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女性と 
ビジネス
長官からのメッセージ

はじめに

上：ラース・チュネル長官と、 
IFCの顧客で多数の女性に機会を 
創出しているBai Tushum（キルギス
共和国）の最高経営責任者（CEO）、
Gulnara Shamsieva。

表紙：民間セクターへの女性の参画は開
発に向けた重要な第一歩です。 
IFCは、カザフスタンをはじめ、 
100カ国以上の国で女性の参画を 
支援しています。

世界銀行の「世界開発報告 2012：ジェンダー
の平等と開発」は適切なタイミングで発表されま
した。女性と女児の地位は飛躍的に向上しまし
たが、貧困削減のカギとなる、女性の経済的エ
ンパワーメント（権限付与）を促すには、解決し
なければならない課題がたくさんあります。

2012年度の「世界開発報告」は、ジェンダー
の格差縮小によって開発成果を高めるために、
具体的に何をすべきかという重要なステップに
対して、政策担当者や関係者の意識を喚起する
ものです。世界銀行グループの一員である IFC

は、女性のビジネスへの参画支援を通じて、世
界銀行と各国政府による取り組みを支持してい
ます。ビジネスにおける女性の全面的な参画は、
企業の業績を向上させ、幅広いメリットをもたら
します。

IFCはこれまで、クライアントやパートナーと
共に革新的なアイデアを実践して業績と開発へ
の効果を立証し、さらに規模を拡大して実践を
繰り返すことで、得られた教訓を幅広く共有して
きました。このたびの「世界開発報告」を受け、
この最も効果的なアプローチを今後も続けてい
くことに対し、IFCは決意を新たにしました。
たとえば、IFCはこのアプローチによって、

女性起業家が金融サービスにアクセスできるよう
支援を続けています。最初にアフリカで採用した
アプローチを拡大し、現在では世界各国の金融
機関による女性市場への参入を支援しています。
これまでの成功例に基づき、IFCでは 2013年
までに、金融仲介機関を通じて中小企業 310万
社（4分の 1以上が女性が所有する企業）に融
資を提供し、5,840万のマイクロファイナンスの
顧客（過半数が女性が所有する企業）に金融サー
ビスを拡大することを目標としています。このア
プローチは、女性の金融へのアクセスを促進す
ると共に、女性が所有する中小企業市場の規模、
開発途上国における女性起業家の金融支援ニー
ズに加え、金融へのアクセスを阻む要因を査定
するという“G20インクルーシブな金融イニシア
ティブ”におけるIFCの指令を補完するものです。

IFCは投資環境の改善にも注力しています。
IFCは世界銀行と協働で、女性起業家に影響
を及ぼす主な規制改革における“ジェンダーの
主流化”（女性および男性それぞれに与える影響
の分析が行われるよう、すべての政策・計画の
中心にジェンダーの視点を据えること）を達成す
る方法を開発しました。この方法に則り、すべ
ての投資環境改革プロジェクトを体系的に見直
して、女性のニーズに応える要素を組み込む可
能性を探っています。今後は、ほかのセクター
でも、こうしたアプローチの成功経験を活かして
いかなければなりません。
このアプローチは、IFCにおける日々の業務

にも浸透しています。IFCでは、女性起業家へ
の機会創出と女性労働者への雇用創出という点
を重視し、投資プロジェクトがもたらす女性の社
会進出における影響をモニタリングしています。
これは重要な「進行中の業務」です。また、アド
バイザリー・プロジェクトについても投資プロジェ
クト同様、試験的にモニタリングを行っています。
このような基礎データを入手することで、必要
に応じ、IFCによる支援の度合いを顧客と共に
最適化することができます。IFC職員の構成も、
わずか 5年前と比べて飛躍的に改善され、現在、
女性職員は全体の 53%、役員レベル以上では
40%に増えています。また、こうした、より多く
の女性役員を迎え、IFC経営陣の質も高まった
と言えます。
ビジネスにおける女性の地位を高めるため、

IFCは、戦略的パートナーと共に革新的なアプ
ローチを見いだし、女性のビジネス機会の創出
を通じて、地域市場と世界市場の変革を目指し
ます。

ラース・H・チュネル
IFC長官

世界開発報告 2012： 
ジェンダーの平等と開発
www.worldbank.org/wdr2012からダウンロード
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その 
一歩先へ
一世代前と比べ、発展途上世界の至ると

ころで、女性の経済的機会がめざましく向上
しています。女性の健康、教育水準、就業
率は大幅に改善され、生活水準は世界的に
向上し、社会全体として改善しています。
しかし、このような進展には依然としてば

らつきがあります。成果は地域によって大き
く異なり、多くの国では分野による相違も見
られます。
地域経済には根強い男女格差が残ってい

ます。IFCが調査した 141カ国のうち、女
性の経済的機会を阻む男女格差を法制度と
して定める国は 102カ国に上ります1。世界
的に見ると、インフォーマル・ビジネスで働
く女性の数は男性と比較して 3倍も多く、法
的または文化的な制約が女性のビジネスの
フォーマル・セクターへの参入を困難にして
いることを示しています。一般的に女性のビ
ジネスが小規模でサービス業が多いことを
考えても、フォーマル・セクター参入を阻む
障壁はひとつではなく、女性の進出に大き
な影響を与えていることがわかります。

経済成長は重要ですが、それだけでは問
題は解決しません。女性の機会創出に力を
注ぐ必要があるのです。
世界銀行グループの一員である IFCは、

民間セクターを対象とした世界最大の開発
機関です。IFCは、投資資金の調達、企業
および政府へのアドバイザリー・サービスの
提供、国際金融市場での資金動員を通じて、
開発途上国が持続可能な形で成長を遂げる
ための支援を行っています。

IFCは、地域およびグローバル市場の変
革を目指し、女性へのビジネス機会を創出
するため、女性主体のアプローチに基づい
て投資、助言業務、パートナー提携を行い、
縮小・拡大・反復可能で、持続可能なビジネ
スアプローチを試み、立証しています。

ジェンダーを重視することは
ビジネスにも開発にも
有益なことだからです。

1   Women, Business and the Law database 
（世界銀行グループ、2011年）
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はじめに

女性のための 
機会創出
民間セクターの役割

ビジネスにおいて女性が果たす役割は重要で
す。女性が果たす役割は、その国の経済成長の質
に直結しています。もちろん、ミレニアム開発目標
の「目標 3ジェンダーの平等の推進と女性の地位向
上」にあるように、ビジネス以外の分野でも、女性
の活躍が開発に貢献しています。

IFCは日常業務として、ビジネスにおいて特に
次の 5つの役割を担う女性に関する取り組みを進
めています。

• リーダー
• 起業家
• 労働者
• 消費者
• ステークホルダー（関係当事者）

身近な状況で経済的な意思決定に関わったり、
賃金労働に従事したり、自ら事業を運営することが、
女性のエンパワーメントにつながります。労働者ま
たは事業主として正規の経済活動に参画することで、
女性は自らと家族に生活の糧を提供することができ、
経済成長と雇用創出の一翼を担うことができます。
民間セクターへの女性の参画を推進することは、

女性のエンパワーメントを促すと同時に、いまだ開
拓されていない、開発の原動力としての可能性を
活かすことにつながります。これは、民間セクター
内部の生産性・柔軟性の向上、新たな市場の開発
というビジネス機会にも関わってきます。
民間セクターは、女性への機会創出に不可欠な

パートナーです。本書が示す通り、民間セクターで
は多くの女性が活躍しており、民間セクターが主導
的役割を担っている分野もあります。しかし、女性
のためにできること、するべきことは、多数あります。
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女性と民間セクター
5つの主要な役割

リーダー：ビジネス組織の最高責任者 /CEO、 
影響力を持つ仕事仲間、役員・ビジネススクール・ 
研究機関の一員

ステークホルダー（関係当事者）

消費者

労働者

起業家

リーダー

起業家： 
新たなビジネスや雇用を創出し持続させる人物

労働者： 
フォーマル /インフォーマル・セクターの従業員

消費者：購買力によって影響力の強い商品や 
サービスの市場を形成する購買者

ステークホルダー（関係当事者）：ビジネス上の 
意思決定に影響を与えるような発言力のある女性
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重要なことは、より多くの女性が民間セクターの
開発プロセスに関わることです。
女性の経済的エンパワーメントを促進するとい

う、世界銀行グループによる大規模な取り組みの一
環として、IFCはさまざまなツールとリソースを駆
使し、ビジネスにも開発にも効果的な方法で女性
を登用するよう、民間セクターに働きかけています。

55年にわたる新興成長市場への投融資実績、
3,000社以上の顧客を結ぶ世界規模のネットワー
ク、80カ国以上にある拠点を通じて、IFCは雇用
の創出と主要なサービスの提供を支援する融資を
行い、持続可能な開発のための資本を誘致し、助
言サービスを提供しています。
長期間に亘る案件の成果と各地域における開発

の及ぼす影響は、ジェンダーに関連する機会とリス
クに対する顧客の意識の高さに左右されます。ジェ
ンダーは、IFCの持続可能性に関する方針とパ
フォーマンス基準（50～ 51ページを参照）にも関
連するテーマであり、特に、従業員の保護とコミュ
ニティへの影響に関する基準において重要なテー
マとなっています。

「測定可能なことは実行可能」です。IFCでは
2008年以来、顧客企業における女性の雇用創出
と女性役員の存在、顧客による現地女性が所有す
る企業への支援、サービスへの女性のアクセスな
どを監視し、IFCの投融資が及ぼすジェンダー固
有の影響について調査を実施しています。

2010年以来、一貫した手法によって、女性に
影響を及ぼす主要な規制改革のジェンダー主流化
が促進されており、現在、12カ国以上の国で試験
的に実施された結果に基づいて、ターゲットが絞り
込まれています。

IFCには、有能な女性の採用・育成・定着に関
心を持つ女性職員によって構成された、独自の「女
性ネットワーク」があります。
状況によっては、ジェンダーに関する特定の目

標が設定されることもありますが、具体的に数値化
されない場合でも、IFCでは、「女性のための機会
を創出することがビジネスの向上を促す」という信
念に基づき、ジェンダーの視点を据えて日々の業務
に取り組んでいます。

はじめに

女性主体の 
民間セクターの 
開発
IFCのツールとリソース

• 市場変革イニシアティブ 
（影響力の高い新製品の
消費者市場を形成する）

パートナー
シップの 
ネットワーク

市場への 
アクセス

IFCの投融資と助言業務：
協力体制

• G20

• GLOBAL BANKING 
ALLIANCE FOR WOMEN 
（世界規模のビジネスにおける
女性の育成に注力する金融機関で
構成される、IFCの支援組織）

• GLOBAL REPORTING INITIATIVE 
（世界で最も広く採用されている
サステナビリティ・レポーティングの
ガイドラインを発行した、マルチス
テークホルダーで構成される多国籍
ネットワーク）
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• マイクロファイナンス /
中小企業金融 
（主要な金融サービスへの
女性のアクセスを促進）

• 包括的な官民の対話

• 法および規制改革 
（女性の契約締結能力、担保差し入れ能力、および新事業
の開拓や構築に必要な手順の実施能力を高める）

• WOMEN, BUSINESS AND THE LAW DATABASE 
（起業家および労働者としての女性の可能性に影響を与える
法律や規制に基づいた指標）

• ENTERPRISE SURVEYS 
（ジェンダーの視点から捉えたデータが女性の起業に効果的
に作用）

投資環境の
改善

基準の
策定

金融への 
アクセス

管理スキルと
ガバナンス 
スキルの形成

• ビジネスエッジ 
（マネジメント・トレーニング）

• SME ツールキット 
（無償のオンライン・ソリューション）

• コーポレート・ガバナンス・トレーニング 
（IFCの顧客を対象としたトレーニング、
現地機関を対象としたキャパシティ・ 
ビルディング）

• パフォーマンス基準 
（ビジネス活動によってもたらされる 
ジェンダー関連の機会とリスクに関する
ガイダンスを含め、民間セクター投資に
おいて環境面・社会面のリスクを管理 
するための枠組み）
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はじめに

IFC CEO
ジェンダー賞
イノベーションの奨励
知識の共有

IFCは毎年、国際女性デーに合わせて、ビジネ
スへの女性の参画支援という IFCのコミットメント
を推進した人物に対して、CEOジェンダー賞を授
与しています。
この賞は、一般参加による透明性の高い指名・

推薦プロセスを通じて、以下を達成することを目標
としています。

• IFCの業務を通じてビジネスにおける女性の支
援に取り組む職員の功績を称え、さらなる前進
を奨励する

• 女性とビジネスに対する IFCのコミットメントを
毎年、再確認する機会を設ける

• 経験を語るという手法に基づいた知識管理の事
例を紹介する

• IFCの業務全体を通じて女性に重点を置いたア
プローチの制度化を支援する

2012年のジェンダー賞を受賞した FineChem

は、インドの化学産業において初の女性従業員の
道を開いた IFCプロジェクトです。
化学産業の分野では、文化的および法的制約に

より、女性への就労の道が閉ざされていましたが、
2008 年、IFC はインドの Meghmani Organics 

Ltd.（MOL）が所有する工場に対して、FineChem

評価プロジェクトを立ち上げ、このプロセスを通じ
て女性の雇用に向けたビジネスケースの検討を開始
しました。IFCのサポートにより、MOLは従業員
として女性を採用するために必要な施策と措置の洗
い出しを行い、その結果として、現地の法的要件を
満たす柔軟な勤務時間の採用、女性用トイレやそ

の他の女性専用施設の設置、さらに女性従業員を
支える労働環境を醸成するための施策を策定しまし
た。IFCからの投資を受けて、同社では現在まで
に、工場において、さらに業界においても初となる
45人の女性が採用されています。女性従業員たち
の優秀な成果を認めたMOLは、この女性従業員
たちの職責を引き上げるほかに新たな雇用も計画し
ており、後に続く企業の最良事例となっています。
ワシントンDCで開催された授賞式には、「女性

のためのシェリー・ブレア財団」の創始者であるシェ
リー・ブレアがスペシャル・ゲスト・スピーカーとし
て列席し、受賞者はラース・チュネル長官によって
表彰されました。

上：IFCのクライアントである FineChemは、インドの化学産
業界の先駆けとして、初の女性従業員の採用に踏み切りました。

歴代の IFC CEOジェンダー賞

2011年度 IFC「村落電話プログラム」－アフリカ
で最も孤立した農村地域で、経済活動への女性
の参加を促進した功績が認められました。

2010年度 IFC「パキスタンにおける代替紛争解
決プロジェクト」－民間セクターへの女性の参画
を支援する女性自身のイニシアティブを育成し、
法的な問題を緩和し、女性が事業を行う権利を
促進した功績が認められました。

2009年度 IFC「アフリカ零細・中小企業（MSME）
プログラム」－金融機関との体系的な提携を通じ
て、女性が所有する中小企業の金融サービスへ
のアクセスを促進する目標を設定した功績が認
められました。

2008年度 IFC「開発成果ユニット」－ IFCの成
果測定の枠組みにジェンダー指標を取り入れた
功績が認められました。

「女性を抜きにして、 
持続可能な開発はありえません。 
経歴・人種・場所を越えて、 
この問題を正しく理解できれば、 
より公平で、豊かで平和な 
世界が実現するのです」

女性のためのシェリー・ブレア財団（ロンドン）
の創始者、シェリー・ブレアによる演説 
（2011年 3月、IFCにて）
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「私たちのストーリーを伝える」の多くは、 
ifc.orgからオンラインビデオでご覧いただけます。 目次
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2012年 4月

 リーダー 
 としての女性

10 はじめに

 シエラレオネ
12 投資環境 
 改革の模範

 グローバル
14 女性 CEO
 勇気を与えるビジネスリーダー 
 のストーリー

 パキスタン
16 コーポレート・ガバナンス
 取締役会の変化

 労働者 
 としての女性

24 はじめに

 グローバル
26 アグリビジネス
 収穫の積み重ね

 グローバル
28 観光業
 チャンスにあふれる業界

 ネパール
30 雇用がもたらす効果
 貿易金融と観光業

 ベトナム
32 労働基準
 労働条件の改善

 ハイチ
34 衣料品セクター
 女性にとり最大の雇用先

 バングラデシュ
36 輸出加工区
 内部からの強化

 南アフリカ
38 鉱業
 女性の参画

 消費者 
 としての女性

40 はじめに

 コロンビア
42 マイクロファイナンス
 女性への投資がもたらす 
 生活の改善

 アフリカ
44 LIGHTING AFRICA （アフリカに光を）
 市場の創出

 グローバル
46 教育
 あらゆるレベルでの機会

 ステークホルダー（関係当事者） 
 としての女性

48 はじめに

 グローバル
50 女性の視点を取り入れる
 正しく全体像をつかむ

 起業家 
 としての女性

18 はじめに
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ビジネスにおける女性の役割の拡大

女性が最高経営者を務める企業（%）

取締役会における女性の割合（%）

出所：Enterprise Surveys（世界銀行および IFC、2011年）
2011 Women on Boards Report（Governance Metrics International社） 
（浮動株修正時価総額が 10億ドル以上の株式公開企業を対象に調査）

サハラ以南アフリカ 15.2%
南アジア 5.1%
中東・北アフリカ 17.4%
ラテンアメリカ・カリブ海 19.4%
東ヨーロッパ・中央アジア 18.7%
東アジア・太平洋 27.1%
開発途上国の合計 17.9%

南アフリカ 16.4%
中国 8.5%
エジプト 6.7%
ロシア 5.9%
ブラジル 5.1%
インド 4.8%
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リーダー
としての女性

発展途上世界では、ビジネスリーダーとしての女
性の役割がますます重要になってきています。
彼女たちの姿は、あらゆるレベルで民間セクター

の開発の模範となっています。
小規模企業の事業主や CEO、ビジネススクールの教

師、団体の代表、取締役会の一員、株主、あるいは投資
環境改革の提唱者として活躍する女性の影響は、民間セ
クターにおいてビジネスの成功を促し、開発に影響を及ぼ
す原動力となりうるものです。
民間セクターのトップレベルで活躍する女性は増えてい

ますが、この状況は地域によって大きく異なります。IFC 

は、特に困難の多い低所得経済地域において、このよう
な障壁を撤廃するための努力を続けています。これは、
IFCが掲げる次の包括的な目標の一環です。
援助を最も必要とする場での機会創出



「1つの成功が次の成功を呼び込む」という格言
があります。
とりわけ、戦争の傷跡が残る国々で活躍する女

性たちの姿を見ていると、このことを実感させられ
ます。新しい収入源を見つけるために奮闘する彼
女たちにとっては、ビジネスで成功を収め、道筋を
示す先駆者的な女性たちの存在が励みになってい
ます。
シエラレオネのMarie Bob-Kandehや Eva Roberts

は、まさにそのような女性たちを代表する存在です。
Marieは、かつて頭上にバスケットを乗せて

タマネギを売っていましたが、今では、Market 

Women's Associationの代表として、6,000人余り
の女性街頭行商人（そのほとんどが読み書きので
きない貧困層の出身）の権利保護に努めています。
彼女は、統括組織であるシエラレオネ・ビジネス・
フォーラムの一員として、投資環境の改革案につい
て政府に働きかけています。小規模な起業家が生
産性を高め事業を拡大するには、インフォーマル・
セクターのビジネスを正式なビジネスとして登録す
る必要があります。フォーラムの支援によって、今
ではこの登録が以前よりも簡単になりました。
新しい登録制度は、過去 2年間で、Marieの

新設会社 Rehoboth Servicesでの雇用を含め 2万
5,000件余りの雇用を創出しました。今や地元のメ
ディアでお馴染みの顔となったMarieは、自信に
満ちた声で次のように語っています。

投資環境
改革の模範

シエラレオネ

「シエラレオネでは、今でも、女性には自立する
権利がないだとか、黙って夫の言うことを聞いていれ
ばうまくいくなどと言う人がいますが、このビジネス
は私自身のものであり、自由の象徴なのです。ビジ
ネスを正規登録するのに夫は要りません。自分のビ
ジネスとして、自分の名前で登録すればよいのです。」

Evaは、自国の景況が好転し始めた 2007年に英
国から帰国しました。医師である Evaは、IFC後援
の全国ビジネスプラン・コンテストで、400人の中か
ら最優秀賞を受賞しました。無料のビジネス・アドバ
イスを受けた Evaは、賞金の 2万 3,000ドルを元手
に、Moringaというハーブティーを扱う会社を立ち
上げました。Marieと同様に Evaの成功も、女性が
所有するビジネスの可能性を追求した事例として、多
くの人々に意識の変革をもたらしています。
ビジネスプラン・コンテストとシエラレオネ・ビジ

ネス・フォーラムは、世界銀行グループ投資環境アド
バイザリー・サービスの一環として、IFCが英国と提
携して提供している広範な支援の一例です。

紛争終結後の国々で、 
女性起業家の成功は、 
模範となる基調を 
打ち出しています。

右：シエラレオネの起業家 
Eva Robertsは、模範と
なるべきトレンドを打ち立
てました。
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左：Marie Bob-Kandehは、地元の投
資環境の改善を目指す官民の対話の
場、シエラレオネ・ビジネス・フォーラ
ムで、インフォーマル・セクターで働く
女性を代弁しています。IFCはカナダと
英国の協力を受け、アフリカだけでは
なく全世界における女性起業家の投資
環境の改善に取り組んでいます。
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発展途上世界において、企業の女性リーダーは
民間セクターの成長を促す原動力として大きく貢献
しています。

IFCの顧客企業には、業界の知識と管理スキル
をトップ・レベルにまで練り上げた女性リーダーが
数多く存在します。ユニークな視点を持つ彼女たち
は、幅広い知見と経験を通じて活発な話し合いの
場を生み出し、企業の基盤を固め、将来に向けた
ビジネスと開発の道筋の確立にも貢献しています。

Yara Arguetaは、中米の塗料・関連製品市場を
リードするLAPCO Corporation（グアテマラ）の
CEOです。
彼女のリーダーシップの下、同社は 2倍の規模

に成長し、地域で強固な足場を築き上げました。
同社は建設資材を手ごろな価格で販売し、低中所
得層の自宅改装を支援しています。さらに、同社の
支援を得て、6,000社余りの中小企業（SME）が工
具店の規模を拡大し、ホンジュラスの農業従事者
3,000人が持続可能な林業プロジェクトを通じて同
社に松ヤニを供給しています。IFCは 1,000万ド
ルの融資を行い、LAPCOのさらなる成長を支援
しています。

Li Qiは、中国の発展途上地域、四川省にある
都市銀行 Bank of Deyangの女性会長です。地元
経済の振興に向けた戦略的な展望と熱意が認めら
れ、株式投資、貿易金融、ジェンダー金融、持続
可能な融資を通じて、IFCと密接に連携しています。
地震後の四川省の復興に対するBank of Deyang

の貢献が認められ、Li Qiは 2008年度中国の最
優秀女性銀行家（Woman Banker of the Year）に
選ばれました。

女性 CEO
勇気を与える 
ビジネスリーダーの 
ストーリー

グローバル

IFCは、広範な業界と地域を対象に女性が率い
る企業に融資と助言を提供することで、ビジネスの
強化だけではなく、そのような企業の存在を地域・
世界に広める役割も担っています。
大企業の代表を務めている女性もいます。たとえ

ば、Chanda D. Kochharは、IFC SMEツールキッ
ト（女性起業家を対象としたウェブサイトを提供する
小規模起業家向けのオンラインリソース）の現地パー
トナーであり、民間セクターではインド最大手の銀
行、ICICI Bankの代表取締役兼 CEOです。1984

年に管理職見習いとしてキャリアをスタートし、同行
のすべての主要部署で部長を務めた彼女は、今で
は、Financial Times誌が選ぶ「Top 50 Women in 

World Business」の上位にランクインするまでになり
ました。

Kuwait Energyの CEOである Sara Akbarは、
世界の石油ガス業界における数少ない女性最高責任
者です。Arab Times紙は、そんな彼女を「世界中
の女性の模範になる人物」と賞賛しています。根強
い社会的障壁を克服し、国営石油会社にエンジニア
として入社した彼女は、18年間にわたりクウェート
の油田で人一倍熱心に働きました。Saraは「私は、
800カ所にある油井のひとつひとつを、すべて細部
まで知り尽くしていました。やりがいのある仕事でし
た。」と語っています。

2005年、彼女は数人の投資家と共にKuwait 

Energyを設立しました。以来、同社は一貫して収
益を上げており、IFCの支援を受けて、特にエジプ
ト、イエメン、イラクを中心に中東における独立系の 

大手石油ガス採掘・生産会社として成長し続けてい
ます。

IFCは、世界各地でダイナミックに
活躍する女性リーダーが率いる 
顧客企業を支援しています。

右：Bank of Deyang（中国）の 
Li Qi

15ページ：Kuwait Energyの
CEO、Sara Akbar
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チュニジアの主要マイクロファイナンス機関であ
る Enda Inter-Arabeの代表取締役は、Essma Ben 

Hamidaという女性です。1990年に彼女が共同で設
立した同機関は、今では 17万人余りの顧客を擁し、
その約 4分の 3が女性です。
小規模企業の女性リーダーも、大企業の女性リー

ダーと同様に市場の原動力として重要な役割を果た
しています。Elena Moiseenkoは、ヨーロッパで最
も厳しい市場であるベラルーシで、RTL-Holdingの
リーダーとして、Rubliovskiy食料品チェーンと日用
品の卸売事業を経営しています。ガーナの Florence 

Adjepongは、1988年、自宅で 6歳児を対象とし
たプレスクールを開き、後にAlpha Beta Education 

Centresを設立しました。現在は、ガーナであらゆる

レベルの学校を経営し、「ガーナの開発問題の解決に
貢献できる将来のリーダー」を育成しています。
規模の大小を問わず、あらゆるレベルで、女性た

ちは世界に重要な足跡を残しています。
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民間セクターの持続可能な開発を実現するに
は、優れたコーポレート・ガバナンスが不可欠です。
優れたコーポレート・ガバナンスは、投資家の誘致
と確保、リスク管理、資本コストの低減、業績の改善、
金融危機への対処を可能にするだけでなく、国家
経済の発展を促す原動力にもなります。
健全なガバナンスを導入するには、「取締役会の

集団としての能力と、取締役個人の能力」が中核に
なければなりません。倫理規範と多様性を備えたプ
ロフェッショナルによる取締役会は、企業に競争力
をもたらし、長期的な成功に不可欠な基盤を構築
する上でも優れた能力を発揮します。
女性役員を含む取締役会は、財務実績、株主

価値、顧客・従業員の満足度、投資家からの信頼、
市場知識の拡大、評判の向上など、ビジネス上の
広範なメリットと密接な関係があることを示す報告
が相次いでいます。
トップを務める女性は、リスク管理に不可欠な

多様な視点をもたらし、重要な模範として貢献する
として、大勢の取締役が評価しています。この因
果関係は明確ではありませんが、経営状態の良い
企業は、女性を指導的立場に据えることで得られ
る成果をより良く理解し、これをうまく活用している
と言えるかもしれません。あるいは、女性が指導
的立場にいることで、意思決定の場に多様な見解
や視点が持ち込まれ、より良い管理成果が得られ
るとも言えるでしょう。因果関係についてはさまざ
まな意見がありますが、結果は明白に証明されて
います。だからこそ、世界中の企業の取締役会に
女性がほとんどいないという事実には、驚くほかあ
りません。

コーポレート・ 
ガバナンス
取締役会の変化

パキスタン

IFCでは、優れたコーポレート・ガバナンスの促
進を目指すイニシアティブとプログラムの一環として、
取締役会におけるジェンダーの多様性に関する意識
を高め、能力を育成し、広範な話し合いの場が持た
れるよう努力を重ねています。また、取締役会にお
ける女性の活躍を促し、女性リーダーたちを支援で
きるよう、開発途上国の企業と協力しています。
たとえば、IFCはパキスタンにおいて、取締役会

におけるジェンダーの多様性研究に取り組み、カラチ、
ラホール、イスラマバードの女性・男性ビジネスリー
ダーと共に 6回シリーズの討論会を開きました。さら
に、女性の上級管理職をより強力な取締役として育
成し、取締役会への初の参加資格を獲得するため、
ワークショップを主催しました。現在、パキスタンで
122名の女性が女性取締役を目指してトレーニング
中です。

Pakistan Institute of Corporate Governance の 

Arjumand Ahmed Shahは、「これは、男女均等の
機会を促進するということではなく、企業業績を最大
限に伸ばすために重要なことなのです」と語ります。
IFCは、2006年以来、オランダの支援を得て、同
組織にアドバイザリー・サービスを提供しています。

IFCは投融資先企業の幹部候補生の多様化にも
積極的に取り組んでいます。現在、IFCが推薦す
る取締役のうち女性が占める割合は 15%ですが、
2015年までには 30%に増える見込みです。世界銀
行と経済開発協力機構（OECD）が 1999年に共同
で設立したマルチドナー信託基金ファシリティである
「グローバル・コーポレート・ガバナンス・フォーラ
ム」でコーポレート・ガバナンスの研修を受けた女性
トレーナーは、全世界で約 150名に上ります。

多様なプロフェッショナル集団で 
構成される取締役会は、経営状態の
健全性を示す指標です。
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写真：Pakistan Institute of Corporate Governanceの
Arjumand Ahmed Shah（上段、右端の写真）、 
Association of Chartered Certified Accountants 
（パキスタン）の Afra Sajjad（上の写真）をはじめ、多数の
IFC現地パートナーが業界リーダーとして活躍しています。 
先頃、カラチで開催された会議（左の写真）には、 
パキスタンにおける取締役会の多様性を目指し、 
主要なステークホルダーたちが一堂に会しました。

取締役会の多様性をめぐる 
ビジネスケース
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女性起業家： 
世界経済を変える力

出所：Enterprise Surveys（世界銀行および IFC、2011年）

サハラ以南アフリカ 31.8%
南アジア 15.6%
中東・北アフリカ 18.5%
ラテンアメリカ・カリブ海 37.6%
東ヨーロッパ・中央アジア 36.2%
東アジア・太平洋 54.3%
開発途上国の合計 34.3%

オーナーが女性の企業（%）
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起業家
としての女性

起業家の育成は、雇用と所得を創出し男女格差を
縮める足がかりです。多くの新興国では、男性
を上回る勢いで女性がビジネスに着手しており、

雇用創出と経済成長に大きく貢献しています。
しかしながら、今日、開発途上国において女性が所有

する企業は、零細・中小企業に偏っており、十分に成長し
ているとは言えない状況です。このことが、発展と貧困撲
滅という目標を阻むマイナス要素となっています。これら
の国々が女性の経済力を最大限に活かして経済成長と開
発目標を達成するには、女性のビジネスが直面している
障壁を正しく理解し、解決策を提示する必要があります。
金融へのアクセスとマネジメント・トレーニングは、小

規模ビジネスの成功に不可欠でありながら、地域経済で
見逃されがちな要素です。このため、IFC はこの 2 つの
要素に対する支援を行っています。企業がこの分野の不
備を埋めることができれば、これまで満たされていなかっ
た膨大な需要を引き出し、収益性のある事業機会を創出
すると同時に、女性の地位向上に道を開くことができるの
です。



Bukky Georgeは、ビジョンを実現した女性です。
真の起業家である彼女は、他の人とは異なる視

点でナイジェリアのビジネス展望を見通し、リスクを
請け負って、ビジョンを実現しました。Bukkyの企
業のように高成長する中小企業に早い段階で積極的
な支援を行った投資家は、その成果を分かち合うこ
とができます。このことは、フォーマル・セクターに
おける広範な雇用の創出、収入の向上、生活の改
善につながり、開発にとっても有益なことです。

2006年、Bukkyは、所有していたラゴスの
Health Plusドラッグストアを最高品質の全国チェー
ンとして展開するというビジョンを掲げていました。
彼女の目標は、ナイジェリアの人々が、他国の高所
得者と同じように、公正な価格で市販の医療品を簡
単に手に入れられるようにすることでした。

1年も経たないうちに 3カ所に新店舗を開い
た Bukkyは新たな融資を必要としていましたが、
キャッシュフローと担保が不足していたために、ほ
とんどの地元銀行は彼女が所有する新しい企業へ
の融資に消極的でした。
そんなとき彼女が出会ったのが、Access Bank

です。Access Bankは、ナイジェリアの新興金融業
で、他行と大きく異なる点として、女性が所有する
企業への融資を拡大する目的で、IFCから 1,500

万ドルの与信枠を受けたばかりでした。Access 

BankのCEOである Aigboje Aig-Imoukhuedeは、
当時「ナイジェリアの女性市場にうまく参入できるか
どうかは、当行の小口融資の提供や中小企業の目
標を達成することが鍵となる」と語っています。
その後、Access Bankは融資を行い、あらゆる

クライアントと良好な関係を築き上げました。そし

中小企業
金融
拡大への探求

ナイジェリア

て、今では、優秀なポートフォリオを持つ銀行に成長
しています。同行は、女性が所有する中小企業に約
4,000万ドルの融資を行い、IFCの主要パートナー
として、「ビジネスにおける女性」プログラムだけでも、
中小企業 2,200社に新たな融資を行い、3,000名の
女性起業家を育成しています。
現在、ナイジェリアでは、女性が所有する 550

以上の中小企業が Access Bankから融資を受けて
おり、その数は同行が IFCとの共同プログラムに
着手した当初の 60社から飛躍的に伸びています。
Access Bankでは、こうした経験に基づいて、女性
主体の新たな販売・市場戦略を形成し、ナイジェリア
国内の主要 3都市で女性に重点を置いたチームを結
成、さらに、Global Banking Alliance for Women（全
世界のビジネスにおける女性の育成に尽力する金融
機関で構成される、IFCの支援組織）に加入しまし
た。Financial Times誌と IFCが選ぶ 2011年度の
「アフリカおよび中東における持続可能な最優秀銀
行賞（Sustainable Bank of the Year - Africa and the 

Middle East）」を受賞したAccess Bankは、アフリ
カにおける事業拡大戦略の一環として、「ビジネスに
おける女性」プログラムの取り組みを続けています。

Access BankのクライアントであるHealth Plus

は、現在 6店舗を展開し、77人（約半数が女性）の
従業員を擁する企業に成長しました。Health Plusは
GroFin（ヨハネスブルグにある投資ファンド。IFCか
ら 2億 5,600万ドルの資金提供を受け、アフリカの中
小企業に事業拡大資金として 5万～ 100万ドルの一
括融資を行っている）から追加支援を受けています。
このようなイニシアティブは、女性起業家への融

資は利益を生み出す可能性があることを、現地金融

金融サービスの利用と 
トレーニングを促進することで、 
女性起業家は開発の 
主要な原動力へと成長します。
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上：「皆が健康で元気に毎日を過ごせるよう手助けすることが
私たちの使命です。そのためには、ナイジェリアの全都市に
店舗を構える必要があります。当店では製品の絶対的な品質
と独自性を保証しています。製品について知ることもできる
ので、老若を問わずさまざまな世代のお客様が来店します。」
と語るナイジェリアのドラッグストア経営者、Bukky George。

機関が理解するうえでも役立っています。G20の指
令を受け、IFCがアフリカだけではなく、発展途上
世界全体で金融へのアクセスを促進させるために、
新たな「インクルーシブな金融に関するグローバル・
パートナシップ」を共同で主導しているのは、まさに
このためです。

IFCは、女性起業家の金融アクセス拡充を目指
す新しい取り組みを共同で主導しています。11月
にフランスで開催されたG20サミットでは、女性
市場の規模を地域別に表し、女性起業家の事業拡
大を阻む障壁を分析した報告書と提言が提出され、
参加国の承認を受けました。

21



スリランカ

マネジメント・
トレーニング
ビジネスエッジによる 
技能の養成

2005年 12月、スマトラ島沖地震によって発生
した津波は、スリランカ南部に住む女性事業家に
苦い教訓を残しました。
津波は 3万 5,000人の生命を奪っただけではな

く、数え切れないほどのビジネスを一瞬で破壊しま
した。男性が経営するビジネスは、フォーマル・セ
クターとして登録されているものが多かったため、
地元の商工会議所による復興プログラムの義援金を
得て、今日再建を果たしていますが、女性が所有す
るビジネスには同じ権利が認められませんでした。
女性が所有するほとんどのビジネスでは、津波

によってすべてが失われてしまいました。Manurie 

de Silvaは、50台のコンピュータを使って ITトレー
ニング・センターを順調に経営していましたが、そ
れも一瞬にして流れ去ってしまいました。保険もな
く、商工会議所からの義援金も受けられなかったた
め、多くの女性経営者と同様、ゼロから再建しなけ
ればなりませんでした。
「こんなことが再び起こってはなりません。だから
こそ今、私は行動しているのです。」と、彼女は語り
ます。
彼女は今、IFCのパートナーであるゴールの商

工会議所に勤め、1,500人のスリランカ女性起業
家を対象にマネジメント・スキルの養成を目指すア
ウトリーチ・プログラムに携わっています。このプロ
グラムでは、ビジネスの正式登録と地元商工会議
所への加盟を勧めると共に、ビジネスエッジ（IFC

の受講形式の経営研修カリキュラム）を活用したト
レーニングを実施しています。ビジネスエッジは、
現地の研修機関によって、現地の言葉で、手ごろ

な料金で提供されており、その土地の受講者から最
も要望が多いトピック（資金計画、マーケティング、
顧客サービスなど）を取り上げています。
ビジネスエッジは、ほとんどの受講者が初めて受

ける正式なトレーニングです。受講生たちは、このト
レーニングを通じて、ビジネスの突破口を切り開い
ています。

H. L. Indraniは、6年前から、自宅で洋裁をして
生計を立てている村民女性 60人の非公式なグルー
プの世話役として、とりまとめと地元小売店への卸業
務を引き受けています。彼女は、IFCが支援する商
工会から連絡を受けるまで、IFCについて耳にした
こともなく、ビジネスエッジなどの支援サービスを利
用できることや、見本市や高所得者向けの店舗といっ
た新たなマーケティング機会を通じて販売を拡大でき
ることについても知りませんでした。
「これまで知らなかったことをたくさん学びました。
おかげで、今では注文が何倍にも増えました。」と、
彼女は話します。

2011年には全世界で2万2,000人がビジネスエッ
ジのトレーニングを受講しましたが、このうち 40%

が女性です。スリランカでは、このプログラムはノル
ウェーの支援によって実施されています。ほかにも
28の市場で研修プログラムが展開されており、主に
SMEツールキット（IFCが新興企業を対象に提供す
る、コンピュータ・携帯電話から利用可能な知識ポー
タル）と併せて活用されています。ビジネスエッジは、
87の研修機関とのパートナーシップを通じて、全世
界の 4地域で、特に女性起業家のニーズに合わせた
内容を中心に提供されています。

IFCの経営研修プログラム 
「ビジネスエッジ」は、 
女性起業家の能力を 
最大限に引き出します。
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写真：ゴールのスリランカ商工会議所で女性の経営研修を率
いるManurie de Silva（左上）。近郊の商工会議所で、IFC
ビジネスエッジの教材を使った研修を受ける洋裁師の H. L. 
Indrani（右）。
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女性正社員の割合（%）

サハラ以南 アフリカ 24.5%
中東・北アフリカ 16.0%
南アジア 13.9%
ラテンアメリカ・カリブ海 33.8%
東ヨーロッパ・中央アジア 38.1%
東アジア・太平洋 39.3%
開発途上国の合計 30.0%

出所：Enterprise Surveys（世界銀行および IFC、2011年）
注：「女性正社員」とは、フルタイムの正規雇用者（1年以上の雇用契約があるか、 
または雇用契約の更新が保証されており、1日の就労時間が 8時間以上の有給従業員）を指します。
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労働者として、女性は新興成長市場における
大きな経済勢力となっています。それにもか
かわらず、生産性を向上し、同時に個々の

労働状況に応じた適正な労働条件を作り出す賢明な
雇用慣行は、多くの場合見過ごされがちです。
今日、全世界の雇用人口の 40%は女性が占めてお

り、アグリビジネス、観光業、繊維製品・衣料品業界
など、貧困国の経済成長に不可欠なセクターは、女性
の労働力に大きく依存しています。

IFCは、女性の雇用創出に重要なセクターを特に
重視しています。賃金・給料を得ることで、女性は新
たな資金を手に入れ、家族のために使うことができま
す。経験上、女性が働きやすい労働条件を整えること
は、雇用主と従業員の双方にメリットをもたらし、ビジ
ネスにも、女性にも有益であることがわかっています。
IFCは、女性の雇用創出に重要な役割を担うセクター
の顧客を支援して雇用を創出し、生産性を高める方法
で労働条件を改善する取り組みを推進しています。
労働市場に参画している女性のうち、賃金・給与を

得る仕事に従事している女性は約 45%です。残りの
多くがインフォーマル・セクターに従事し、技能レベル
や収益力を向上させる機会もほとんどない不安定な立
場にあります。
小規模～零細企業の投資環境を整備し、より多くの

ビジネスがフォーマル・セクターに参入できるようにな
れば、広い意味で女性の雇用が改善されます。その
点で重要な役割を果たすのが政府です。この実現に向
けて、IFCは、政策担当者、各省庁、企業団体、市
民社会、学者などの広範なステークホルダーと連携し、
事業創造と雇用創出につながる政策や改革が実施さ
れるよう取り組んでいます。

IFCの「パフォーマンス基準」は、顧客企業に対して
IFCが奨励する、女性が働きやすい労働条件を規定し
ています。IFCは広範な活動を通じて、女性が事業を
経営する場合に特有の文化的・制度的状況に合わせて、
ビジネスと労働慣行、政策のすりあわせが行われるよう
に支援することで、ビジネスの生産性を高めながら、女
性にも男性にも働きやすい労働環境の実現に努めてい
ます。

労働者
としての女性



アグリビジネス
収穫の積み重ね

グローバル

アグリビジネスにおける 
機会の創出は、大きな 
見返りをもたらします。

農業は世界最大の雇用人口を擁する産業です。
貧困層の 75%が農村地域に住んでいることからも、
農業は貧困層にとって特に重要な役割を担っていま
す。それにもかかわらず、生産性の低さと市場アク
セスの弱さが原因で、懸命に働いた苦労が大きな
収益につながっていません。

IFCは、農業セクターへの女性の参加を促進す
るには、的を絞ったイニシアティブが必要であると
考えています。女性労働者の 91%が非熟練労働者
というバングラデシュで、IFCは、現地の女性農業
従事者 400人を対象にトレーニングを支援し、初
の女性種子連盟（Women's Seed Federation）の結
成に助力しました。この連盟を通じて地元バイヤー
に種子を販売することで、女性たちの年間収入は
1人あたり約 500ドル増えました。また、タジキス
タンでは、IFCの支援する銀行を通じて地元の小
規模な綿花農場への融資を拡充し、女性農場労働
者約 6,000人の労働条件の改善に貢献しました。
遠隔地の農村地域でも、良心的な新規民間投資

家が介入することで状況が急激に変化します。これ
まで見過ごされていた機会を見いだすことでギャッ
プを解消し、付加価値を生み出し、新たなバイヤー
への販売が可能になります。農業からアグリビジネ
スへの転換は、特に女性にとって重要なこのセク
ターの生産性・雇用・収益を改善するターニング・
ポイントとなるものです。
たとえば、 ウクライナで は、Mriya Agro 

Holdingというダイナミックな地元企業がこの転換
を実現しました。Mriya Agro Holding（ウクライナ
語で「夢」の意）は、ソビエト連邦の崩壊後間もない
時期に、国営農場で働いていた地元起業家、Ivan 

GutとKlaudia Gut夫妻によって設立されました。
同社は、ウクライナ西部の農村地帯という国内で最も
貧しい地域で、民営化後の土地を最大限に活用する
方法を模索し、使い道に困っていた地元の小規模な
土地所有者たちの土地を商用農業に必要な広大な農
地として統合し、貸し出しを始めました。その後、農
機具、貯蔵・保管設備、その他必要なものに投資し、
やがて、小麦・トウモロコシ・甜菜・その他の穀物の
大手生産者に成長した同社は、国内外に向けた販売
を開始しました。1992年にわずか 1平方キロメート
ルの農地から出発した同社は、今や年収約 3億ドル
の大企業に成長しています。

Mriya社では、こうした統合型ビジネスモデルに
基づいて、2009年以来、女性労働者の数を 160人

写真：急成長しているウクライナのアグリ
ビジネス企業Mriya Agro Holding社
は、国内で最も貧しい地域において 
女性の雇用を創出しています。
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から 364人に増やしています。事務職や農場労働者
だけではなく、農学者や検査技師、各部署の代表者
としても多くの女性が働いています。ウクライナの厳
しい金融環境では地元で融資を受けることが難しい
ため、女性の雇用機会が他にほとんどないこの遠隔
地においてMriya社が今後も成長を遂げられるよう、
IFCは同社に新たな運転資金ファシリティを提供した
ところです。これは、農業という極めて重要な産業の
インパクトを拡大するため、IFCが取り組んでいる事
業の一例です。

上：バングラデシュの女性による地元市場向けの 
種子栽培を支援（右上）、タジキスタンの綿花農場で
女性の労働条件改善に貢献（右下）

アグリビジネスにおける 
雇用は、女性の収入増加に
つながります。

27



観光業
チャンスにあふれる 
業界

グローバル

観光業は、農業に次いで 
世界で 2番目に雇用人口の多い
産業部門です。

女性にとって大きな機会が 
期待できる業界ですが、 
大きな課題も残っています。

観光業は、直接の従事者だけでも、全世界で 2

億 3000万人（12人に 1人の割合）が関わる産業
です。間接的にも多くの雇用、税収、影響があり、
地域経済に深く浸透しています。ビジネスホテルや
レジャーホテル、輸送、ツアーオペレータ、レスト
ラン、アトラクションなどの幅広い分野で構成され
る観光業の役割は大きく、新興成長市場へと急速
に進展しています。観光業は、持続可能で包摂的
なグローバリゼーションに向けた大きな力となる可
能性を秘めています。
ただし、解決すべき課題は数多く残っていま

す。国連の「観光業における女性に関するグロー
バルレポート2010（Global Report on Women in 

Tourism 2010）」によると、観光業は、ほかの産業
と比較して女性の雇用、起業家の育成、リーダーシッ
プという意味では優れた機会を創出しているもの
の、今日、開発途上国の観光産業で女性が携わる
仕事は、調理、清掃、事務支援など、ほとんどが
高い技能を必要としない職業です。さらに国連のレ
ポートでは、通常、観光業界の女性労働者は、同
職の男性よりも収入が 15%低く、家族経営の場合、
女性の労働は無報酬で行われていることが多いと
述べられています。

IFCは観光業界において民間資本への依存が最
も高いホテル業を重視し、変革を促す原動力として
考えています。長年にわたる 240件余りのホテル関
連プロジェクトへの投融資を通じて、IFCはこの厳
しい市場への多数の地元起業家と国際的な大手ホ
テルチェーンの参入を実現してきました。この結果、
サービスと雇用のレベルが急速に改善され、波及効
果として他のホテルの水準も向上しています。

キエフは、ヨーロッパの首都の中で唯一、国際
的なホテルがなく、国際的に名高いホテルチェーン
での高級サービスを好む外国人投資家が訪れる機会
に恵まれませんでしたが、IFCによる 2,950万ドル
の長期融資（そのうち 1,300万ドルはオーストリアの
Erste Bankから協調融資）を通じて、2005年、ハイ
アット・リージェンシーが初めてキエフに開業しまし
た。今日、同ホテルの従業員 365人中、女性が占
める割合は 60%を超え、彼女たちは市場水準を上
回る賃金と一流のホテルチェーンでの昇進機会を手
にしています。現在、同ホテルは、市場リーダーとし
て 1,100万ドル相当の製品とサービスを 50以上の
現地業者から買い付けていますが、現地業者の従業
員の大半が女性です。
これが IFCが担うグローバルな役割です。1998

年以来、IFCは、アフリカ最大のホスピタリティ・
チェーンである南アフリカのプロテア・ホテルをザン
ビアに誘致した地元起業家に融資を続けています。
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現在ザンビアには、中間市場にあたるプロテア・ビジ
ネスホテルが 7軒あり、さらに 15軒の開業が予定さ
れています。この 7軒のうち、5軒は地元女性の経
営によるものです。また、ホテルの開業により合計
360人分の雇用が創出され、その 30%を女性が占
めています。

写真：ザンビアのプロテア・ホテル（左・
右）のように、IFCのクライアントは 
観光産業のあらゆるレベルで、女性の
雇用を創出しています。

ホテルの開業が 
アフリカに雇用を創出
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雇用が 
もたらす
効果
貿易金融と観光業

ネパール

世界最貧国の 1つに挙げられるネパールでは、
首都カトマンズを除き、女性には経済的機会がほと
んどありません。
ネパールの経済は観光業に大きく依存してお

り、女性の仕事は、ホテル、レストラン、旅行会
社、観光地に集中しています。ネパール女性起
業家連盟（Federation of Women Entrepreneurs 

Associations of Nepal）によると、民宿や喫茶店、
ヒマラヤを訪れる外国人観光客に人気の工芸品を
扱うビジネスなどの観光産業に携わることで、75万
人の地元女性が収入を得ています。
観光業や他の産業で機会を創出するため、IFC

はネパールの銀行が世界規模の取引に参入できる
よう支援しています。ネパールでは、10年以上に
わたる内戦で 1万 5,000人以上が亡くなり、現在
も不安定な政情が続いていますが、世界最高位の
信用格付（AAA：安定的）を誇る IFCが保証したこ
とで、リスクが高すぎると敬遠していた外国の銀行
も、停戦からわずか 5年後には小規模な取引を行
うようになりました。
カトマンズ銀行では、IFCが 75万ドルを保証し

たことで、地元の小規模旅行会社 Amravatiへの
融資が可能になり、アジア、オーストラリア、米国
西部、カナダに就航している香港のドラゴン航空お
よびキャセイパシフィック航空との提携が実現しま
した。IFCの支援で香港のスタンダード・チャーター
ド銀行が参入したことで、ヒマラヤ登山やネパール
の文化的・歴史的遺跡を訪れたいと考える、裕福
な観光客の誘致も進んでいます。

この効果をさらに拡大するため、IFCのアドバイ
ザリー・チームは、日本と提携して、ネパールの銀行
業界の中小企業を対象に、貿易金融に関する知識の
強化を図るトレーニングを実施しています。IFCは
2006年以来、アフリカで 4,000人を超える銀行家に
トレーニングを提供してきました。ネパールの銀行 7

行が参加した 2011年 6月のコースでは、このアフリ
カでのモデルが採用されました。トレーニングは、貿
易金融の必要性を訴え、新たな解決策を求める女性
起業家との密接な連携の下で行われました。参加者
が、この「啓発的な」トレーニングは「貿易金融業に
関する新たな施策を練るうえで必ず役立つ」と語った
6月のコースと同様、次のフォローアップ・セッション
でも、カトマンズの銀行家と中小企業の女性経営者
たちとの交流を深める予定です。

2005年の開始以来、IFCの世界貿易金融プログ
ラムは、発展途上世界の取引において、110億ドル
を上回る支援を提供してきましたが、そのほとんどが
低所得国の中小企業を対象としたものです。

最も貧しい国々の住人を 
世界経済と結びつける

右：先頃カトマンズで開講された IFC 
後援の中小企業貿易金融トレーニング・
コースに参加したネパールの女性銀行家
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下：IFC の支援を得て、カトマンズ銀行
の女性従業員らは、香港のドラゴン航空
とキャセイパシフィック航空を利用する
新たな観光客を誘致し、ネパール女性
の雇用創出に貢献しています。

取引の増加が 
雇用を促進
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労働基準
労働条件の改善

ベトナム

2009年、IFCは、労働基準の遵守状況を改善
するため、国際労働機関（ILO）との戦略的パート
ナーシップとしてベターワーク（よりよい仕事）計画
を始動しました。
同計画では、まず、発展途上世界における女性

の主な雇用先である衣料品セクターに焦点を絞り、
高い基準に基づいてグローバル・サプライ・チェー
ンにおける社会的責任を果たしている世界有数の
ブランドに対して、現地工場が商品を販売できる
よう支援しています。地元企業、海外のバイヤー、
政府、労使の組織をとりまとめ、労働基準の改善を
通じて、競争力を強化することを目標としています。

2年前、衣料品セクター労働者の 85%を女性
が占めるベトナムで、ベターワークが導入されまし
た。当時、工場管理者は、労働者が組織する委員
会の価値を認識していないか、委員会は役に立た
ないとみなしていましたが、プログラムを通じて労
働者の代表を選出し、現場での問題解決を図った
ところ、工場レベルで効果的な意思決定が可能に
なり、工場の競争力が強化されました。
最近の独自評価によると、同計画に参加したベ

トナムの工場では以下が改善されたことが報告され
ています。

• 従業員数の 547人増加（そのうち438人が女性）
• 得意先からの平均注文規模が 250万着から600

万着に増加
• 生産システム、管理職の監督技能、従業員の包
括決定賃金、苦情処理手順の刷新

ベターワークは、2001～ 2008年にカンボジアで
16万 5,000の雇用を創出し、米国への輸出総額を
151%向上させたモデルに基づき、現在、9カ国の
衣料品セクターを支援しており、電子産業、アグリビ
ジネス、観光業などその他の部門への拡大も検討さ
れています。同計画は、ステークホルダー（当事者）
間の対話を促し、持続可能な形で労働基準が長期的
に遵守されることを確約すると同時に、政府、雇用主、
従業員の能力を強化する実用的な解決策を提供する
ことを約束しています。ベターワークとの提携により、
カンボジア、ハイチ、インドネシア、ヨルダン、レソト、
ニカラグア、ベトナムのおよそ 56万人の女性の生産
性向上と職場環境の改善が実現しています。
ベトナム労働傷病兵社会福祉省のNguyen Van 

Tienが、現地の諮問委員会の会長を務めています。
ベトナムの主任検査官であるNguyenは、ベター

ワークに関わる理由について、「労働基準の遵守促
進、労働条件の改善、雇用創出、生産性の向上といっ
た目標をより良く達成するため」と説明しています。

ベターワーク計画 
̶IFCと ILOの連携事業
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写真：IFCと国際労働機関（ILO）は連携
してベトナムにベターワーク計画を導入
し、女性が労働者の 85% を占める衣
料品セクターにおける労働条件の改善
に取り組んでいます。
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「ベターワークのおかげで、
労働基準が飛躍的に 
改善されました」
MICHAEL KOBORI 
（リーバイ・ストラウス社  
サプライチェーン社会環境の 
持続可能性統括責任者）



衣料品 
セクター
女性にとり 
最大の雇用先

ハイチ

18カ月でハイチ国内 1,200人の
雇用を創出

衣料品セクターの仕事は、後発開発途上国の女
性にとって生活の「命綱」と言えます。女性がもたら
す収入は生活に必要なあらゆることに費やされ、ほ
かに働き口がほとんどないような国では特に貴重で
す。ハイチをはじめ、多くの国で、衣料品セクター
は女性の雇用先として首位に挙げられています。

Saint Fleur Adelineは、ハイチとドミニカの国
境に近いワナマントに住んでいます。ワナマントは、
人口 10万人の貧困地域で、近代的な医療、教育、
水道、衛生設備はほとんどありません。昨年まで、
彼女は将来の見通しが立たない状況にありました。
ところが、地域で唯一の主要民間投資家である衣
料品メーカーGrupo Mで職を得てから、彼女の
生活は大きく好転し始めました。
彼女は、ドミニカのGrupo Mが所有する最新

鋭の工場で幅広いトレーニングを受け、今では、
生産ラインで新しい技能を使って、リーバイ・ストラ
ウス、カルバン・クライン、バナナ・リパブリックな
ど、米国のトップ・ブランド向けのジーンズや Tシャ
ツを縫製しています。この工場に勤める前は路上で
ピーナッツを売っていましたが、今では生活状態が
大きく改善され、自分の家を建てられるまでになり
ました。彼女は「この仕事をなくしたら、この厳しい
街で、将来の希望もなく途方に暮れてしまうでしょう」
と話します。
ワナマントの CODEVI自由貿易区にある

Grupo M の工場では、6,500人のハイチ人が働
いています。そのうち約 1,200人は、2010年 3月、
IFCが提供した 600万ドルの融資パッケージ（この
うち 300万ドルは、投資家であり、慈善家でもあ
るジョージ・ソロスが設立したオープン・ソサエティ

財団の外局であるソロス経済開発ファンドから調達）
を受けて雇用されました。米国との自由貿易協定に
より、ハイチから米国に輸入される衣料品は非課税
になることから、米国からの需要の高まりに応えるた
め、同工場では、この新たな融資パッケージを元に
事業を拡大しました。Grupo Mは 2012年末まで
に、CODEVIで 4,500人を新たに雇用する予定で
す。CODEVIの労働条件は、ILOと IFCが定めた
従業員の安全衛生基準をすべて満たしています。ハ
イチでは、Grupo Mの工場をはじめ、28の衣料品
工場がベターワーク（32～ 33ページを参照）の現地
事務所から支援を受けています。

Grupo Mは、労働条件の改善が生産性の向上
につながることを認識し、すべての従業員に清浄水、
医療・歯科治療、住宅改善費を支給しています。国・
市当局による生活に不可欠な多くの公共サービスが
行き届かない周辺のコミュニティにまでCODEVIの
インパクトを拡大するため、Grupo Mは、IFCお
よび米国のNGOアショカと共同で、地元企業の
ための持続可能な資金調達基盤の構築を支援し、
CODEVIの従業員だけではなく、ワナマントの全住
民が清浄水、衛生的な食品、医療、教育、ゴミ収集・
再利用、職業訓練などの不可欠なサービスを利用で
きるよう取り組んでいます。

2010年の融資（ハイチ地震後の復興支援パッ
ケージとして IFCが提供した 3,500万ドルの一部）
には、IFCとGrupo Mの長期にわたるパートナー
シップが継承されています。Grupo Mとのパートナー
シップは、2003年、同社がハイチに初めて工場を
建設したときに IFCが投資したことから始まります。
2006年には共同で債務の再編を行い、そのおかげ

右：Grupo M（ハイチ）の衣料
品工場で働く新入社員の Saint 
Fleur Adeline。Grupo M は、
2011年 5月、ベターワーク計
画（32～ 33ページを参照）が
実施した労働衛生と安全に関す
るトレーニングに参加しました。
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上：Grupo Mは、周囲のコミュニティ
では手に入れにくい医療や清浄水を無
料で従業員に提供しています。生活に
不可欠な水や医療を、従業員だけで
はなく周囲の住民にも提供する新しい
取り組みが始まっています。

で、Grupo Mが財政難に陥ったときも工場は閉鎖
を免れました。この工場は今も健在で、さらに次のレ
ベルに進もうとしています。IFCは、ハイチにおける
Grupo Mのビジョンを信じ、良いときも悪いときも、
変わらぬ支援を提供してきました。
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バングラデシュ

輸出 
加工区
内部からの強化

Shamela Begumは、2人の子供を持つシング
ルマザーで、職業訓練も正式な教育も受けていま
せん。幸運にも1994年、バングラデシュの輸出加
工区（EPZ）にある工場で、月収 12ドルの職を得
ました。それ以来、彼女の生活は大きく変わったの
です。

Shamelaは、誠実に一生懸命働き、月収が 100

ドルになりました。衣料品工場からは無料の医療保
険と昼食が支給され、病欠による休業手当も柔軟
に支給されています。2人の息子は大学を卒業し、
就職して母親の収入を補えるまでに成長しました。
彼女は、今よりも給料の良い働き口があれば職

場を変わりたいかという質問に対し、首を横にふり
「EPZの外にある工場は整った設備もなく、休み
もないし、給料の支払いも遅れがちだと聞いていま
す。ここは安全で働きやすいところです。仲間意識
があり、自分もその一員であると感じています。」と
答えています。
彼女が今の職場に満足している理由は、バ

ングラデシュ政府がバングラデシュ投資環境基金
（Bangladesh Investment Climate Fund：BICF）
の支援を受けて、社会的コンプライアンス管理シス
テムを制定・導入しているからにほかなりません。

IFCが英国国際開発庁および EUと共同で運営
しているBICFは、2007年以来、政府や民間セク
ターと共にバングラデシュ内の EPZの改善に取り
組んでいます。EPZには衣料品などの生産工場が
300余りあり、約 30万人が働いていますが、その
うちのほとんどが女性です。

しかし、同地区の労使関係部門には、労使関係
やコンプライアンスについて十分な知識がないため、
IFCアドバイザリー・サービスでは、女性の労働カウ
ンセラーの役割を強化し、女性従業員に利害関係や
ニーズを説明できるようにしています。
女性カウンセラーたちが現地の労働法に対する工

場のコンプライアンスを改善し、より女性が働きや
すい労働環境を作ったことで、従業員の常習的欠勤
や離職が減り、工場の生産性が向上しました。また、
これにより、社会的責任への意識が高い、世界規模
の衣料産業の工場をバングラデシュに誘致しやすくな
りました。BICFの支援を受けたバングラデシュ政府
は、EPZに対する 2億 300万ドルの新たな外国投
資の誘致に成功し、この結果 1万 7,000人分の雇用
が創出されました。このプロジェクトでは、民間金融
機関との協力により、衣料品セクターで働く低所得労
働者を対象とした新たな貸付の計画も進められてい
ます。
バングラデシュの EPZから得た経験は、政府、

EPZ、各企業における女性の経済的エンパワーメン
トのより効果的な促進を目的とする次の IFC 8カ国
調査報告で紹介される予定です。

バングラデシュにおける、 
女性の労働条件の改善に向けた 
新たな規制の枠組みは、 
後に続く企業に模範を示す 
事例となっています。

右ページ：バングラデシュの輸出加工区
にある工場に女性カウンセラーを置くこ
とは、すべての当事者にとってメリット
のある解決策です。
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労使間の対話の改善
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鉱業
女性の参画

南アフリカ

女性は、石油・ガス・鉱業セクターがもたらすメ
リットから取り残されがちであるにも関わらず、不当
な重荷を背負わされています。
鉱業分野での女性の非雇用率は 90%にも上りま

す。同時に、鉱業にまつわる環境面・社会面のリス
ク（農作地の減少、社会的阻害、HIV/エイズを含
む健康上のリスクの増加など）は、女性の上にも覆
いかぶさります。
しかし、これは改善できるはずです。ほかの多

くの産業分野と同様、鉱業においても女性の役割
が大きくなっていることを示すビジネスにおける事
例が増えています。女性の雇用によって、鉱業・採
掘会社の生産性、効率、収益、信頼性が向上した
ことを証明する報告が複数の国から寄せられてい
ます。
「今では、貯金もでき、子供たちも良い学校に通
えるようになりました」と話してくれたのは、南アフリ
カに住む Violet Pholoseです。これは子供を持つ
すべての親が願うことですが、IFCの鉱業部門のク
ライアントであるLonmin Platinumのプラントで働
くVioletは、この願いを実現したのです。Lonmin 

Platinumでは、彼女を含め 1,840人の女性が、
全世界の鉱業分野に共通する、給与の良い安定し
た職に就いています。

IFCは、2007年、南アフリカの農村部にある
鉱業コミュニティの社会経済的な開発を目指し、プ
ラチナ鉱業で世界第 3位の Lonmin社へのアドバ
イザリー・サービスを開始しました。この支援は、
IFCが同社に提供した 1億 5000万ドルの融資パッ
ケージの一環として実施されたものです。主要目標

として、まず、Lonmin社において女性労働者の雇
用を拡大するための新しい方針を開発し、その後、
以下を達成することが掲げられました。

• 雇用の公正さを再検討する
• ジェンダー関連の方針・手続きを開発する
• 女性の雇用と定着を図る持続可能なシステムを導
入する

• ジェンダー主流化に関する従業員トレーニングを
行う

2007年以来、Lonmin社の女性労働者は 42%

増えました。483人の女性が新たに雇用され、南ア
フリカの女性に新しいキャリアが開かれたのです。さ
らに同社では、ライン管理者の業績目標として、女
性の目標雇用数を組み込んだほか、セクシャル・ハ
ラスメントの苦情処理を含め、複数の分野で新たな
施策と手続きを整えました。
こうした成果をほかの企業と共有するため、

Lonmin社と IFCは共同で、プログラムに基づく無
料のマニュアルを作成し、CommDev（ノルウェーと
のパートナーシップを通じて管理されている、実用的
なキャパシティ・ビルディング、研修、技術支援、導
入支援、意識向上、およびツール開発のための資金
調達メカニズム）を通じて配布しています。
鉱業会社では、女性を雇用してからというもの、

安全性が向上し常習的欠勤が減りました。しかし、
本当に試されているのは、将来的に鉱業セクターへ
の女性の参画の促進につながるビジネスケースを証
明できるかどうかということです。IFCにとっての次

鉱業分野は、現在も雇用と 
所得のほとんどは男性が 
独占している産業ですが、 
ここでも変化が起きています。
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写真：IFCとの密接な提携を通じて、 
プラチナ鉱業の大手 Lonmin社では、
女性の従業員数が 42%増加しました。

のステップは、Lonmin社との提携を通じて得た教
訓を活かし、女性労働者を増やすことでどのような価
値があるか、ほかの企業に伝えていくことです。
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20兆ドル

28兆ドル

2009年

2014年（予測）

全世界の 
女性による総消費額：

出所：「The Female Economy」（Michael Silverstein、Kate Sayre 共著、 
Boston Consulting Group、Harvard Business Review、2009 年）
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消費者
としての女性

世界最大の市場である女性市場は、今もなお急速
に成長しています。
全世界の女性による消費額は、今後数年間

で数兆ドルに達すると予測されています。女性は、幅広い
生活必需品の購入について意思決定権を握り、ブランドに
対しても男性よりも強いロイヤルティがあります。女性市場
全体の商業的可能性は、ブラジル・ロシア・インド・中国
での消費者経済の成長に見られる商業的可能性を上回る
と考えられます。
今日、女性の収入と学歴は急速に伸びています。これ

は、世界全体で、かつてない早さで女性の経済力が急成
長していることを意味しています。これは特に、新興成長
市場を中心に見られる傾向ですが、最近、ボストン・コン
サルティング・グループが 40カ国でさまざまな収入レベル
の女性 1万 2,000人を対象に行ったアンケート調査による
と、「she-conomy」、すなわち女性の経済力は、それに見
合うだけの扱いを受けておらず、広い範囲で女性のニーズ
が満たされていないという結果が出ています。
この傾向に対応できる企業、すなわち女性消費者をター

ゲットとした有益な新製品やサービスを開発する企業は、
大きな機会をつかむことができます。商業マイクロファイ
ナンスの爆発的な増加は、その一例に過ぎません。アフリ
カでは、近代的な送電線の整備が不十分なことから、何
百万という人々のための開発が遅れています。IFCが世
界銀行と共同で推進している「Lighting Africa（アフリカに
光を）」イニシアティブ（44～ 45ページを参照）は、今後
20年間にわたり、2億 5,000万の人々に手ごろな価格の
照明器具を提供することを目的としています。市場調査に
よると、女性はこの市場で不可欠な役割を果たすと期待さ
れています。



民間セクターの開発連鎖で、中小企業の下に位
置づけられるのが、零細企業、すなわち、多くの
場合インフォーマル・セクターに属する小規模ビジ
ネスです。零細企業は、世界中で、膨大な数の低
所得層の女性に貧困から抜け出すための手立てを
提供しています。零細企業にサービスを提供するマ
イクロファイナンス機関（MFI）は、確実に、主流
金融サービスの 1つとなっています。マイクロファ
イナンスのおかげで、何億という恵まれない人 （々ほ
とんどが女性）が、ビジネスを立ち上げて所得を向
上させることができただけではなく、安定したペー
スで必需品を購入し、高額な出費の際には融資を
利用したり、財政状態が突然悪化した場合でも対応
できるようになっています。
マイクロファイナンスには大きな効果があります

が、その規模には課題が残っています。マイクロファ
イナンスの潜在的なクライアント数は世界中に 12

億人いると想定されていますが、現在MFIを利用
しているのは、そのうちの 10%に過ぎません。さ
らに、既存のMFIの 80%は商業化されていない
ため、持続可能な成長が困難です。

IFCは、マイクロファイナンスへの最大の投資
機関であり、これまでの投資額は 17億ドルに達し
ます。マイクロファイナンスのインパクトを拡大する
ため、IFCは、非営利組織を規制金融機関として
再編成するための支援を提供し、早い段階で出資
することによって、将来的な成長を支援しています。

2004年までコロンビアでは、明確な政策環境
がなかったために、マイクロファイナンスが小規模
なまま成長できず、サービスを必要とする多数の
人々の要望を満たせずにいました。コロンビアでの

マイクロ 
ファイナンス
女性への投資がもたらす 
生活の改善

コロンビア

IFC顧客企業であるグローバルNGOのWomen's 

World Banking（WWB）は、MFIへの支援を通じて、
40カ国で2,500万の貧しい起業家を支援しています。

2006 年、IFCは、WWBの現地支部を商業
MFIとしてボゴダに設立する計画に融資し、アドバ
イザリー・サービスを開始しました。2008年に設立
された Bancamíaは、今や 30万人のクライアントを
擁するコロンビア最大のMFIに成長し、預金、マイ
クロ保険、運転資金、農業従事者への貸付（IFCが
開発を支援）など、幅広いサービスを提供しており、
IFCも株主になっています。
同時期に、IFCは、WWBポパヤンに融資とアド

バイザリー・サービスを提供してきました。同支部は、
今では、約 20万人のクライアントを擁する、国内第
2位のマイクロレンダーに成長し、マイクロ起業家向
けの本格的な商業銀行として近く再編成されることに
なっています。
今や統制の行き届いた強力な組織として再生され

た BancamíaとWWBポパヤンは、非営利団体だっ
た頃とは比較にならないペースで急成長しており、利
用しやすい融資と統合サービス・パッケージによって、
女性起業家の育成を強力に後押ししています。さら
に、両者が成功し、コロンビア国内の大手銀行との
健全な競争が促進された結果、マイクロファイナンス
市場は、IFCが融資を開始した 2006年と比べ、3

倍の規模に成長しています。

世界中で、マイクロファイナンスを 
最も利用しているのは、女性です。

マイクロファイナンスは、 
コロンビアで特に発達しており、 
低所得層の女性とその家族の生活に
大きな変化をもたらしています。
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上：Lumelina Sánchez（右上）は、幼い頃から、
自分の洋裁店を開くのが夢でした。その夢を実
現させた彼女は、コロンビアの Bancamíaの
融資を受け、今では、躍進する小規模ビジネス
の経営者として、息子を大学に通わせるだけの
経済力を獲得しました。彼女は、Bancamíaが
支援する30万人余りのクライアントの1人です。
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LIGHTING 
AFRICA 
 （アフリカに光を）
市場の創出

アフリカ

約 6億の人々が電気のない生活を送り、灯油ラ
ンプなどの照明に頼っている大陸があります。環境
を汚染せず、高性能で低価格のオフグリッド型照明
器具を商品化できる企業は、ビジネスや開発を通
じて、この大陸に大きな影響を与えるチャンスがあ
ります。

IFCと世界銀行は、このようなビジョンに基づき、
2030年までに2,500万人規模の市場創出を目指し、
「Lighting Africa」イニシアティブを共同で推進し
ています。このイニシアティブを通じて、2010年だ
けでも、13万 4,500個の製品が販売され、1,040

万の人々が、これまで使っていた蠟燭や高額で危
険な灯油ランプを太陽光を利用した照明に切り替
え、そのメリットを実感しました。
この巨大な成長市場の約半数を占める主要消費

者は女性です。企業戦略と新規市場の形成を成功
させるには、女性特有のニーズ、障壁、資金源を
考慮に入れることが不可欠です。このことから、照
明器具メーカーでは、アフリカに導入する新しいオ
フグリッド型の照明器具をめぐり、女性主体のアプ
ローチを取り入れたデザイン、融資、マーケティン
グのための強力なビジネスケースを検討し始めてい
ます。
民間セクターを支援するため、「Lighting Africa」

イニシアティブでは、エチオピア、ガーナ、ケニア、
タンザニア、ザンビアの一般家庭 5,000世帯と小
規模ビジネスの事業主 2,000人にアンケート調査
を実施すると共に、ケニアでは 40店の小売店を対
象に価値連鎖分析を行いました。その結果、一般
家庭において照明器具を購入するかどうか、また、
最終的にどのような照明器具を購入するかを決定し

ているのは、圧倒的に女性であることがわかりました。
ケニアの女性は、「照明器具の購入を決めたのは

私です。子供たちの父親はたいてい早朝 4時から夜
の 10時まで帰宅しないので、疲れて帰ってくる主人
にとっては、どうやって灯りを点けるかなんて、どうで
もいいことなんです」と話します。
さらに、太陽発電を利用した低コストの照明は、

小売店で特に重宝されることが考えられますが、小
売店の従業員・経営者には、男性よりも女性の方が
多いことがわかりました。ただし、女性がこのような
照明器具を購入するには、新たな融資が必要です。
まず照明器具を購入する費用が必要ですが、照明器
具の価格は、零細企業の 1カ月分の利益の 20%以
上に相当します。ただし、太陽発電を利用すれば、
燃料費が不要になるため、長期的には有意義な投資
になります。ケニアで青果店を営む Eunice Wanjiru

は、充電式の新型 LEDランプを 20ドルで購入した

女性は、アフリカにおける 
新しく低コストの照明器具の 
最大の消費者です。

右：手ごろな価格の新しい照明
器具を最も必要としているのは、
アフリカの女性です。
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ことで、毎日 2時間長く店を開けておけるようになり、
収入を増やすことができました。
今後数カ月のうちに、IFCと「Lighting Africa」イ

ニシアティブは、アフリカの政府、メーカー、流通業者、
大手企業、金融機関と共同で、新たな照明器具をめ
ぐる女性主体の市場戦略について意見を交換し、ほ
かの地域で実証済みの戦略を広めていく予定です。

女性の購買力が市場を動かす
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教育
あらゆるレベルでの 
機会

グローバル

社会を変える力を、 
より多くの若年女性と女児に

開発という観点から、女子教育への投融資は最
大の投資収益をもたらします。これは同時に、ビジ
ネスチャンスでもあります。
教育レベルの低い女性ほど、子供の数が多いと

いう統計があります。このような境遇の女性は、そ
れゆえに、収益力が弱く、経済的に自立しておらず、
幼児・小児・産婦の死亡率が高いという傾向が見ら
れます。一方、世界銀行の調査によると、小～中
等教育の就学年数が長いほど、女性の収入は 10

～ 20%向上し、大卒の女性は、学位のない女性と
比べて、収入が倍増するという結果が出ています。
教育を受けることで、将来、自分の子供や家族、

コミュニティに還元できる知識や技能を身につける
ことができます。このことから、教育は、民間投資
家にとって魅力的で高需要なセクターです。民間投
資家が市場の中間層～下層に投資することにより、
大きなインパクトが生じ、政府による大規模な取り
組みを補完することができます。

IFCは、780万ドルを出資し、インドの最貧州
であるラジャスターン州での Au Financiersの設立
を支援しました。Auは、ピラミッドの最下層に属
する巨大な市場を対象に融資を行っている革新的
な金融機関で、これまでに金融システムを利用した
ことがない有望なクライアントに対して、個人に合
わせたサービスを提供し、成長を支援しています。

Auの事業分野は多岐にわたりますが、その中
でも、300校以上の学費の安い私立の教育機関に
融資を行っています。州都ジャイプル郊外にある
JBN Senior Secondary Schoolは、Auから5,000

ドルの融資を受けて、新しい理科室を完成させまし
た。同校の年間授業料は 40～ 150ドルで、在学

生の男女比はほぼ同じです。卒業生の大半は大学に
進学していますが、これは彼らの両親の世代には叶
わなかったことです。
ガーナでは、IFCのリスク管理ファシリティを通

じて、ガーナの銀行としては初めて、Trust Bankが
25の私立校の拡大を支援しました。融資を行う場合
は通常、借り手のビジネススキルを育成するための
アドバイザリー・サポートが提供されます。たとえば、
首都アクラにある男女共学のMt. Olivet Methodist 

Academyでは、20万ドルの融資を受けて新校舎を
建てたことにより、80%が国内で最も優秀な学校に
進学するというプログラムに、より多くの生徒が登録
できるようになりました。
中東は、若者の失業率が世界で最も高い（25%）

地域です。若い女性の失業率は 30%以上にもな
り、多くの大卒女子が活躍の場を与えられずにいま
す。このような状況を踏まえ、IFCは、イスラム開発
銀行と共同で、新たに「Education for Employment

（e4e）」イニシアティブを立ち上げました。このイニ
シアティブを通じて、現在の教育システムと、雇用に
必要な技能や知識の間のギャップを埋めることによっ
て、今後 5年間で約 20億ドルが創出されることが期
待されています。e4eイニシアティブでは、特に、ア
ラブ地域における女子教育の促進に主眼が置かれる
ことになっています。

右：IFCが融資した Aseshi 
University College（ガーナ）の
卒業生は、国内の大手企業、銀行、
非営利団体に就職しています。
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写真：IFCは地元金融機関を通じて、インドの JBN Senior 
Secondary School（左）や、ガーナのMt. Olivet Methodist 
Academy（右下）で、女子教育の促進に貢献しています。 
ヨルダン（右上）をはじめ、中東諸国や北アフリカで実施され
ている「Education for Employment」イニシアティブは、 
就職に必要な技能の習得を目標としています。
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マルチステークホルダー
協議プロセスで 
頻繁に取り上げられる
ジェンダー関連の問題

• 女性のコミュニティへの参画

• コミュニティの運営が男女それぞれに及ぼす影響

•   女性に焦点を絞り、エンパワーメントを促進する 
コミュニティ開発プログラムの提供（不可欠な 
サービスへのアクセスを強化することを重視）

• 金融サービスへの女性のアクセス促進

• 文化の変容、女性に対する態度の改善に関する支援

•   インフォーマル・セクターの女性労働者への 
公正かつ平等な待遇の確約
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投資プロジェクトの影響を受ける現地コミュニティに
おいて、女性の声を取り入れたビジネスケースは非常
に重要です。
女性の「声なき声」を聞き取ることが、コミュニティ

が抱える懸念を理解するために役立つことがあります。
コミュニティが抱えている懸念について、外部の者が
理解するのは容易ではありませんが、社会的・経済的
価値を持続させるには、コミュニティの意見を反映さ
せることが重要です。
女性の懸念を聞き取り、ステークホルダー（当事者）

として女性の積極的な参加を促すことにより、企業・
組織のプロジェクトがもたらす現地コミュニティへの潜
在的なマイナスの影響（環境破壊、住民の立ち退き、
天然資源の使用など）にも事前に対応でき、プロジェク
トのプラスの影響（雇用、請負、企業の社会責任プロ
グラム、コミュニティへの投資など）をより公平に分配
することができます。
通常、ジェンダーの視点を尊重した慣行として推奨

されるのは、（1）住民の声が十分に取り込まれるよう、
コミュニティの住民と協議の場を持ち、住民からの苦
情に対応するメカニズムを打ち立てる、（2）女性を暴力
から守る、（3）プロジェクトによって女性の生活に（男性
とは異なる）どのような影響が及ぶかを評価する、と
いった対応です。このような慣行に従うことで、企業・
組織には、開発成果を拡大する、近隣コミュニティの
女性の雇用機会を創出する、地元消費者のロイヤル
ティを育成する、訴訟や事業の中断を回避する、といっ
た直接的なメリットがあります。

さらに、コミュニティ投資プログラムに女性が参画す
ることで、広範な支持基盤を持つ、より良い開発成果
がもたらされるという報告が相次いでいます。IFCでは、
この重要なトピックに関する知識を共有するため、先
頃、新興成長市場で事業展開する何千社もの企業に無
料で配布する資料として、145ページに及ぶ「Strategic 

Community Investment」に関するハンドブックを刊行
しました。このハンドブックは、イタリア、ルクセンブルグ、
オランダ、ノルウェーの協力を得て、事業地域のステー
クホルダーの発展と利益向上に取り組む企業のための
ツール・キットとして刊行されたものです。

ステークホルダー
（関係当事者）としての女性



女性の 
視点を 
取り入れる
正しく全体像をつかむ

グローバル

IFCは、リスク管理に対する広範なアプローチ
の一環を成す包括的な「持続可能性枠組み」の中
に、持続可能な開発に関する戦略的な取り組みを
明確に定めています。
この枠組みの中核に据えられているのが、IFCの

「パフォーマンス基準」です。この基準は、プロジェ
クト管理におけるクライアント企業の役割と責任、
IFCの支援を受け堅持する際の条件を規定してい
ます。IFCが関与するすべてのプロジェクトは、該
当するパフォーマンス基準に準じているどうかが評
価されます。顧客は、IFCとの協働を選択した主
な理由として、こうした分野における IFCの豊富な
専門知識を上げています。

IFCでは、このような基準の一環として、顧客
企業に対して、プロジェクトのステークホルダー分
析を実施し、マイナスの影響が特定のグループに
偏る恐れがないか、特に注意するよう奨励していま
す。これは、現地住民の意見を幅広く取り入れると
いうことに留まらず、彼らの意見を反映させて意思
決定を行うことで、プロジェクトの影響を最小限に
抑え、女性と男性が公平に共有できる新たなメリッ
トを生み出すことを目標としています。
一例として、ボツワナ北部カラハリ砂漠奥地で

のプロジェクトを紹介します。この地域では、先住
民のサン族（「バサルワ」または「ブッシュマン」とも
呼ばれる）が長年ほとんど変わらない貧しい生活を
送っていますが、先住民の女性は特に貧困で、生
活水準を向上させる手立てもほとんどありません。
この砂漠の奥地で、カナダの鉱業会社 Tsodilo 

Resources Limitedがダイヤモンドを採掘していま
す。IFCのクライアント企業である同社は、530万

ドルの採掘プロジェクトの早期段階で、ステークホル
ダーとの協議プロセスを通じて、現地女性に聞き取
り調査を実施しています。

IFCとTsodilo社は、サン族の女性と話し合い
の場を設け、彼女たち自身の意見を取り入れて、彼
女たちが住民とメリットを共有できる方法を模索して
います。これは、環境的・社会的に持続可能な方法
で採掘調査と鉱山開発が実施されることを確約する
ための IFCの取り組みの一環であり、先頃改訂され
た「パフォーマンス基準」に準じた行動でもあります。
ジェンダーは、同基準を横断するテーマであり、「パ
フォーマンス基準」では、先住民に影響が及ぶ特定
の状況では、十分な情報に基づいた自らの意志によ
る承諾を先住民から事前に取り付けることが義務づ
けられています。
「パフォーマンス基準」は、民間セクターにおける
環境・社会リスク管理の主要ベンチマークとして、全
世界で認められています。この基準は、世界各地の
72の金融機関に導入されている「エクエーター（赤
道）原則」の基盤にもなっており、経済協力開発機構
（OECD）に加盟している 32の輸出信用機関でも
採用されています。「パフォーマンス基準」に基づいて
環境・社会リスク管理を行うことにより、IFCの投資
を上回る成果が期待できます。

現地コミュニティの声を聞き、 
住民の意見に基づいて 
行動を起こす
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左：IFCが支援するダイヤモンド採掘 
プロジェクトでは、ボツワナのカラハリ
砂漠に住む先住民女性たちと話し合い
の場が持たれました。
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連絡先

本部
ワシントン本部
ワシントン DC（米国）
IFC コーポレート・リレーションズ 2121  
Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20433 USA
電話：（1-202）473-3800

西ヨーロッパ
パリ（フランス）
66 Ave. d'Iéna
75116 Paris, France
電話：（33-1）4069-3060

ヨーロッパ・中東・北アフリカ
イスタンブール（トルコ）
Buyukdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Blogu
Kat 10
Levent 34394
Istanbul, Turkey
電話：（90-212）385-3000

東アジア・太平洋地域
香港（中国）
14/F, One Pacific Place
88 Queensway Road
Hong Kong
電話：（85-2）2509-8100

南アジア
ニューデリー（インド）
Maruti Suzuki Bldg
Plot No.1, Nelson Mandela Road
Vasant Kunj
New Delhi, India 110070
電話：（91-11）4111-1000

サハラ以南アフリカ
ヨハネスブルグ（南アフリカ）
14 Fricker Road, Illova, 2196
Johannesburg, South Africa
電話：（27-11）731-3000

ラテンアメリカ・カリブ海
ワシントンDC（米国）
2121 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20433 USA
電話：（1-202）473-3800

日本での連絡先
IFC東京事務所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町 2-2-2
富国生命ビル 10階
電話：（03）3597-6657
Email：ifctokyonews@ifc.org
Website：ifc.org/japanese

有益な情報源
インターネットおよびソーシャルメディア

Facebook
www.facebook.com/IFCwbg

Twitter
www.twitter.com/IFC_org
Hashtags: #IFC and #TOSwomen 

Flickr
www.flickr.com/IFCphotos

LinkedIn
http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Scribd
www.scribd.com/IFCpublications

YouTube 
www.youtube.com/IFCvideocasts

Telling Our Story 
www.ifc.org/tellingourstory

IFCは全世界 80カ国以上に 
事務所を設けています。
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クレジット

私たちのストーリーを伝える 
̶女性とビジネス

制作
IFCコーポレート・リレーションズ

写真
Wolfgang Kaehler/SuperStock（表紙）
Sailendra Kharel、IFC SME 開発プログラム、 

KuAz、世界銀行、SuperStock（内部写真）
Bai Tushum（2ページ）
Ryan Rayburn、PhotoLab/世界銀行および 

Laza Raminomanana（8ページ）
Ted Pollett（9～ 51ページ）
Jimmy Sylvester（12ページ）
Jason Florio（13ページ）
Bank of Deyang（14ページ）
Kuwait Energy（15ページ）
New World Conceptsおよび Arjumand  

Ahmed Shah（17ページ）
GroFin（21ページ）
Kesara Ratnavibhushana（23ページ）
Mriya Agro Holding（26～ 27ページ）
Bangladesh Agri-Seed Team/IFC- Lal Teer 

Seed Ltd. および Adkham Ergashev/IFC 
（27ページ）

Union Gold Zambia（28～ 29ページ）
Gboyega Songonuga/IFC（30ページ）
Sailendra Kharel（31ページ）
Better Work Vietnam（33ページ）
Grupo M（34～ 35ページ）
Rokshana Islam（37ページ）
Lonmin（39ページ）

Bancamía（43ページ）
Jamie Seno/Lighting Africa（44～ 45ページ）
Aseshi University College（46ページ）
Dilip Banerjee、Tara Vishwanath / 世界銀行、
および Mt. Olivet Methodist Academy 
（47ページ）

デザイン・パートナー
Design Army
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IFCのビジョン
貧しい人々にも貧困から脱出し 
生活の向上を図るチャンスがあるべきです。

IFCの中心となる価値観
• 優秀さ
• コミットメント
• 倫理観
• チームワーク

IFCの目的
貧困から脱却し生活向上を図るためのチャンスが 
人々に与えられるよう、以下を通して貧困層を配慮した 
持続可能な成長の達成手段を促進する触媒となります。

• 民間企業の発展を目的に他の資金を誘引する。

• 競合的で開かれた市場を途上国で促進する。

• 不足が発生した時に企業や民間セクターのパートナーを
支援する。

• 貧しい人 と々脆弱な立場にある人々に生産性の高い雇用
と基礎的サービスを提供するための支援を行う。

この目的を達成するため、IFCは、個々の企業への介入 
（直接投資、アドバイザリー・サービス、およびアセット・
マネージメント社）、国際協調による行動、ガバナンスと 
基準設定の向上、事業環境整備業務を通じて、開発成果を
高める解決策を提供します。

援助を最も必要とする場での機会創出




