して男性と女性に対し等しい報酬を命じる
法律

i. 男性への有給または無休の育児休業を命じる法律

j. 学齢期以下の子供に対する公的保育制度

k. 産休から復帰する従業員に同等の地位を保障することを雇用主に
義務付ける法律

l. 婚姻期間中の非金銭的貢献の評価を定める法律

m. 雇用においてジェンダーに基づく差別の禁止を命じる法律

n. 男性のみに適用される特別な減税や税額控除の排除

o. 未成年の子供を持つ従業員にフレックスタイムやパートタイム勤務
の権利を認める法律

課題は、既存の法基準
を微調整することでは
なく、むしろ基準その
ものが提唱され、受け
入れられ、完全に実施・
施行されるようにする
ことである。

けた女性の数の増加にかかっている。
和平プロセスも、意思決定および権力と影

響力行使のための重要な場の一つである。し
かしアフリカ全体で多くの和平合意が結ばれ
たにも関わらず、女性の正式な参加は歴史的
に限られてきた。
その一方で、この十年の間に紛争解決と和
平構築における女性の役割は、停戦と和平合
意のための交渉に非公式な影響しか与えられ
なかった時期からはかなり進んだ。
平和の確保と維持におけるその役割から見

て、女性の存在が和平交渉プロセスにおい
て不可欠であり、公式な参加を求める声が高
まっている。

ジェンダー平等における 
法的・社会的規範の役割

既存の法的・社会的規範は、相互に作用し
てジェンダー平等と女性のエンパワーメント
に大きな影響を与える。経済サービスや保健
と教育へのアクセスなどに関して、根の深い
法的・社会的規範の影響は非常に大きい。既
存の法的・社会的規範は、女性への暴力、児
童婚など、ジェンダー平等を阻害する要因に
もなっている。（図 5参照）。
アフリカの国および地方自治体は、ジェン

ダー平等を促進するための多様な法規範、慣
例、および法律を定めている。しかし、既存
の法的基準を微調整するのではなく、基準が
提唱され、受け入れられ、国の法律や規則に
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取り入れられ、そして完全に実施・施行され
るようにすることが課題である。法的権利と
それへの期待がある一方で、社会・文化規範
に根をもつ既存の慣習や行動には大きなずれ
があり、これがジェンダー平等と女性のエン
パワーメントを進める上で最も困難な課題と
なっている。
多くの社会規範が、家族と地域の強い絆を
作り、危機や困難に立ち向かう際の信頼でき
る支援の基盤となり、きわめて重要かつ肯定
的な役割を持つ。しかし中には、法律や国際
的な基準があったとしても、ジェンダー平等の
達成に否定的な影響を与える社会規範もある。
女性と男性に対して異なる地位、役割、特
権などを割り当てるこのような社会規範と
ジェンダーに対する固定観念が、ジェンダー
平等に向けた動きを阻害する。2015 年のアフ
ロバロメーターの調査によると、アフリカ人
の約 4分の 1はジェンダー平等の概念を持っ
ていない。つまり、男性と女性の権利の平等
という基本的概念に賛成しないか強く反対し
ている。そのためアフリカのジェンダー平等
を達成するには、義務に対する積極的な意識
向上および政策提言活動が必要である。
女性を制限する社会規範の影響は、男性と
少年、また地域社会全体にとっても有害であ
り、本質的にすべての人の人間開発向上を阻

害し、結果として社会開発の進展を妨げるこ
とがわかっている。

ジェンダー不平等に対処する政策と
プログラムによるアプローチ

アフリカ各国政府は、様々な政策やプログ
ラムによって、ジェンダー不平等に対処しよ
うとしている。その中には、政策と制度を組
み合わせてジェンダー不平等に対応するこ
とを目指した広範なマクロレベルおよびセク
ターレベルの取り組みがある。例として、財
政政策（公的資金や補助金など）、法規制的
対策と保留的なプログラム、また対象を絞っ

出典：世界保健機構（WHO）母体死亡率の動向：1990-2015、ジュネーブ

図 6　

ジェンダー平等のための政策と制度的な流れ

経済的アクセス
土地および不動産
金融サービス
労働市場
テクノロジー

世帯管理
仕事と資源の配分

妊娠と結婚についての決定
保健と教育についての決定

社会的影響
市民・政治参加
組織における

リーダーシップの促進

ジェンダー平等のための
政策と制度

女性への暴力に対する
社会的、制度的沈黙の
せいで、アフリカ全体
で常態化した暴力が永
続する。

継続的ジェンダー差別
を特定し除去するため
には、既存の家族法、
土地法、労働・雇用法、
および慣例法などを、
ジェンダーの観点から
見直す必要がある。

様々な社会規範がアフリカにおけるジェン
ダー平等の達成に否定的な影響を与え続け
ている。人権とジェンダー平等に関するいく
つもの国際・国内法や宣言が存在するにも関
わらず、これらは蔓延する社会規範によって
国や地域のレベルで否定され、また弱体化し
ている。
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出典：AfHDRチームによるデザイン

図 7　

ジェンダー平等のための制度的協力

非公式制度 公式制度
ジェンダーに
対応した

法制度の実施

市場関係者

官民の機関および市民
社会組織（CSOs）は
ジェンダー平等シール
制度の認定基準を導入
すべきである。

アフリカ各国政府はジェンダー平等と女性の
エンパワーメントを促進するため様々な政策
や制度的対策を導入している。しかし、それ
らの手段や成果にはばらつきがあり、これら
の取り組みにはその規模においても優先度に
おいてもさらなる進展が求められる。これに
ついては、他の地域、特にラテンアメリカや
カリブ海地域（LAC）の経験から多くを学
ぶことができる。

た介入策などが挙げられる。しかし、これら
の方法が成功しているかどうかにはばらつき
があり、さらに対象範囲と規模を拡充する必
要がある。これに関しては、中南米とアジア
の経験から学べることが多い。
アフリカ諸国の大半は国際慣行に従い、女
性の地位向上のための制度を定めている。ジェ
ンダー問題に関するこのような新しい組織的
メカニズムは、テーマごとの省庁や女性のた
めの部署など様々な形を取り、国によっては
主要な制度的メカ二ズムに指定されている。
より平等な社会を目指した効率的な制度モ
デルを開発することは、複数省庁間にわたり、
民間セクターと市民社会も巻き込んだ共通の
責任として認識される必要がある（図 6）。
アフリカ各国政府は、ジェンダー平等と貧
国撲滅を促進するために、様々な社会保障プ
ログラム（現金給付や助成金など）を提供し
始めている。それでもまだ、女性の経済的社
会的福利の向上のために、直接的に影響を与
える現金給付や社会サービスを拡大する余地
は大きい。例えば有給の出産休暇、保育サー
ビスの提供、また家事や農作業などの女性の
無報酬の仕事に対する何らかの報酬支援や現
金給付などが考えられる。
さらに、より効率的な非差別的労働制度、
家庭に優しい政策、非差別的労働環境基準な
どの社会の法的環境が、女性の経済的社会
的不平等の削減に大きく貢献することは明ら
かである（図 7）。しかし、アフリカ諸国の約

28%では、たとえ差別の禁止や平等に関する
憲法の規定に違反するものであっても、慣例
法が有効な法の源であるとみなされている。
ジェンダー平等に関する国際法および地域
の法規範の適用を向上させるためには、多く
のアフリカ諸国は女性の平等な権利と地位へ
のアクセス向上につながる現行法、制定法、
規則などを明確にし、完全に施行・実施する
必要がある。国内法や規則を慣例法や伝統と
整合させることは、依然として大きな課題と
なっている。

ジェンダー平等を促進するための 
行動計画

アフリカ人間開発報告書 2016 では、主要な
結論として、ジェンダー不平等に対処するた
めの最重要テーマと結果重視の総合的な戦略
的枠組と行動計画を示す。ジェンダー平等を
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出典：世界とともに変わる：国連開発計画（UNDP）戦略計画2014-2017、ニューヨーク

図 8　

ジェンダー不平等に対処するための戦略的指針

ジェンダー
平等の達成

女性の経済的なエンパワーメントを促進する法改
革、政策、プログラムの採用を支援する

家庭、経済、社会における意思決定プロセスへの
女性の参加とリーダーシップを促進し強化するため
の国の能力を支援する

保健よび教育の差別的慣行を軽減するためのマル
チセクター型アプローチの導入を支援する

女性が経済および環境資産を所有し管理すること
を支援する

アフリカ女性投資銀行
の設立が不可欠

促進し、ジェンダーを広範な人間開発課題と
して組み入れ、持続可能な開発目標（SDGs）
とアフリカの「アジェンダ 2063」達成を支援
するための政策とプログラムのガイドライン
となる 4つの大きな「指針」を提案する。以
下に、その 4つの指針について図 8に示し、
詳述する。

4つの指針とは、

指針 1：女性のエンパワーメントを推進する
ための法改革、政策、および規則の採用を支
援する。そのため性別に関わらない平等な機
会を提供する法律と規則、政策、およびプロ
グラムを策定し、これを組み合わせて完全実
施する。

指針 2：家庭、経済、および社会における意
思決定への女性の参加とリーダーシップを促
進し強化するための国の能力を支援する。こ
れにより、家庭、経済と市場、および社会に

おいて社会経済的排除、貧困、そして不平等
を蔓延させる要因に対処できるようになる。
これに関して、官民の機関、および市民社会
組織（CSOs）は、アフリカにおいて変革的
ジェンダー平等の成果を実現するため、国連
開発計画（UNDP）のジェンダー平等シール
（GES）制度の認定基準を実施することを約束
すべきである。

指針 3：保健および教育の差別的慣行を軽減
するためのマルチセクター型アプローチの導
入を支援する。これによって、省庁間、また
民間セクターや市民社会との連携を生み出す
ことができる。

指針 4：女性が経済および環境資産を所有し
管理することを支援する。これにより社会経
済的排除、貧困、および不平等を蔓延させる
要因に対処できるようになる。これにはアフ
リカ女性投資銀行の設立と、開発銀行におけ
る女性投資窓口の開設が含まれる。
この 4つの指針を導入するにあたり、アフ

リカ各国政府が女性の権利と地位の向上を促
進するうえで直面する以下の大きな戦略的課
題がある。

この４つの指針を政治的に導入したとしても、
アフリカの指導者や政策立案者は、競合する
他の国内優先課題を前にして、どのようにジェ
ンダー不平等に対してより強力に対応できる
のか。

指導者や政策立案者は、経済成長のペース
を維持し、経済を多様化してグローバル市場
に参入し、台頭する中産階級の要求を満たし、
衝撃的事象や脆弱性に対応し、国の安全保障
問題に対処するというプレッシャーを抱えて
いる。そのため、彼らは限られた資源の使い
方に関して、難しい決定を下さなければなら
ない。
アフリカの指導者への政策上のガイダンス

として、ジェンダー不平等に対処するための
行動に向けた組織的枠組みに関する6つの戦
略的検討課題を提示する。この組織的枠組は、
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開発は、ジェンダー平
等により新たに生み出
されなければ、その
存続が危険にさらされ
る。すべての政策とプ
ログラムが男女ともに
対して平等な成果をも
たらすものでなければ
ならない。

データ収集と分析は、
補足的に位置づけるの
ではなく、行政サービ
スの中核的機能とみな
すべきであり、他の政
策と同等の財政的・政
治的支援を必要とする。

ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを
促進することによって、アフリカ各国政府が
持続可能な開発目標（SDGs）の達成とアフリ
カ連合の「アジェンダ 2063」に向けての実質
的な前進につながるという前述の見解に基づ
いている。ジェンダー平等に対応することは、
SDGs に対応することに他ならない。ジェン
ダー不平等への対策が進めば、SDGsに示さ
れた開発目標の広範な領域全体の進歩が達成
されることになる。

この観点から、6つの戦略的検討課題の概
要を以下に示す。

ジェンダー平等を開発目標の策定、計画、お
よび実施のための組織政策の評価ツールとし
て使用する。ジェンダー平等の優先度を上げ
るには、他の開発課題の優先順位を下げると
いう考え方は正しくない。ジェンダー問題を
重視することは、他の問題を犠牲にするとい
うゼロサム的選択ではない。成長と経済の多
様化、農業の再生、国の保健および教育サー
ビスの向上、深刻な貧困の撲滅、気候変動へ
の対応など、どのような政策目標であれ、人
口の半数を占める女性や少女がその政策やプ
ログラムによる恩恵を等しく受けられないの
であれば、その政策やプログラムは成功とみ
なすことはできない。したがって、ゼロサム
的選択の考え方を取り払ってジェンダー平等
に対応することは、女性のための特別政策や
追加的なプログラムを設けたり、個別の女性
担当省庁や機関を作ることではなく、すべて
の政策とプログラムが男女双方にとって等し
い成果をもたらすことに寄与することになる。

破壊的な社会規範に直接対処する。女性と少
女の平等な機会を妨げる社会規範を覆すこと
は、時間のかかる難しいプロセスである。有
害な社会規範と文化的障害を変えることは、
道徳的、社会的な反発を招き、リスクの高い
政策行動となる可能性がある。したがって、
アフリカの指導者および政策立案者は、有害
な社会規範を肯定的な規範に変えるには時間
がかかることを理解する必要がある。多くの

場合、このアプローチには法的規範と社会規
範を調和させる必要がある。

ジェンダー平等を優先して計画し予算化する。
アフリカ各国政府は、常に戦略的政策とプロ
グラムを特定して導入しなければならない。
それらの政策とプログラムは、国内の状況に
照らして優先課題に対応し、重要な変化と相
乗効果をもたらし、確実に導入できるもので
なければならない。深刻な課題と限られた資
金という状況の中で、アフリカ各国政府はジェ
ンダー平等を達成するための優先順位決定プ
ロセスが必要である。これは必ずしも多数の
政策オプションを選択し導入することとは限ら
ない。むしろ、限られた予算を奪い合う複数
の競合する政策オプションを、論理的かつ透
明なプロセスによって優先づける必要がある。

短期的および長期的優先順位をリンクさせ
るため 3つのガイドラインを示した。

●● 生産的雇用機会と社会福祉の向上によって、
女性の生活を向上させ経済の本流に導く可
能性の最も高い政策とプログラムは何か。

●● 女性や関係者、またその他の受益者の意見
や懸念が、意思決定プロセスの中にどのよ
うに取り入れられているか。

●● あるプログラムやプログラムから資金が別
のものに移行する場合、その移行が女性と
少女の経済・社会的成果の向上をもたらす
要因となるのか。

適応力のある政策と制度面における能力を強
化する。アフリカ各国政府がジェンダー平等
を達成し人間開発のペースを加速するには、
長期的ビジョンとリーダーシップ、共通の規
範と価値、そして信頼と団結の土台となるルー
ルと制度に基づいた官民双方のための政策を
策定する強力で未来志向の責任ある枠組を作
る必要がある。同時に、各国政府には、柔軟
性と適応性も求められる。アフリカのような
複雑な社会では、ある政策の成果は明確であ
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アフリカ各国政府は、
女性とその家族に特に
深刻な影響を与える有
害な社会的規範や文化
の障壁を解体すべきで
ある。

るとは限らない。アフリカ各国政府は、想定外
の結果を前にして行動を放棄するのではなく、
連携して迅速に問題に対応できる適応力のあ
る現実的な統治体制を採用する必要がある。

適切な意思決定を行うために付加価値のある
データを活用する。アフリカ各国政府がジェ
ンダー不平等に対応するために選択した政策
やプログラムの成果を十分に理解するために
は、信頼できるデータ収集とモニタリングシ
ステムが必要である。効率的な統計、モニタ
リング、および評価能力を持つことは、政府
が適応力のある国家として機能し、必要な政
策変更と実施段階での手法の修正を行うため
の「潤滑剤」となる。データ収集と分析は、
結果を分析するだけではなく、相応の財政的・
政策的支援を必要とする中核的機能とみなす
べきである。国の開発計画と予算、および持
続可能な開発目標（SDGs）の達成に加え、国
の伝統的経済・社会統計も合わせてモニタリ
ングする能力を評価することが不可欠である。
これはアフリカ各国政府にとって、現在の政
策やイニシアティブがジェンダーとどのよう
に関係し、今後時間とともにどのように修正・
改善できるかを把握するため、国の統計機関
や関係省庁がデータ収集、管理、および分析
能力をいかに向上できるかを評価する機会と
なる。

地域および南南（途上国間の）協力を優先す
る。ジェンダーを対象とした政策とイニシア
ティブを計画し実施する際には、地域および
南南協力の重要性を認識することが重要であ
る。アフリカ諸国は、うまくいったことにつ
いてもいかなかったことについても、互いに
学べることが多い。またアジアやラテンアメ
リカ・カリブ海地域（LAC）の経験から学べ
る有益な教訓もたくさんある。大規模なイン
フラプロジェクトから地域社会をベースにし
た対策にいたるまで、セクター間の手段や戦
略、および経験を共有することによって、イ
ノベーションや学習、そしてスケールアップ
を加速する必要がある。管理者や政策立案者
が直接現場の変化を体験できるように、国家

間の訓練・視察旅行や、職員の出向、その他
の学習機会を拡大するべきである。

結論

当報告書では、アフリカの女性と少女が直
面する継続的なジェンダー平等問題を主に取
り上げた。主要な結論としては、ジェンダー
平等がジェンダー専門の省庁、あるいは女性
のみを対象としたプロジェクトやプログラム
（これも重要ではあるが）だけではなく、ジェ
ンダー平等を社会のあらゆる部分に巻き込む
多様なセクター間の幅広い取り組みとして扱
うことにより、ジェンダー平等が達成できる
ということである。さらに当報告書では、女
性の社会的幸福と、より生産的な生活をもた
らす経済機会間の相関関係も指摘している。
これらの取り組みを進めることは必要ではあ
るが、特に貧しい女性やその家族に深刻な影
響を与える有害な社会規範や文化的障壁を取
り除くことは、当然のことながら困難な作業
である。
もう一つの結論は、ジェンダー平等の促進
には、国と地方の政府だけでなく、非政府組
織、民間セクター、人権団体、および地域社
会に影響力のある有力な市民団体などを含む
さらなる連携が必要だということである。
最後に、アフリカ各国政府は、進捗を測定

するための基準を設定し、ジェンダー平等の
達成が社会全体にとってなぜそれほど重要な
影響を及ぼすのかについて国家的ビジョンを
維持することが重要である。また、その基準
は必要に応じて調整されるべきである。アフ
リカの人々は、可及的速やかに必要なタイム
フレーム内に改善を進めることについて責任
を持つべきであり、また政府にも責任を持た
せるべきである。持続可能な開発目標（SDGs）
の 15 年というタイムフレーム、また「アジェ
ンダ 2063」の最初の実施 10 年計画は、アフ
リカ各国政府がすでに公約している実行可能
なタイムフレームである。
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付表　アフリカの人間開発指数（HDI）ランキング、数値、および傾向

HDI（人間開発指数）値 HDIランク 平均年間HDI成長率（%）

HDIランク 国 変化

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2009-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-2014

超高度人間開発

高度人間開発
63 モーリシャス 0.619 0.674 0.756 0.762 0.772 0.775 0.777 62 6 0.86 1.15 0.68 0.95

64 セーシェル ‒ 0.715 0.743 0.752 0.761 0.767 0.772 68 8 ‒ 0.39 0.97 ‒

83 アルジェリア 0.574 0.640 0.725 0.730 0.732 0.734 0.736 84 4 1.09 1.26 0.35 1.04

94 リビア 0.679 0.731 0.756 0.711 0.745 0.738 0.724 83 -27 0.75 0.34 -1.07 0.27

96 チュニジア 0.567 0.654 0.714 0.715 0.719 0.720 0.721 96 -1 1.43 0.88 0.26 1.00

グループ平均 0.610 0.683 0.739 0.734 0.746 0.747 0.746 79 1.03 0.80 0.24 0.82

中度人間開発
106 ボツワナ 0.584 0.561 0.681 0.688 0.691 0.696 0.698 106 1 -0.41 1.96 0.61 0.74

108 エジプト 0.546 0.622 0.681 0.682 0.688 0.689 0.690 108 -3 1.31 0.90 0.33 0.98

110 ガボン 0.620 0.632 0.663 0.668 0.673 0.679 0.684 111 1 0.20 0.48 0.76 0.41

116 南アフリカ 0.621 0.632 0.643 0.651 0.659 0.663 0.666 117 4 0.17 0.18 0.87 0.29

122 カーボヴェルデ ‒ 0.572 0.629 0.637 0.639 0.643 0.646 122 2 ‒ 0.96 0.66 ‒

126 モロッコ 0.457 0.528 0.611 0.621 0.623 0.626 0.628 126 5 1.44 1.48 0.69 1.33

126 ナミビア 0.578 0.556 0.610 0.616 0.620 0.625 0.628 128 3 -0.39 0.94 0.70 0.35

136 コンゴ共和国 0.534 0.489 0.554 0.560 0.575 0.582 0.591 138 2 -0.87 1.25 1.61 0.42

138 赤道ギニア ‒ 0.526 0.591 0.590 0.584 0.584 0.587 137 -5 ‒ 1.18 -0.18 ‒

139 ザンビア 0.403 0.433 0.555 0.565 0.576 0.580 0.586 139 1 0.71 2.52 1.36 1.57

140 ガーナ 0.456 0.485 0.554 0.566 0.572 0.577 0.579 140 -2 0.63 1.33 1.13 1.00

143 サントメ・プリンシペ 0.455 0.491 0.544 0.548 0.552 0.553 0.555 143 -2 0.76 1.02 0.52 0.83

グループ平均 0.525 0.544 0.610 0.616 0.621 0.625 0.628 126 1 0.36 1.18 0.76 0.79

低度人間開発
145 ケニア 0.473 0.447 0.529 0.535 0.539 0.544 0.548 145 0 -0.58 1.70 0.92 0.62

149 アンゴラ ‒ 0.390 0.509 0.521 0.524 0.530 0.532 149 1 ‒ 2.70 1.11 ‒

150 スワジランド 0.536 0.496 0.525 0.528 0.529 0.530 0.531 149 -5 -0.78 0.57 0.28 -0.04

151 タンザニア 0.369 0.392 0.500 0.506 0.510 0.516 0.521 151 2 0.60 2.46 1.05 1.44

152 ナイジェリア .. .. 0.493 0.499 0.505 0.510 0.514 152 2 ‒ ‒ 1.06 ‒

153 カメルーン 0.443 0.437 0.486 0.496 0.501 0.507 0.512 154 6 -0.13 1.07 1.32 0.61

154 マダガスカル ‒ 0.456 0.504 0.505 0.507 0.508 0.510 153 -4 ‒ 1.02 0.27 ‒

155 ジンバブエ 0.499 0.428 0.461 0.474 0.491 0.501 0.509 158 12 -1.53 0.75 2.50 0.08

156 モーリタニア 0.373 0.442 0.488 0.489 0.498 0.504 0.506 156 1 1.71 0.98 0.92 1.28

159 コモロ .. .. 0.488 0.493 0.499 0.501 0.503 158 -1 ‒ ‒ 0.75 ‒

161 レソト 0.493 0.443 0.472 0.480 0.484 0.494 0.497 161 1 -1.05 0.62 1.30 0.03

162 トーゴ 0.404 0.426 0.459 0.468 0.470 0.473 0.484 167 3 0.52 0.76 1.29 0.75

163 ルワンダ 0.244 0.333 0.453 0.464 0.476 0.479 0.483 163 5 3.16 3.13 1.61 2.89

163 ウガンダ 0.308 0.393 0.473 0.473 0.476 0.478 0.483 164 -2 2.47 1.86 0.51 1.89

166 ベニン 0.344 0.392 0.468 0.473 0.475 0.477 0.480 165 -2 1.33 1.78 0.64 1.40

167 スーダン 0.331 0.400 0.465 0.466 0.476 0.477 0.479 165 -5 1.90 1.52 0.74 1.55

168 ジブチ ‒ 0.365 0.453 0.462 0.465 0.468 0.470 168 0 ‒ 2.17 0.97 ‒

169 南スーダン ‒ .. 0.470 0.458 0.457 0.461 0.467 171 .. ‒ ‒ -0.15 ‒

170 セネガル 0.367 0.380 0.456 0.458 0.461 0.463 0.466 170 -3 0.36 1.83 0.55 1.00

172 コートジボワール 0.389 0.398 0.444 0.445 0.452 0.458 0.462 172 0 0.23 1.12 0.98 0.72

173 マラウィ 0.284 0.340 0.420 0.429 0.433 0.439 0.445 174 2 1.83 2.14 1.49 1.90

174 エチオピア ‒ 0.284 0.412 0.423 0.429 0.436 0.442 175 2 ‒ 3.78 1.78 ..

175 ガンビア 0.330 0.384 0.441 0.437 0.440 0.442 0.441 173 -2 1.55 1.38 -0.02 1.22

176 コンゴ民主共和国 0.355 0.329 0.408 0.418 0.423 0.430 0.433 176 3 -0.77 2.18 1.52 0.83

177 リベリア ‒ 0.359 0.405 0.414 0.419 0.424 0.430 177 1 ‒ 1.20 1.50 ‒

178 ギニアビサウ ‒ .. 0.413 0.417 0.417 0.418 0.420 178 -4 ‒ ‒ 0.42 ‒

179 マリ 0.233 0.313 0.409 0.415 0.414 0.416 0.419 179 -3 2.97 2.73 0.61 2.47

180 モザンビーク 0.218 0.300 0.401 0.405 0.408 0.413 0.416 180 0 3.25 2.96 0.94 2.74

181 シエラレオネ 0.262 0.299 0.388 0.394 0.397 0.408 0.413 182 0 1.32 2.63 1.59 1.91

182 ギニア ‒ 0.323 0.388 0.399 0.409 0.411 0.411 181 1 ‒ 1.83 1.50 ‒

183 フルキナファソ ‒ ‒ 0.378 0.385 0.393 0.396 0.402 184 2 ‒ .. 1.58 ‒

184 ブルンジ 0.295 0.301 0.390 0.392 0.395 0.397 0.400 183 0 0.20 2.62 0.66 1.28

185 チャド ‒ 0.332 0.371 0.382 0.386 0.388 0.392 186 1 ‒ 1.12 1.37 ‒

186 エリトリア ‒ ‒ 0.381 0.386 0.390 0.390 0.391 185 -5 ‒ ‒ 0.62 ‒

187 中央アフリカ共和国 0.314 0.310 0.362 0.368 0.373 0.348 0.350 187 0 -0.14 1.58 -0.84 0.45

188 ニジェール 0.214 0.257 0.326 0.333 0.342 0.345 0.348 188 0 1.85 2.40 1.69 2.05

地域平均 0.351 0.372 0.441 0.447 0.452 0.455 0.459 169 0 0.88 1.82 0.97 1.26

出典：UNDP（2015）のAfHDRチームによる編集
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　変化する世界、2030年の開発目標、そして女性が世の中の半分を支
えているという事実に照らすと、アジェンダ2063に述べられたアフリ
カの開発の大望は、人類の半分が取り残されたままでは実現できない。
2016アフリカ人間開発報告書はこの考え方に基づき、アフリカにおけ
るジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関する開発の議論に実質
的に貢献することを目指している。
　当報告書は、ジェンダー平等があらゆる開発を可能にするためには不
可欠な要素であることを明確に指摘している。開発がジェンダー平等に
より新たに生み出されなければ、その存続は危険にさらされる。ジェン
ダー平等と女性のエンパワーメントに対抗する社会的規範、文化的慣行、
そして制度的背景を暴き出し、新しい政治・経済的アプローチを採用す
ることにより、アフリカの女性の躍進を妨げる政治、経済、社会プロセ
スを検証し、戦略、政策、および具体的行動を提案する。
　アフリカの女性がより高い経済・社会的福利を得られるようになれば、
アフリカ社会全体が恩恵を受ける。アフリカの女性の経済および政治へ
の参加は、大きく向上している。しかし、ジェンダー平等を促進する速
度は期待されたよりも遅く、一貫性がない。ジェンダー不平等を継続さ
せる社会的規範と制度への対応が、ほとんど進んでいないからである。
　その結果、あまりに多くのアフリカの女性が、経済的機会の底辺に閉
じ込められ、それにより家族も同じ社会経済的地位に留まることを余儀
なくされている。現在、アフリカの女性は男性の人間開発成果の87パー
セントしか達成していない。労働市場のジェンダー不平等だけでも、サ
ハラ以南のアフリカは2014年に約1050億ドルも負担しているが、こ
れはGDPの6%に相当する。
　このようなジェンダー不平等の中で、持続可能な開発目標（SDGs）
とアフリカの「アジェンダ2063」を達成することはただの夢に過ぎず、
現実的ではない。当報告書では、ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ントを促進するための7つの行動方針に基づいた行動計画を提案する。

• 女性のエンパワーメントのための有効な法改革と政策改革を採用
し、ジェンダー平等をあらゆる開発計画とその実施のための組織政策の
評価ツールとして活用する。

• 社会のあらゆるレベルの意思決定における女性の参加とリーダー
シップを向上させる能力と責任を開発する。

• 差別的保健・教育慣行の根本原因に対処し、ジェンダー平等を阻害
する有害な社会的規範と文化的障壁を打破する。

• アフリカの女性が男性と平等に土地、金融サービス、平等な賃金、
平等な雇用へアクセスできるように支援する。これには、アフリカ女性
投資銀行を設立し、開発銀行に女性投資窓口を開設することも視野に
入れる。

• より有能で社会的ニーズに対応し、男女平等に代表権があり、機敏

に行動できる組織を作るための戦略的決定と投資を実行し、より平等で
包括的な社会を生み出す。

• ジェンダーに関する分析と開発の監視を継続し、国家および地域間
で効率的な情報、手段および経験の共有を行う。

• アフリカにおけるジェンダー平等と女性のエンパワーメントを促進
するための共通行動計画に向けて、社会のあらゆるセグメント間でより
力強い協力関係を築く。これには、官民の機関および市民社会組織
（CSOs）によるジェンダー平等シール制度の認定基準の導入などの手
段も含まれる。

「これは選択肢ではない、至上命令である。ジェンダー不平等と女性差別
に対処できなければ、持続可能な開発目標（SDGs）を達成することは
不可能である」－国連開発計画（UNDP）総裁、ヘレン・クラーク

「女性の夢を育み、機会と資源へのアクセスを促進し、行動的市民となる
チャンスを与えて創造的エネルギーを解き放てば、アフリカを包括的開
発のための21世紀の次のフロンティアにすることができる」－国連開発
計画（UNDP）アフリカ局長、アブドゥラエ・マール・ディエエ

「歴史は、私たちが今現在何を言うかではなく、自国の人々の生活を向上
させるため次に何をするかによって、私たちを判定する。私たちが未来
の世代のために残すレガシーによって、私たちを判定するのだ」－リベ
リア大統領、エレン・ジョンソン＝サーリーフ

「アフリカの開発、平和、そして繁栄のため最も大事なのは、女性の参加、
特にその経済的エンパワーメントである。女性を重視することは、男性
に依存してきた私たちの伝統に加え、私たちの能力の半分ではなくすべ
てを活用することである」－アフリカ連合委員会委員長、ヌコサザナ・
ドラミニ＝ズマ

「世界が一体性とバランスを達成し、男性と女性が平等で自由だとみなさ
れるようになるまで、休んでいるひまはない」－ノーベル平和賞受賞者、
レイマ・ボウィ

「地球上のすべての国における成功の種は、女性と子供に植えるのが最良
の結果をもたらす」－マラウィ前大統領、ジョイス・バンダ

「アフリカは多くの開発目標において大幅な進歩を遂げたが、あらゆる形
の不平等と戦うためにはさらなる努力が必要であり、ジェンダー平等を
持続可能な開発目標（SDGs）すべてを達成するための加速装置として
活用すべきである」－国連開発計画アフリカ局チーフ・エコノミスト、
アヨデレ・オドゥソラ




