
 

第 25 回アジア女性会議－北九州 
「女性の働き方としての起業」 

日時 2014 年 12 月 6 日（土）13：30～16：00 

場所 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

5 階大セミナールーム －日英同時通訳－ 
 
 
 
 
 

プログラム 
 
 
13：30～13：40 開会式 
■主催者挨拶  堀内 光子   (公財)アジア女性交流・研究フォーラム理事長 
■来賓挨拶  北橋 健治 北九州市長 
 
13：40～14：00 基調講演１ 
   大崎 敬子 国連本部経済社会局統計部 副部長 
 
14：05～14：25 基調講演２ 
   山口 絵理子 株式会社マザーハウス 
     代表取締役兼チーフデザイナー 
 
14：35～16：00 パネルディスカッション 
■パネリスト  山口 絵理子 
   リナ・カストロ    フィリピン国家統計局 副局長 
   グロリア・アリーニ  シンガポール・NPO 法人ヌサンタラ 

開発イニシアティブ 
共同設立者・理事 

吉村 英俊    北九州市立大学都市政策研究所 教授 
 
■コーディネーター 堀内 光子 
 
 

 



 



 

開会式 
 
■司会 
ご来場の皆さま、本日は公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム主催「第 25 回ア

ジア女性会議―北九州」にお越しいただき、誠にありがとうございます。まもなく開会い

たしますが、本日は、日本語と英語の同時通訳で行いますので、お手元の同時通訳レシー

バーをご使用ください。 
 
大変長らくお待たせいたしました。ただ今よりアジア女性交流・研究フォーラム主催「第

25 回アジア女性会議―北九州」を開催いたします。はじめに、この会議の主催者でありま

す、アジア女性交流・研究フォーラム理事長、堀内光子よりご挨拶申し上げます。 
 
 

主催者挨拶   堀内 光子  (公財)アジア女性交流・研究フォーラム理事長 
 

皆さんこんにちは。今日は雪の中、お足元の悪いところお出かけいただきまして、本当

にありがとうございました。ご出席、厚くお礼申し上げます。皆さまもご存じの通り、起

業家は女性の働き方として、今世界で、また日本でも注目されています。いわば女性の経

済的エンパワーメントと申しましょうか、出現しつつある新しい形態の起業家につきまし

て、今日は日本の視点だけでなく、幅広い視野からご検討いただけると思っており、嬉し

く思います。特に今回は、昨日まで 3 日間、国連のジェンダー統計専門家会議を開催いた

しておりました。この会合には 14 カ国、5 国連機関から 36 名が出席するという大変充実

した会合でございまして、その会合に出席されていた専門家の方もこの会議に参加してい

ただいておりますので、必ずやこの会議の中で皆さま方と有意義な議論ができるのではな

いかと思っております。この会合は、昨日まで会議をやっておられた主催者と申し上げた

らいいと思いますが、国連統計部の副部長・大崎さん、そしてフィリピンの国家統計局副

局長のリナ・カストロさん、お二人がスピーカーとしてここに参加されます。大崎さんは

基調講演者として、皆さま方よくご存じのネパール、それからバングラデシュでご活躍の

山口さんと共に、基本的なお話をしていただくことになっております。昨日まで行ってお

りました国連のジェンダー統計専門家会議のテーマは「起業家と資産所有」、それをジェン

ダーの視点から統計としてどう取るかということを議論しておりましたので、その議論の

成果を、きっと大崎さんがさわりのところだけ皆さんにお話ししていただけるのではない

かと思っております。この会合が、昨日まで活発に議論いただきました国連の会議に出席

された専門家の方のご参考になればとても嬉しく思います。昨日まで議論いただいた専門

家の方々がこの会議にご出席いただけるのは国連のご配慮でございます。国連と私どもが
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共同という格好で会議を開催いたしましたので、そういう点で国連のご配慮に特に感謝申

し上げたいと思います。 
日本は、皆さま何回も聞いて聞き飽きていらっしゃるかもしれませんが、ジェンダー格

差がとても大きい国です。その原因は、経済と政治の世界にあります。これから日本がジ

ェンダー平等を進めるにあたっては、経済の場で女性が輝ける社会にならなければいけな

いということです。日本の女性が経済の場で更に活躍でき、日本が男女平等の社会に向け

て、一歩どころか、もう少し進めることに役に立つ有意義な会合になれば嬉しく思います。

皆さま方、ぜひ積極的なご参加をお願いいたします。本日は本当に大勢の方にお集まりい

ただきまして、大変ありがとうございました。 
 
■司会 

堀内理事長ありがとうございました。 

続きまして、本日ご臨席賜りました、来賓の北九州市長北橋健治様よりご挨拶を賜りま

す。 

 
 

  来賓挨拶  北橋 健治 北九州市長  
 
皆さまこんにちは。この「アジア女性会議―北九州」も 25 回目です。歴史あるこの素晴

らしい会のご盛会をお喜び申し上げます。多くの方にお世話いただいておりますが、アジ

ア女性交流・研究フォーラムの皆さま、関係の皆さま方に心から御礼を申し上げたいと思

います。 
今日のテーマは、女性の業を起こす「起業」ということです。先日、ある一つの会社が

北九州で生まれました。仕事は老人施設、福祉施設でお洒落のお手伝いをするんですね。

ネイルというのでしょうか。つまり年を取ってもおしゃれでいる。そのためには、気持ち

を許してもらわないとなかなか会話が弾みません。爪をきれいにしましょうとか、ヘアカ

ットをしましょうかということにはなりません。その女性は非常に繊細なハートで、初め

て会ったお年寄りと、まずはお友達になるんです。そして、「こうするといいですよ」とな

る。それがきっかけでこの仕事はどんどんお客さまが広がり、一つの会社がスタートしま

した。私はそれを聞いて、女性のセンス、感性、フィーリングは、色々なところで新しい

ビジネスを起こす可能性をいっぱい持っているのではないかと思いました。 
今日は国連の大崎さん、マザーハウスの山口さんの講演があって、パネルディスカッシ

ョンもあると思います。ご参加の皆さまには、起業のチャンスをどのようにしてつかむか

という意義の深い話に出会うと思います。 
もう一つ、日本の国が発展するためには女性の活躍が柱のひとつであると、このように

女性の活躍を日本の国の目標のひとつに据えたのは、有史以来初めてです。私は、それは
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素晴らしいことだと思いますし、ぜひ北九州で成功モデルを皆さまと一緒に作りたいと願

っております。この追い風を利用して、様々なチャンスがあるのだろうと思います。問題

は、その時に相談をしたい、どういう支援があるのか知りたい、こういう皆さま方の問い

かけに丁寧にお答えするセンターのようなもの。女性の起業を含めて、女性が仕事に就く、

あるいは育児から再就職をするなど色々な悩みがあると思います。お手伝いをするための

総合的なセンターをつくることが本市の近未来の目標でございます。男女共同参画の社会

を目指してこれからも力いっぱい頑張って、皆さんぜひ、女性活躍の日本の成功モデルを

ここ北九州で築いてまいりましょう。そのためにも会議のご成功を心からお祈り申し上げ

たいと思います。 
 
■司会 

北橋市長、ありがとうございました。市長はこの後、公務のため退出させていただきま

す。 
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基調講演 

 
 
■司会 
それでは、プログラムに移らせていただきます。これよりお二人の基調講演が始まりま

す。お手元にプログラムを準備しておりますので、資料と共にご活用ください。本日は、「女

性の働き方としての起業」をテーマに、基調講演、パネルディスカッションを行います。 
 
皆さま、拍手でお迎えください。それでは、私の方から大崎敬子様のご紹介をさせてい

ただきます。国連本部経済社会局統計部副部長、大崎様は、1988 年からニューヨークの国

連本部経済社会局人口部にて勤務された後、国連アジア太平洋地域経済社会委員会（ESCAP）
勤務を経て、2009 年より現職でいらっしゃいます。また、タイ国の人口移動に関する研究

結果をもとに、米国フォーダム大学で社会学博士号を取得されました。現在は、国際的な

見地から、社会開発関連統計の整備・標準化に携わっておられ、グローバルに活躍されて

います。本日は、今週の水曜日から、ここムーブで開催された国連のジェンダー統計専門

家会合を踏まえ、女性の起業を統計的に把握する国際的な取り組みについて、お話しして

いただきます。それでは、大崎様よろしくお願いいたします。 
  
 
 

  基調講演１  大崎 敬子  国連本部経済社会局統計部 副部長 

 
  

ありがとうございます。ただ今ご紹介にあずかりました、大崎

敬子と申します。ニューヨークに本部を置きます国連経済社会局

の統計部に勤務しております。今日は特にお天気が悪い中、この

ようにたくさんの方にお集まりいただき、大変うれしく思ってお

ります。またアジア女性会議は 25 回目ということで、大変歴史

と実績のあるこの会議で基調講演をさせていただくことを大変

ありがたく思っております。加えまして、先ほど堀内理事長から

ご説明がありましたように、昨日まで 3 日間、世界の統計専門家

が集まりまして、特にジェンダー統計を中心とした議論を行ってまいりました。おかげさ

まで大変成功裏に終わりましたが、この専門家会合の開催に際しましてアジア女性交流・

研究フォーラムから多大なご支援とサポートを頂きましたことを、この場を借りまして厚

く御礼申し上げます。 
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限られた時間ですけれども、本日は次のような内容でお話しさせていただきたいと考え

ております。まず私が今勤務しております国連の統計部というところで、特にジェンダー

統計の整備にどのように取り組んでいるのか、簡略に説明させていただきます。その中で、

女性・男性の相対的な地位といいますか関係性を数字で表すために、私どもが「最小限こ

れだけのデータをそろえてください」と加盟国に提出をお願いしておりますデータセット

がありますので、それについて少し触れます。それから EDGE（エッジ）プロジェクトと

私どもは称しておりますが、特に女性の起業について、それから資産所有に関するデータ

は、世界的にまだまだ整備されていない分野ですので、それをどうにかして改善していき

たいという試みがありますので、それについても少しお話しさせていただきます。そして、

女性の起業という試みを統計で測ることに一体どのような意味合いがあるのか、そして最

後に、今の日本における女性の起業の現状について少し触れさせていただきたいと思いま

す。 
  
＜国連のジェンダー統計プログラム＞ 

さて、私が国連で働いていると自己紹介させていただきますと、どうも国連の仕事とい

うのは紛争の現場にいて銃後を守るとか、開発途上国に行ってワクチンを配るとか、そう

いった非常に過酷なイメージがあるようで、皆さん「大変ですね」とおっしゃってくださ

るんですが、「私はニューヨークの統計部で働いています」と言うと、「あ、そうですか」

と、なかなかそれ以上会話が進みません。その理由は、どうも統計というイメージが非常

に堅苦しく、私たちが毎日数字ばかり集めて作業しているというようなイメージが強いせ

いなのではないかと思います。それを否定はできませんが、統計の仕事も、状況が少し変

わってきております。ここに引用させていただいた言葉がございます。コンピュータ検索

会社 Google の、首席エコノミストの言葉です。“ Being a statistician is the sexiest job of 
the 21st Century”。英語の sexiest は日本語に訳しにくいのですが、統計を扱うことは実は

21 世紀において一番クールな、格好いい仕事なんだよと言っております。どうしてでしょ

うか。それは、今日、どんな政策や戦略を考えるにあたっても、まず数字がないと事が始

まらない。だんだんそういう認識が世界中で一般化しつつある事に関係していると思いま

す。色々な社会事象を理解するにあたって単なる経験則だけではなく、きちんとそれを数

字に置き換えることによって現状を客観的に把握することができる、それに基づいて的確

な政策が立案できる、という考え方が一般的になってきました。ですから私どものような

統計家の出番が、ますます増えてきているわけです。特に、幅広い統計の分野でもまだま

だ整備が行き届いていないジェンダー統計に関しては、ジェンダーに関する有効な政策立

案のためにもその整備が急務であるというのが今の国連における見方でございます。 
国連はもともと、女性の地位向上や男女共同参画などにとても熱心に取り組んできた組

織です。例えば、20 年前に北京で国連女性会議が開かれたことをご存じの方もいらっしゃ

るんじゃないかと思いますが、世界的なレベルで女性問題に取り組むことの大切さの啓蒙
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をずっと続けておりますし、組織としても UN Women というジェンダー問題を扱う専門機

関も持っています。それだけ大変熱心に力を入れている分野です。では統計の分野で何を

やっているかと申しますと、先ほど冒頭でも少し触れましたが、私たちは数字を使って、

統計を使って、男女が置かれている社会的な現状、経済的な現状を客観的に把握すること

を促しています。そしてその為に私ども国連では、「少なくとも 52 の指標を集めてくださ

い」と各国にお願いしています。これはミニマムセットという言い方をしているんですが、

「最低限これだけのデータを集めなければ包括的な男性・女性のあり方はつかめませんよ」

と私どもは言っております。52 と、大変数が多いのですけれども、私たちの日常生活にお

ける男性・女性の格差をきちんと把握するためには、それだけ多面的な、色々な側面から

見なければいけないということの表れであると思います。この 52 の指標ですが、大きく 5
つの分野での指標の収集を勧めております。経済、教育、衛生・健康、人権、そして、ど

れだけ社会参加ができているか、どれだけ女性や男性が色々な意思決定の力を持っている

かといった 5 分野です。こういった、多面的な分野でそれぞれ状況を数値化して、統計を

通して現状がどうなっているのかを把握するのが今の試みです。 
 ミニマムセットとして、最低限の指標を 52 そろえてくださいと国連は各国に推奨してい

ると先ほど申し上げました。ただ、想像に難くないと思いますが、一口に 52 種類のデータ

を集めてくれと言われても、なかなか容易に集まるものではありません。また、特に国連

のような国際的組織でデータを集める場合、いかにそれぞれの国が出してきたデータが国

際的な意味で比較可能なデータであるかということが大変重要になります。それで私ども

は、今言った 52 のジェンダー統計を大きく 3 分割して、それぞれの分野で統計がどれだけ

国際的に比較可能であるのか、また、どのくらいの国がそういった統計を作り出すことが

できるかを把握した上で、必要とあれば、当該国の統計的な能力を向上させる手伝いもし

ております。 
この分類は大きく三つに分かれておりまして、一つのグループは既に国際的に合意され

た明確な統計的定義があり、多くの国が定期的に、毎年のようにきちんと統計を出すこと

ができる指標。例えば、男女別の就業率や就学率、また男女別の平均寿命などで、こうい

ったデータは皆さんもよくご存じだと思います。これらの指標は、比較的同じような定義

のもとに、かなり広範に色々な国からデータを収集できております。ところが第二グルー

プに分類される指標、例えば非正規雇用にみる女性の割合、裁判官に占める女性の割合、

警察官の女性の比率など、こうしたデータはある程度国際的に合意された定義があるもの

の、実際になかなかデータが収集出来ていません。この分野に関しては、私どもといたし

ましては、それぞれの国の統計局の方たちと相談して、データが出てこない原因は何にあ

るのかということを精査した上で、ワークショップなどを開いてデータ整備のお手伝いを

させていただいています。さて、第三のグループ、実はこれが一番問題でして、ここに挙

げられている事象をとらえようとしても、まず国によってかなりばらつきのある定義が使

われています。なかなか加盟国から統計が出てこないし、収集できない。収集できたとし
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ても、国際比較がなかなか困難です。この分類に属する指標が幾つかありますが、その中

に今回のテーマである女性の起業や、資産保有・保持の指標も含まれます。こうした事象

は、男女差をきちんと把握しなければならないという認識はなされているものの、データ

がまれで、国際的にも比較できないというのが現状です。 
そうしたことを踏まえまして、もう少しきちんと統計的な観点から女性の起業とか資産

保持のデータ整備をしていかなければいけないという認識の下に、EDGE プロジェクト、

英語で Evidence and Data for Gender Equality Project という、特別なプロジェクトを立

ち上げました。2013 年からやっております。これは私ども国連統計部と国連 Women とい

う二つの国連の部署が共同で実施している 3 年間のプロジェクトですが、元々は 2 年前に

ヒラリー・クリントン、クリントン元アメリカ大統領の奥様ですが、彼女が常々ジェンダ

ー問題をとても熱心に啓蒙していらして、特に、これより先ジェンダーの問題をきちんと

進めていくためには、統計の整備が不可欠であると発言したことが発端となっています。

ヒラリー・クリントンさんご自身が公の場でデータの必要性を明言したことによって、こ

のプロジェクトにもアメリカからお金を出していただいております。そういった、鳴り物

入りといいますか、政治的に支援を得て立ち上げたプロジェクトであるわけです。それに

加えて主要な他の国連機関、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、FAO や OECD そして世

界銀行なども参画している特別なプロジェクトです。 
さて、このプロジェクトの目的ですが、健康、教育、雇用、起業、資産保有、この 5 つ

の分野に関して、データがどの程度国際比較可能であるか、国々がこういったデータを算

出できない原因は何にあるかをきちんと調べて整備していくことにあります。 
プロジェクトが特に焦点を当てているのが起業、そしてアセット・オーナーシップ(asset 

ownership)といいますが資産保有についての男女別統計です。統計をきちんと取りましょ

う。そして、それぞれの国が正確な統計を作れるようにガイドライン作りもしましょうと

いうのがこのプロジェクトの試みです。先ほど冒頭に説明がありましたように、私どもが 3
日間、北九州市のこちらムーブで会議を開催させていただきましたけれども、このプロジ

ェクトが立ち上げられてから 1 年半経ち、そのミッドターム・レビュー、中間報告をする

ことが、昨日までの 3 日間の会議の目的でした。 
 
＜女性の起業を統計で測ることの意味＞  

本日のアジア女性会議のテーマは起業ということですが、改めて女性の起業という現象

を統計で測ることにどういった意味があるのか、少しご説明させていただきます。まず、

起業を、統計を用いることによって、しかも統計を集めて男女差をきちんと表示すること

で、男女で違う起業の動機やきっかけ、また運営していく事業の形態の男女差、また、起

業家が男性か女性かの違いによって業績に違いがあるのか、どれだけ成功裏に経営してい

るのか、こうした色々な局面について、それぞれの男女差を明らかにすることができます。

そうした統計があって初めて、どういった政策・プログラムが必要なのかが明確となりま
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す。そういった統計があれば、最終的に女性がどれだけ国の経済に貢献しているのか、と

いったことも把握することが可能になります。 
そういうニーズがあるのですが、実際に私どもの EDGE プロジェクトの中で、起業家と

いうものをきちんと統計でとらえようとすると、私どもが最初に困る事は、起業家とは一

体誰なのか、起業するとはどういった行為のことをいうのか定義がかなりあいまいだとい

うことです。いざそれを突き詰めてみますと、なかなか一つの概念でとらえきれないこと

がよく分かります。学際的、学究的な起業家の定義も多様でして、漠然と、起業家はリス

クをいとわない人であるとか、新しい物の考え方をする人であるとか、そういった漠然と

した形容でとらえることも多く、実際にそれを数字で表すとなりますと非常に難しくなる

わけです。 
そこで、私どもが今推奨している EDGE プロジェクトでは、まずこのように定義してみ

ました。「起業家とは、単独もしくは複数の個人とともに、直接に事業を運営する者のこと

をいう」と。これにフットノート(footnote：脚注)として、「物品やサービスを最終的に自己

消費のために生産する場合は起業には値しない」と付加して、一応専門家の間で概念とい

うか定義を作ってはみたのですが、まだまだ定義としてあいまいなところが残されていま

す。例えば「直接に事業を運営する」、「直接」とはどういったことを意味するのかと考え

ますと、なかなか具体的な事例を挙げることが困難です。それから、今回の会議の中でも

議論されたのが、創業者、つまり事業を始めた人のことを起業家というのか。例えば、創

業者が事業を始めてすぐ他人に事業を譲ってしまった場合、その人を起業家とは言わない

のかなど、色々な問いが出てきました。一つ一つ考えてみると、実際に起業家というのは

どういう人のことをいうのかということについて、コンセンサスが得にくいものです。そ

れを、国際的にコンセンサスを得ようとすると、なかなか議論の収集がつかないというの

が現状です。 
国際比較のためにデータを収集する際にもう一つ大事になるのは、どういうデータをど

こから得るかということです。つまり違ったデータソースを使うと自ずと定義もばらばら

になりますし、出てきたデータの比較も難しくなります。同じデータソースを用いた例と

しまして、OECD が集めたデータをここに加えてみました。これによりますと、日本の場

合大体 15％強でこの数年、女性起業家の割合が推移していますけれども、世界的に見た場

合、面白いことに先進国では女性の起業家の割合はこのところあまり大きくは変わっては

いません。ところが、メキシコやインドネシアなどの新興経済国では女性の起業家の割合

が増えております。それからこれは各国に見る女性起業家が従事する産業の分布です。こ

こで言える事は、国を問わず、女性が起業家として従事する産業は、主として卸売業、そ

れから小売業であること。農業や製造業のような分野には、なかなか女性は起業家として

参画していないということです。 
 
＜日本における女性の起業＞  
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最後に焦点を、日本における起業に当ててみたいと思います。先ほど、日本での女性の

起業家率は 15％強であまり変わっていないと申しましたが、その半面、女性の起業に対し

ての関心は今までにないくらい高まっているように思えます。では、関心の高まりにはど

ういった背景があるのかというと、例えば、われわれの国ではまだフルタイム正規雇用と

しての女性の活躍の場や均等な就業機会が望めない事情があると思います。雇用機会均等

法もございますし、法的な整備はできていますが実際に女性が就業すると、その中で男性

と同等の就業機会に恵まれていない、また昇進も望めないという現実があって、思い切っ

て起業したいという女性も多いようです。また、女性のライフサイクルを反映した起業、

つまり、後でグラフをご覧いただきますが、日本の女性の場合は M カーブとよく言われる

ように、結婚・出産を機会にそのまま家庭に入られる方が多くいらっしゃいます。そうし

た方たちが、もう一度自分の技術、知識を使いたいと願って、起業に臨まれる方もおられ

ます。それから、比較的少ない資金で起業ができることは女性にとって魅力的な選択でし

ょうし、また、SOHO、スモール・オフィス、ホーム・オフィス(Small Office Home Office)
と英語でいいますけれども、自宅にいながらにして起業することができる、結局ワーク・

ライフ・バランスが取りやすいということから、起業に関心が深まっていくということも

言えるのではないでしょうか。女性の起業家は、身近な生活の中で起業の種となるアイデ

アを得ることも多いようです。例えば介護や子育てのサービスなど、女性の日常の生活の

中に起業のヒントを得ているようです。 
それから最後のポイントとして挙げられるのは、男性は起業に収益の向上を求めたり自

分の夢を託すことが多いようですが、女性の場合はむしろ自分の生き方としての満足度と

か、自分が起業を通してどのように社会に貢献できるのかということに関心を持つ方が多

いようです。 
日本の起業家の男女別の産業の割合をみると、先ほど国際比較でも分かりましたように、

女性の起業家の場合は、日本でも業種的には個人向けのサービス業（40.0％）とか小売業

（21.9％）において起業する方が多いようです。これに比べて男性は色々な業種で起業に臨

む傾向が見られます。 
さて、日本で女性が起業する場合にどういった問題に直面しているのでしょうか。起業

に対する関心は高まっていますが、女性ゆえに起業に対して抱えるバリア、チャレンジが

あるのも事実です。最近の研究から、ここで幾つか挙げさせてください、まず、現状では

日本での女性の起業はまだまだ小規模で雇用人数も少ないので、男性起業家に比べるとま

だまだ業績規模は大きいものではないようです。それから、女性の場合、個人、自分一人

で仕事をしている起業家の割合がとても多いのが特徴的です。また起業にあたって、どこ

から資金を調達したらいいのか分からないことも多く、結果的に自分の個人資産を使って

起業する女性が多いようです。それから就業経験の不足も目立ちます。起業する前にフル

タイムで働いた経験が無かったり、就業経験があっても期間が短かったりして、経営知識

や事業を起こすための知識を勉強する機会がないままに起業に挑んでいる事が多いようで
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す。それから起業しても、女性ゆえに、なかなか社会的に信用してもらえない傾向があり、

例えば銀行で女性だからという理由で起業に対する貸し渋りなどに直面することが多いと

いいます。それから女性はどうしても内輪でのネットワークづくりは得意なのですが、身

近なネットワークを超えて幅広く自分たちの経験を共有したり、アドバイスをもらえるよ

うなネットワーク作りが不得手のようです。そして、ワーク・ライフ・バランスの均衡を

図るために起業しても、実際には起業したがゆえに、ますます仕事と個人生活のバランス

を欠いてしまうという例も多いようです。 
 
総括ですが、最初に、国連のジェンダー統計の仕事を少し紹介させていただきました。

ジェンダー統計は、改めて女性の社会的地位と変化を把握する上で不可欠な資料です。た

だ国際的に見ますと、特にこの起業という行動における男女差を把握できる統計はまだま

だ未整備で、これから改善の余地が大きく残されています。ただ、現存する資料からも、

起業という分野においての動機、事業内容、抱える課題の男女差が存在するのは明らかで

す。それゆえにジェンダーの視点に立った支援、政策がぜひ必要であると考えます。日本

では、来週 14 日には総選挙が控えています。安倍政権の行方はこの先どうなるかまだ分か

りませんが、この秋に安倍政権は女性の活躍を後押しする 6 本柱からなる政策を発表しま

した。彼はその中で女性の起業支援をはっきりと明記しております。ぜひその具体的な施

策をもって効果を期待したいと思います。大変急ぎまして申し訳ございませんでした。こ

れで私の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
 
■司会 

大崎様、ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。 
 
続きまして、二人目の基調講演のお客さまをご案内いたします。山口様、壇上にお願い

いたします。皆さま、拍手でお迎えください。山口絵理子様のご紹介をさせていただきま

す。株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナーの山口様は、慶応義塾大学を卒

業されています。在学中にワシントン国際機関のインターンを経て、バングラデシュの

BRAC 大学院開発学部修士課程に入学され、現地滞在中は、日本大手商社のダッカ事務所

にて研修員を務められました。帰国後は、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」

をミッションとして、株式会社マザーハウスを設立されました。現在は、バングラデシュ

とネパールで、バッグや服飾雑貨のデザイン・生産を行い、国内外 20 店舗で販売を展開さ

れております。本日は山口様に、女性起業家としてのストーリーを紹介していただきます。

では山口様お願いいたします。 
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 基調講演２  山口 絵理子 ㈱マザーハウス 代表取締役兼チーフデザイナー 
 

皆さん、こんにちは。マザーハウス代表とチーフデザイナー

をしています山口絵理子です。普段私はバングラデシュに住ん

でいるのですが、年間の 3 割は日本にいます。今日は起業とい

うことでスピーチを 20 分間と言われましたが、私としてはすご

く起業をしたかったわけでもありませんし、起業家になりたか

った夢は特にありませんでした。ただ、24 歳で起業してもう 8
～9 年経って、スタッフが日本とバングラデシュと台湾とネパー

ルに合わせて 250 名程います。あっという間にお店も 20 店舗に

なりまして、私としては駆け抜けてきたなという気持ちでいっぱいですし、でもその間に

起業しなければよかったと思ったことは 30 回くらいありました。本当に自分の会社なのに

会社に行くのは嫌だと思ったし、工場に行ってみても何も無かったり、色々なトラブルが

ありました。でもその中でどうして 9 年続けてきたかなと思うと、先ほど大崎さんのとこ

ろで起業家の抱える課題というのが幾つもありましたが、私は全ての課題を持っていまし

た。私は他の会社で働いたこともありませんし、名刺すらも作ることが分からなかったし、

ネットワークも、資金も焼肉屋さんでアルバイトをして貯めた 250 万円が手持ちの資金で

した。ただ、それでもやってきた何かというのは、すごく強い動機だと思います。それを

なぜ自分がやるのか、どうして自分でなければならないのかと何度も何度も問い直して、

その先に見えてきたのが、やはり自分のミッションだと思ったのでやってきました。私は、

女性起業家として賞をもらうこともありますが、ラッキーな部分が 98％で、あとは本当に

スタッフに支えられたなと思っています。ただ、パッションというか、想いだけは負けな

いという思いでやってきました。ですから、起業家に一番必要なのは、どうしてそれをや

るかという動機だと思っています。それは、私は特に創業者ですから、個人の原体験でし

かないなと思っています。その部分も含めて、今日は「なんで」というところを少しだけ

お話しさせてください。 
 

＜「途上国から世界に通用するブランドをつくる」＞ 

まず、マザーハウスという会社は、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」とい

うことをミッションに立ち上げました。立ち上げた場所がアジア最貧国のバングラデシュ

です。皆さんのお手元の写真にバッグのカタログがあると思うのですが、それは 100％私が

デザインしたもので、100％バングラデシュの素材を使っています。そんな仕事を、現地の

工場をつくってやっています。本当に一人から工場を始めたのですが、今では毎月 5500 個

のバッグをバングラデシュから日本、台湾に輸出しています。それが私たちがやっている

ことですけれども、この「途上国から世界に通用するブランドをつくる」というミッショ
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ンは、想いが大事と確かに皆さんは言うかもしれませんが、想いを見つけたり、つくるの

はすごく大変だと思います。近道はありません。私の中では、それを見つけるために 2 年

間、大学院生としてバングラデシュに滞在していました。どうして滞在していたかという

と、私は小学校の時 6 年間ずっといじめられていて、なかなか学校に行けなかったという

のが一番最初の個人の原体験です。その時に、もう少し楽しい学校があればいいなと思っ

て、大学生の時は、将来先生になりたいとか、そんなことを思っていました。でも、大学 4
年生のときに竹中平蔵先生という元大臣の先生の経済の授業の中で、学校が必要なのは日

本もそうだけれども、途上国も必要だということを教えていただきました。そこからアジ

アとかアフリカへの興味が湧いて、貧しい国に学校を造る仕事をしてみたいと思いました。

そんな中で、2003 年にワシントンで働く機会を得ました。これは米州開発銀行と呼ばれる、

まさに国際機関でした。その予算部で毎日データ入力をするアルバイトの仕事をしていま

した。けれども、そのデータ入力から私はもっと現場を知りたいと思ったんです。このお

金がどれくらいの人たちを幸せにしていて、どれくらいの人たちが学校に行っているのか、

やはり自分の目で見たいと思いました。ですから、ワシントンからその当時はアジアで最

貧国だったバングラデシュに、「アジア最貧国」と Yahoo!で検索をかけたらバングラデシュ

と出てきたので、ちょっと行ってみようかなとすごく軽い気持ちで大学 4 年生の時にバッ

クパッカーで行ったんです。 
たくさん人がいるというのが第一印象で、すごく臭いなというのと、人がじろじろ見て

きて怖いなというのが第一印象でした。まさかそんな国に工場をつくって 8 年間付き合う

なんて思ってもみなかったのですが、とにかくカルチャーショックを受けて、でももう少

し現場を知りたいと思って、2 週間という滞在でしたが、現地の大学院に行ってみようと思

いました。教育ビザなら 2 年間滞在できると聞いたので。現地の大学院に受験しに行くと、

あなたは日本人なのに、どうしてここに来なければいけないのと言われました。その時に、

私にとっては現場にいることが一番の勉強だからと面接で言いました。その後、外国人で

初めて生徒としてバングラデシュの私立の大学院に 2 年間通っていました。それが私がマ

ザーハウスを見つける期間でした。その大学院では特に学んだことはないです。ただ、2 年

間の暮らしは私に全てを教えてくれたように思います。 
最初は、23 歳の小娘にアパートを貸してあげられないよ、危ないからと大家さんが言う

ので、住まいを見つけることも難しかったです。それから少しボロボロのアパートを見つ

けてガスや電気を引きましたが、毎回役所と交渉しました。ベンガル語は最初はできなか

ったので辞書を片手に、日々、普通に暮らすことを整えていくというのが最初の課題でし

た。そこから、バスが燃えているとか、1 カ月に 1 回は外に出られないだとか、色々なこと

がありました。2007 年には非常事態宣言が発令されたりして、外国人の皆さんも国に帰っ

たりされていました。そんな中で、色々な絶望感とか、もうこれは何も変わらないと思っ

たり、一人が変えようと思ってもそれは不可能で無理なこと、無茶なことで、やめた方が

いいと思うし、何をやったらいいのか、何が正しいかも分からない。ですから最初は諦め
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て普通に日本で働こうかと思ったんです。でもやはり彼らを見て、いつも人力車に乗って

スラム街を通って大学院へ行くのですが、ものすごく生きる力を持っています。そんな彼

らを毎日見ていて、私はすごくラッキーだと思ったし、そんなラッキーな私が取るべき選

択肢は何かと、毎日、友達はいなかったので日記に書いていました。その時に、何が正し

いかはとにかく分からない。そんなことは相対的だから絶対的なことは何もないと。ただ、

自分らしい生き方はあるかもしれないと思いました。 
そういうふうに少し覚悟を決めて、一歩引いてバングラデシュという国を見た時に、こ

のゴールデン・ファイバーという麻があることを知りました。「バングラデシュは特に何も

ない汚い臭い怖いみたいな所で、何も誇れるものはないけれども、このゴールデン・ファ

イバーは僕たちインドよりも輸出しているんだぜ」と現地の人は言ったり、すごく誇らし

げにしています。ではジュートの工場へ行ってみようと。これはジュートといいます、黄

色い麻。このジュートの工場へ行った

時に、この 75 セントのコーヒー豆の袋

が大量にありました。そして、それを

作っているのは若い女性の方です。そ

れを見た時に、ああそうか、ビジネス

の世界にもやっぱり色々な問題がある

（と思いました）。それは、大量生産。

中国の（次に来る）ネクスト・チャイ

ナで、やはり皆バングラデシュに来る

ので、中国よりもより安くより速く、

それが工場のゴールです。そういうことを目の当たりにして、彼女たちはもっとできるの

ではないかなと少しずつ思ってきたんです。それはものすごい主観です。けれども、もし

かしたら 1 ドル以下の物しか作れないと決めつけているのは私たちバイヤー、先進国の人

たちなんじゃないかなと思ったり、彼らとベンガル語で話すうちに、もしかしたらもう少

しのクリエイティビティ、もう少し縫製を良くする、色々な工夫で、もっと良いものがで

きるんじゃないかなと少しずつ思い始めたのが、1 年半くらい経った時です。 
その時にスケッチブックに描いたのが原材料ではなく付加価値のある商品を作ろうと。

いわゆるフェアトレードのように、「かわいそうだから買ってよね」というマーケティング

ではなく、単純にかわいいとか、かっこいいとか思ってもらえるものを作れば、一番健全

ではないのかと思ったんです。それをすごくやりたい。メイド・イン・バングラデシュと

いうエンボスは免税のためであったり、あるいはヨーロッパに輸入したらそこからメイ

ド・イン・イタリーに変えられたり、色々あります。けれども、本当に誇り高くメイド・

イン・バングラデシュとエンボスして、それも含めて商品の価値としてお客さまに届けら

れたら素敵だなという、ただのイマジネーションです。そして、その当時はそういう夢を

言っても、100 人いたら 100 人に「それは難しい」と言われて、もう言うのはやめようと
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思ったり、そんな感じだったけれども、でもこれが自分のやりたいことだなと見つけられ

た時に、私の目の前に道がわーっと開けたみたいで、生きているという感じがしたんです。 
それから、麻の生地を人力車に 6 ロールくらい載せて、バッグを作ってくれるところを

探そうと思いました。ほとんど全ての工場で、女性だからと断られました。しかも日本人

ですし、当時 24 歳で「あなた何持ってるの？お金あるの？」とか色々なことを言われまし

たし、門をくぐれたのは 30 社あったら 1 社くらいです。ようやく工場長と話ができて、サ

ンプルだったら受けてやるよと言われました。ただ全部前払い金なんです。私なんて信用

してもらえませんから。だから ATM で焼肉屋のアルバイト代を全部引き出して工場長に渡

して、「これで作れるだけ作って。デザインは私がやる」、そこから物づくりが始まったの

ですが、工場の皆は日本に輸出したことはありません。そして、ジュートの袋をファッシ

ョンバッグに使おうという人たちはいませんでした。ですから、すごく縫いにくいとか、

ミシンの針が折れてしまうとか。日本は新しい、ジュートは新しい、そして女がやるとい

う、トリプルの新しさがあって非常にハードルがありました。でも、工場に行くまでの道

のりは全く覚えていないくらい夢中で毎日工場に行っていました。その間にストライキが

あって工場の前で何人か死亡したり、たくさんのことがあったけれども、やっぱりできる

のではないかなと思いながら毎日行っていて、ようやく 160 個のバッグができたんです。

それがマザーハウスがスタートした全ての始まりでした。 

 

＜マザーハウス＞ 

バッグを 160 個作って家がバッグでいっぱいになって、母親が「どうしたの、バッグ屋

さんになるの？」と言って初めて私はこれを売らなければいけないと思いましたし、初め

て「事業計画書って必要なの？」とか、「あれ、印鑑は？」とか、そういうことに気が付き

始めました。何というか、本当に「起業したい」とかではないです。バングラデシュや途

上国の人でもできるのではないかなというのを証明したい。それを、先に物を作ってしま

って、その後どうしようと思ったくらいです。ですからよく経営者の皆さんには「お前は

本当に準備がない、ただのラッキーだな」と言われたりしますがその通りです。ただ、そ

こからは毎日サンプルを持って問屋に行ったりとか卸売屋に行ったりしました。その度に、

「バングラデシュのタグ取って」とか、「こんな業界やめたほうがいいよ」と言われたりと

か、やはり日本でもすごくネガティブ。サンプルを持って泣きながら家に帰ることが毎日

でした。その時、起業して 2006 年の 1 年間は、スタッフは私だけだったのでアルバイトも

していました。コーラでお腹をいっぱいにした日も何日もありました。でも、いつか道が

開けるのではないかと思いながらやっていて、1 個ずつ、ちょっとしたセレクトショップで

「まあ、置いてあげるよ」みたいな感じで少しずつお店に商品が置かれるようになって、1
年間で 13 件くらい卸先を獲得したのですが、それでは先がないと思いました。なぜなら、

販売されている売り場に行った際、バッグが潰れて、かわいそうな感じでワゴンの中に入

っていたのを見かけて、工場の皆がこれを見たらすごく悲しいのではないかなと思いまし
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た。また無計画に 13 件をお断りして、私は自分のお店を持とうと思ったのが起業して 1 年

後です。でもお金はなかったです。銀行も貸してくれませんでした。ただ、本当にラッキ

ーなことに TV の CM でビジネスプランコンテストというのが流れて、賞金 300 万円とい

うので応募してみた、それだけです。ファイナルの審査に残った時に、この 300 万円をも

らったら私はお店をつくりたいですと言いました。そうしたら審査員の皆さん全員に、「計

算が間違っている、東京でお店を持つのは 1500 万円くらいかかる」と言われました。確か

にそうです。しかし「300 万円しかないのだから、それでできることを考えます」と言って、

落ちちゃったかなと思ったら翌日電話がかかってきて「山口さんがグランプリです」と言

われました。すぐに国際電話をかけて、工場の皆に「私お店つくるよ」と言ったんです。 
そこから本当に小さい小さい 8 坪のお店ができました。自分で木を切ったりペンキを塗

ったりしたので 250 万円でできました。そこから、新宿の小田急百貨店、日本で一番乗降

客数が多い新宿のターミナル駅で、9 坪のマザーハウスのお店を初めてデパートの中につく

りました。隣がメイド・イン・ジャパンで隣がインポートだったので、小売業界の中でも

批判があって、新商品は本当に回るのかとか、レジのオペレーションは大丈夫かとか。私

がレジをやっていましたのでアタフタして大変でした。けれども百貨店・ファッション業

界は本当にシビアで、全部の売り上げが公開されてしまいます。フロアで私たちはいつも

ビリでした。でも、もっと頑張ろうとか、お客さまの声を聞いてそれをバッグにしようと、

新宿店にいた時に 300 個くらい作りました。現在ではフロアでトップで、9 坪ですがこの店

だけで大きく売り上げを達成しています。また国内では 15 店舗になっていまして、本当に

店長さんたちのおかげです。夢であった銀座や青山にもお店を出しました。ファッション

ストリートでこれだけ頑張っていけているのは本当に皆のおかげだと思っています。店舗

のデザインも大好きなので、お店も木材などにこだわってつくっています。現在、台湾に

も 5 店舗あり、そこでは 20 人のスタッフが頑張ってくれています。 
 

＜スタッフとともに＞ 

これが、私がいつも働いているマトリゴール工場です。マザーハウスをベンガル語でい

うとマトリゴールです。私がこの 8～9 年間やってきたことは何もないと思うのですが、た

だこの職人の表情だけはつくってきた自負があります。なぜなら、新入社員として入って

きた瞬間はもっと荒っぽい顔をしているからです。でも少しずつ変わってきます。例えば

はさみを投げてしまうとき、「なんで投げるの？ちゃんと痛いところを手に持って渡そうよ」

とか、「ちゃんと謝ろうよ」とか、「どうして不良品を引き出しの中に隠すの」とかそんな

ことばかりで、小学校みたいな話で気が遠くなります。設立当初は不良品率が 85％でした。

悪い物だと分かっているので開けないでそのまま送り返したりもしていて、本当に最初は

赤字でした。それでも、「だからベンガル人なんて使えないんだよ」と外国人の皆さんは言

うのですが、分からないな、もう少し見てみようと思って 8 年が経って、現在は不良品率

が 0.8％まで落ちています。本当に皆が頑張ってくれています。 
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私は今デザインをやっていて、また来週から行くのですが、いつも 1 日 3 個くらい作っ

て、「どうかな」と工場の皆と一緒に、現地の素材、革であればなめし工場まで行きますし、

ジュートなら麻の工場まで行きます。本当に作るのが大好きです。色々な商品があります。

最近はネパールのカトマンズにも工房があります。向こうには 5 人、皆で草木染め、ナチ

ュラル・ダイ(natural dye)でやっています。 
これは最後の写真ですが、これが一番

大好きな写真です。工場の皆の集合写真。

やはりこの笑顔が私は大好きで、工場の

皆が、マザーハウスの工場は家みたいだ

からと言って、就業時間が終わってもず

っとしゃべっているのです。でも、イン

ドの工場を見ていた時に、5 時になったら

バーっとタイムカードに走る。走るのが

あまりにも早くていつも何人か転んでい

ます。だけど弊社の工場はやっぱり家み

たいだと様々な方に言われます。そういうところが 1 カ所だけでもできたことがすごく嬉

しいし、これからもバングラデシュとネパールだけではなく世界中にマザーハウスの工房

をつくっていきたい。そしてそれを、ニューヨークとかフランスとか、ヨーロッパやアメ

リカにもお店をつくっていきたいと思っています。それが私の夢です。 
 
そして、最後に皆さんにちょっとした映像を用意してきたのでぜひ見てください。 

 
（以下、ビデオの解説） 
ご存じの方も多いと思いますが、バングラデシュは世界でも有数の人口密度。ものすご

い人。電車の上にも人が乗ります。ジュートは本当に雑草のように生えています。これは

レザー工場です。これはいつもの朝のミーティングです。これでテーブルごとに納期と品

質を確認して、遅い人たちには「駄目だよ」と言ったり、自己管理をしています。これが

工場長のマイヌル・ハック、（通称）モインさんで、彼は今、日本に来ています。日本のお

店で販売したりしています。これはインライン・インスペクション(in-line inspection)。力

仕事なので結構男性が多いです。このミシンはドイツから輸入しています。彼女は工場の

スタッフが 3 人だけだった時に入ってくれた人で、古株です。この工場は一人から始めた

ので。このように革の裁断も手作業で行っています。これは検品セクションです。彼は元々

カレーを作るコックさんだったのですが、生産フロアに入りたいということで頑張って PR
しました。これは私の汚いサンプルルームです。ここで紙の模型、パターンを作って革ま

で縫ってしまいます。私の商品は全て自然からインスピレーションを受けています。です

から名前は Hanabira（花びら）とか Happa（葉っぱ）とか Icho（銀杏）とかです。この
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銀杏は革で、グラデーションを手でスプレーしています。これは本店です。結構広く、50
坪あります。今まで250名のお客さまが私たちの自社工場を訪れてくれたりもしています。

これは日本のスタッフです。 
 
すみません、駆け足になってしまいましたが以上です。今日はありがとうございました。 

 

■司会 

山口絵理子様、ありがとうございました。山口様は引き続きパネルディスカッションに

もご出席いただきますので、質疑応答はその時に受け賜りたいと思います。ここで舞台の

設営の変更を行いますので、お時間を少し頂きます。整いますまでしばらくお待ちくださ

い。 
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パネルディスカッション 
 

■司会 
皆さま、大変長らくお待たせいたしました。ただ今よりパネルディスカッションを行い

ます。ここからは、本日コーディネーターを務めます当財団理事長、堀内光子に進行を代

わりたいと思います。では、堀内理事長よろしくお願いいたします。 
 

■堀内 

皆さん、こんにちは。これから私がコーディネートをしますが、私の役割は進行をきち

んとするということでございます。素晴らしい基調講演をお聞きになって、もう少し聞き

たいと皆さん思っていらっしゃると思うのですが、これからはパネルディスカッションの

部で、専門家の方々にお話をしていただきたいと思います。皆さまのお手元にお配りして

いるプログラムにパネリストのプロフィールが入っておりますので、時間節約の意味で私

の方からはお名前だけで、プロフィールは省略させていただきます。それでは、パネルデ

ィスカッションを始めたいと思います。はじめに、パネリストをご紹介させていただきま

す。私のすぐ左に座っていらっしゃいますのが、今素晴らしい基調講演をしてくださいま

した山口さんです。基調講演でお話しをいただきましたので、ここでは質疑応答のみとい

うことでお座りいただいています。その隣がリナ・カストロさんです。フィリピンの国家

統計局副局長でいらっしゃいます。その左がグロリア・アリーニさんです。シンガポール

の NPO 法人ヌサンタラ開発イニシアティブの共同設立者であり、理事もされています。よ

ろしくお願いします。私から一番遠くに座っていらっしゃるのが吉村先生です。北九州市

立大学都市政策研究所の教授でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。それでは、

並んでいる順番でお一人ずつ 15 分お話をしていただきたいと思います。一番最初のパネリ

ストとしてお話しいただくのはリナ・カストロさんです。 
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リナ・カストロ  フィリピン国家統計局 副局長 

 

こんにちは。この会議にお招きいただき光栄に思います。私から

は、フィリピンにおける女性の起業についてお話をさせていただき

ます。こちらが発表の概要ですが、背景、起業に対する考え方、課

題や問題、そして最後に結論をお話しします。 
 
＜背景＞ 

「今ではフィリピンの女性が経済活動における意思決定、識字率、

経済活動の機会、そして政治においてまで、高いレベルの自律性を

持つようになり、フィリピンでの男女平等は大きな進歩を遂げた」、これは世界経済フォー

ラムの 2012 グローバル・ジェンダー・ギャップ指標で出された見解です。フィリピンはア

ジアの開発途上国の中で最上位にランキングされ続けており、2012 年はトップテン入りし

ています。アジア地域で唯一、教育達成および健康と生存の指数において男女差を縮めた

国であります。フィリピンはサブ指数の中の教育と健康の両方において 1 位、経済参加と

政治への関与ではトップ 20 に入っています。 
しかし、女性がいまだに直面している課題もあります。例えば、調査によると、女性の

小規模起業家は資金不足に苦しみ、貸し手への依存度を高め、過労に陥っています。また、

原料を大量購入できないため原料の供給量が限られてしまい、とりわけ市場への参入は限

定的になってしまいます。インフォーマル・セクター1の女性労働者もまた、低生産性、低

賃金、劣悪な労働条件、長時間労働に苦しんでいます。これに加えて女性の労働者と小規

模起業家は、過労を助長するような家事労働といった無償の労働もこなさなければなりま

せん。 
 
＜起業とは＞ 

では、私たちの起業に対する見方はどのようなものでしょうか。近年、「起業家」や「起

業」という言葉がますます人気を博してきています。フィリピンのような開発途上国では、

起業家は国の豊かさや経済成長を促進する上で重要な役割を担うと見られています。けれ

ども、フィリピンでは起業とは何かという明確な定義が現在のところありません。ビジネ

スの世界で使われるものなど、たくさんの定義が存在しています。そのキーワードは、「創

造性や革新性をもつ独自の製品」であるといえます。他の定義では「ベンチャーを起こし

たばかりの人」ともされています。さらにキーワードとして、「革新性」、「競争力」、「成長

志向」が挙げられます。グローバル・エンタープライズ・モニターは、意欲、革新性、競

1 非公式部門。開発途上国にみられる経済活動において公式に記録されない経済部門のこと。靴磨き・行

商などといった職種から構成されている。（出典：デジタル大辞泉） 
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争力、強い成長願望という特徴を示す起業活動こそが起業であると見ています。世帯所得

と支出に関する家計調査で使用された定義には、「起業活動・家族経営とは、家族のいずれ

かの構成員が会社の運営に従事するかまたは自営業者として活動する、農業および非農業

分野におけるあらゆる形態の経済活動、事業、会社運営である」とあります。 
起業に対する見方には様々なアプローチがあります。例えば雇用という点から、労働力

調査に付随する世帯調査から見た場合には、指標は家族経営農場/事業での性別ごとの被雇

用者数になります。これ以外にも起業活動によって得られた収入源別の見方があり、これ

は世帯所得と支出に関する家計調査から分かるもので、指標は性別・家族主要収入源別に

見た家族分布になります。また、行政ベースの制度からは、貿易産業省(DTI)の会社登記内

容から商号が分かります。これは日本の経済産業省(METI)に相当するもので、性別ごとの

商号登録者の情報が分かります。 
 
＜注目点＞ 

既存の指標や統計の注目点として、

男性よりも女性の方が多く商号登録

を行っていることが挙げられます。男

性名の登録 46％に対して女性は 54％
となっています（右資料参照）。また

それ以外の注目点として、国内取引関

連トレーニング、製品デザイントレー

ニング、その他のトレーニングに参加

している割合は女性起業家の方が多

く、男性起業家は人材育成トレーニン

グにより多く参加しているのが分かります。さらに、2012 年のデータですが、女性起業家

が参加したトレーニングのほとんどは輸出促進や家内産業関連プログラムとなっています。

DTIのプログラム関連では、男性に比べより多くの女性がOTOP（One Town, One Product）、
いわゆる一村一品運動プログラムを利用しています。一方では、女性よりも男性の方が多

く総合的農地改革プログラムの恩恵を受けました。女性よりも男性に対してより多くの雇

用が創出された一方、資金調達や事業開発活動は女性の方がより多く利用しました。 
しかし、事業開発に関しては課題も多くあります。事業を立ち上げるのは男性よりも女

性が多く、女性所有企業の方が男性所有企業より多く DTI の提供するサービスを利用して

います。ただし女性の経営する企業の方が男性経営者の企業よりも長期運営しにくい傾向

があり、女性起業家への DTI サービスはどの部分に注力すべきかを私たちは見きわめる必

要があります。次に資金調達活動に関してですが、皆さんもご存じの通り男性よりも女性

の方が多くマイクロファイナンス（小規模金融）を利用しています。しかし、小規模企業

の起業家が事業登録を更新する割合は、男性 55％に対して女性 45％と男性が上回っていま
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す。一方で、新規事業登録数の男女比を見ると、男性 46％に対して女性 54％と女性の方が

多いことが分かります。このような男女差が見られます。 
次に事業発展に向けた課題ですが、女性が事業を立ち上げることはできますが、持続す

るには困難があります。DTI にとっての目下の課題は、彼女たちの事業をいかにして持続

的で成長・発展可能な、競争力を持つものにしていくかということです。 
これはある種の中小零細企業に対

する戦略開発です（左資料参照）。こ

こでの主要要因はマーケットシステ

ム開発、地域での経験、国際的ベスト

プラクティス、公的・民間部門の対話、

グローバルな傾向、そしてもちろん、

効果的なモニタリングや実行のシス

テム作りです。2011 年から 2016 年

までの中小零細企業計画は、男性・女

性起業家が運営するビジネス環境の

主要な特徴についての分析、男女の役割を考慮した上で制約や可能性を詳細な部分まで理

解すること、そして最も重要なのが、ジェンダーあるいはジェンダー的側面をこの課題で

いかに主流化できるか把握することです。そしてフィリピンのように女性企業主が登録企

業の半数以上を占め、サービス利用に制約がないような国においては、彼女たちの起業家

としての可能性は経済成長のために国が生かすべき競争上の強みであります。 
ですから、DTIは女性所有事業の競争力に対する支援における主要素を設定しています。

例えばより良いビジネス環境という要素ですが、起業家には投資の機会が与えられ、簡単

に事業登録できます。また、生産性と効率性の要素では、特定のスキルを身につけること

ができます。更に、金額に見合った価値という要素では、消費者福祉政策でニーズに対応

する仕組みになっています。加えて、良い統治（グッドガバナンス）という要素では、行

政システムや取引における透明性や一貫性の向上を挙げています。 
2006 年から 2007 年にかけてフィリピンで実施されたグローバル・アントレプレナーシ

ップ・モニター（Global Entrepreneurship Monitor : GEM）による調査も注目されます。

主な点をあげると、フィリピンでは低所得者の多くが女性であるだけでなく、小規模企業

の 95％に女性が関わっています。小規模企業は経済発展の原動力です。フィリピン人女性

は男性よりも起業に積極的で、フィリピン人 5 人のうちの一人、すなわち 1 千万人の成人

フィリピン人は創業期起業活動に携わっています。世界的に見ると、フィリピンは女性起

業家の数では 42 カ国中 2 位で、新たに創業する 10 社のうち 6 社は女性起業家によるもの

です。しかし、事業が発展していくと事業主の男女比に変化が見られます。起業してから

の年数と人数をみると、事業開始から 3 カ月半を経過した時点で、女性所有企業は 69％、3
カ月半から 42 カ月で 51％、42 カ月以上で 44％と減少していきます。女性が企業主である
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のは事業が安定して夫がフルタイムで事業に関与するまでの間であることが見て取れます。

女性は家族の時間管理が事業を継続していく最大の障害になっていると述べています。 
また労働力調査からの統計では、雇用者の 28％は従業員を持たない自営業者で、そのう

ちの 27％が女性です。そして 3％が家族経営事業の雇用主でそのうち 2％が女性となってい

ます。主な収入源に関しては、女性が世帯主である家族の 35％が賃金や給与からとなって

いる一方、16％は起業活動から得ていると答えています。 
 
＜女性の経済参加を実現する環境＞ 

さて、私のプレゼンの最後の部分ですが、女性の経済参加を実現する環境についてです。

私はこれが非常に重要だと思っています。フィリピンの輝く女性（GREAT Women）プロ

ジェクトについてお話しいたします。GREAT（Gender Responsive Economic Actions for 
the Transformation）とは、女性の変革のためのジェンダー視点を持った経済活動プロジェ

クトという意味で、女性の経済参加、特に小規模企業を中心として男女共同参画での経済

活動を促進、支援するガバナンスや能力開発のプロジェクトです。フィリピン大統領府女

性委員会（The Philippine Commission on Women : PCW）は、フィリピンにおける女性

の地位向上のための国家機構で、同プロジェクトの主要推進機関です。そしてこの委員会

は中小零細企業の事業発展のため、各省庁と連携して同プロジェクト活動を支援するため

の地方政府プロジェクトの選定を行っています。この輝く女性プロジェクトは、今や地域

の女性が生産した製品のブランドとなっています。これはその女性たちが集まっている様

子、こちらは実際の商品です（左資

料参照）。輝く女性ブランドは商品の

価値向上や、より広い市場と繋がる

だけにとどまらず、女性起業家の生

み出す製品への需要をさらに高めて

います。これが開始されたのは 2013
年ですが、ブランドのサプライチェ

ーン（供給網）を構成する女性や関

連コミュニティにおいて、新たな雇

用や収入を得る機会が増えるといっ

た間接的な効果もあると見られています。さらに女性は公正な取引価格で商品を販売する

ことができるという恩恵も受けます。こちらにも商品の一部が紹介されています。女性起

業家のほとんどは、資金が事業拡大や新たな市場への参入において最も重要な要素ととら

えています。しかし、高品質の製品を作ったり生産数量を維持したりする能力も同時に重

要です。これらを支援するために私たちは力を尽くし、多くの NGO を設立してきました。

女性起業家は一つの市場だけでなく、少なくとも二つの市場に参入できるよう製品を開発

しなければなりません。（スライドの）ここでも強調されていますが、レベル 1 から開始し
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て、最初のアセスメント、そしてホームワークが終了すればレベル 2 に進みます。輝く女

性ブランドはレベル 3 までで、レベル 4 に到達するとデザイナー・ブランドになれます。

本プロジェクトは 7331 人の女性小規模起業家に事業開発サービスを提供してきました。 
成功の事例をお見せします。

彼女たちは織物、ニット製品を

生産しています。両方とも織物

職人ですが、先住民または民族

グループと呼ばれる出身です。

こちらも成功事例ですが、女性

の食品加工業者です。 
こちらは多くの省庁や地方政

府が提供する教育訓練制度や支

援制度です。これには資金調達、

包装、市場情報、トレーニングの提供その他数多くのものがあります。こちらも別の支援

を紹介しています。食品製造分野に参入した人たちには、食品栄養研究所が包装技術を教

えます。こちらは食品を輸送、商品として販売するための技術の支援を示していますが、

パン製品、民族料理、スナック類、フィリピン特産のマンゴーなどがあります。 
次に、能力開発支援として、ジェンダーと開発人材バンクを立ち上げています。この団

体は技術的支援、能力開発、女性の経済参加支援の専門家や支持者から成り、支援を行っ

ています。 
こちらの指標もご覧ください（左資

料参照）。農業従事者の約 4 人に 1 人

は女性で、その数は 294 万 3 千人（全

農業労働者の 28.0％）です。果物が

ここで包装されています。農業ビジネ

スは2010年に267万件の雇用を創出

しました。ココナツオイル、バナナ、

パイナップル、たばこ、海藻類が最も

高付加価値の輸出品です。 
サービス施設も充実させており、連

絡先要覧、またエンタープライズ・デスクと呼ばれるヘルプデスクも設けています。これ

を全国の様々な地域に整備しています。こちらはそれぞれの事業場所と展示製品です。 
最後にご紹介したいのは、ニューヨークでの彼女たちの成功です。輝く女性プロジェク

トで訓練を受け起業した女性小規模起業家による芸術的な手工芸品が、国連女性の地位委

員会（Commission on the Status of Women : CSW）の会合の際に、米国ニューヨークの

国連本部に展示されました。 
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こちらは省庁や各機関の役割や連携を示していますが、民間部門、サブ部門、中央政府

機関、その他のステークホルダー（株主、債権者）、そして女性たち自身も、すべての関係

者が生活の質向上と貧困の削減を目指して努力しています。小規模企業の発展は女性の経

済参加に向けた実効性ある戦略といえますが、事業の発展や持続には課題が残されていま

す。 
結論として、小規模企業の成長や発展は経済を活性化させ、男女平等や社会的公正を促

進し、社会の発展に拍車をかけ、環境保護を推し進めることは間違いありません。それは

最終的に生活の質向上や貧困削減につながると信じています。どうもありがとうございま

した。 

 

■堀内 

リナ・カストロさん、ありがとうございました。カストロさんの方からは政府側から見

て実際にフィリピンでの女性起業家の現状についてお話しいただきました。カストロさん

から説明があったようにフィリピンは、現在男女平等がアジアの中で最も進んでいる国で、

世界の中でも常にトップテンに入る男女格差の少ない国です。その中で、起業家の現状と、

それから女性の起業家にはたくさんの課題があるということで、女性起業家にビジネス環

境として何が必要かをお話しくださいました。ありがとうございました。 
 
それでは引き続きまして、グロリア・アリーニさんの方から、お話しいただきます。ア

リーニさんは今のカストロさんと違った視点で、NPO で実際に活動しているご体験の中か

ら起業家のお話をしていただけると思います。では、よろしくお願いします。 
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 グロリア・アリーニ 
  シンガポール・NPO 法人ヌサンタラ開発イニシアティブ(NDI) 共同設立者・理事 

 

こんにちは、皆さん。このような高名な会議のパネリストと

してご招待いただき誠にありがとうございます。本日はあるス

トーリーについてお話ししたいと思います。暗闇、光、そして、

ある特別な女性たちのストーリーです。NDI は女性たちがソー

ラーランプの起業家になれるよう支援するという、やりがいの

ある課題に取り組んでいます。まずは私たちの事業に関するビ

デオをご覧ください。 
 

 

 

【ビデオ訳】 
完全な暗闇の中での生活は、人間から力を奪います。しかしインドネシアや世界の国々

では、何百万人もの人びとが日々このような生活を送っているのです。このような村に見

られるような、基本的に明かりがないという問題に対して、持続可能で長期的な視点を持

ちながら解決に当たるにはどうすればよいでしょうか。私たちは、農村の女性を支援し、

ソーラーランプの起業家として育成しまし

た。彼女たちは、自分たちのコミュニティの

内外を問わず、ソーラーランプを届ける仕事

をしています。われわれは彼女たちを「マザ

ーズ・オブ・ライト（Mothers of Light : 光
の母）」、インドネシア語では「Ibu Rumah 
Terang」と呼んでいます。 
 

マザーズ・オブ・ライトＡ氏：自分がこのような仕事をするようになるなんて、思って 

もいませんでした。今では、まるで有名人のような気分です。 

 

マザーズ・オブ・ライトＢ氏：以前は仕事がなかったので、収入もありませんでした。 

NDI の「マザーズ・オブ・ライト」プログラム開始後は、ランプを販売するために色々 

な島に行っています。 

 

NDI 共同設立者：市場に行く以外で、女性たちが目的なく外出することは、通常ないこ 

とです。女性が家から出た瞬間に・・・今までとは全く違うことを経験することができ 
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ます。島の知らない人を相手に販売活動を行っているということから自信が生まれるの 

だと思います。 

 

前村長：彼女たちは自信を持つようになりました。主婦たちはやる気があり、仕事も日々 

向上しています。私はとても満足しています。 
 
母親は、社会の基本的な構成単位です。全てが母を中心として成り立ちます。もし母親

に、家族の生活を改善するための機会が与えられれば、長期的にはこの母親が子どもたち

に力を与えます。 
 

マザーズ・オブ・ライトＣ氏：例えば、いつも塩辛い魚ばかり食べさせていて鶏肉を欲 

していた子どもたちに、ランプの売り上げから鶏肉を買ってあげることができます。 

 

A 氏：少なくとも、私たちの子どもがわれわれのように基礎教育しか受けられないとい 

うことはないでしょう。高等教育を受けて、成功することができると思います。 

 

B 氏：私は学校に行っていません。以前は読み書きもほとんどできませんでした。今は 

「光の母」と呼ばれることに喜びを感じています。 

 

村長夫人：将来的に私の子どもたちには、女性であっても、自分の家族だけではなく、 

なにより周りの人にとって役に立つ人間になってほしいと願っています。 

 

NDI 共同設立者：これはある意味、「母である」ことの精神、本質を具体化していると言 

えるかもしれません。母は家族に光をもたらし、また生活にも光をもたらすのです。 

 

 
皆さん、お楽しみいただけたでしょうか。では夜の暗闇に浮かび上がる世界地図をまず

はご覧ください。こちらの大変明るい部分は、今私たちのいる日本です。南の方を見てみ

ると、この大きな一塊が実はインドネシアです。ここで私は育ちました。インドネシアの

多くの地域では、夜間は光のない暗闇です。インドネシア人の 4 人に一人は電気のない生

活をしています。多くの人たちがまだ灯油やろうそくなどに頼るしかありません。子ども

が灯油ランプのある部屋で一晩寝ると、1 日に 2 箱の煙草の喫煙に相当する煙を吸い込むこ

とになります。事実、世界中で屋内大気汚染のために 20 秒ごとに一人が命を落としていま

す。皆さん、これが私たちが終わらせたいと思っているエネルギー貧困なのです。解決策

は存在しますが、必要な人たちにまで届いていないのが実情です。そして農村部の人びと

にそれらが届くまでの間に高額なものになります。 
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NDI が行っているのは、エネルギー貧困と闘うことができるようなモデルをつくること

です。インドネシアの人里離れた農村に住む女性に力を与えてソーラーランプの起業家に

します。NDI の訓練を受け、必要な家庭にソーラーランプを届ける仕事です。私たちは女

性による女性のための、女性を中心とした供給網を構築しています。 
ここで、「なぜ女性なのか」という疑問を持たれるかもしれません。男性と女性とではエ

ネルギー貧困によって経験する問題に違いがあります。特に農村部の女性は、男性よりも

エネルギーの問題によって苦しめられています。分かりやすい例を挙げてみます。夜間外

を一人で歩く女性は暴力を受けるかもしれませんし、その危険性は男性よりもかなり大き

いです。家にいる時でさえ、夜に料理や皿洗いをしている時には灯油や天然ガスといった

有害な燃料に身近に接することが多いと思います。ですから、もしエネルギー貧困が人間

であったら、それは女性かもしれません。 
しかし、エネルギー貧困という困難を背負っている人びとそのものがまた解決策でもあ

り得ます。これが私たちの理念です。女性を貧困との闘いの前線に置くと、その成果は倍

増するという調査結果があります。USAID（United States Agency for International 
Development : 米国国際開発局）の研究によれば、女性が稼ぐ 1 ドル当たりに家族に再投

資される額は 90セントであるのに比べて、男性の場合は 40セントにとどまっています。 女
性に何かを教えると彼女たちは姉妹、友人、隣人、市場のコーヒー売り場の女性などに知

識を拡散してくれます。女性は幅広いネットワークを持っています。NDI は女性をコミュ

ニティにおける潜在的な資産とみなし、起業を通して彼女たちを育成したいと考えていま

す。 
しかしその道のりは容易ではありません。私たちがプロジェクトを開始した時、女性で

はなく男性がこの機会を利用して副収入を得ることに興味を持ちました。インドネシアの

家父長制社会では、男性は教師であり、公務員であり、そして食品販売業者でもあります。

男性たちは、自分たちは女性よりも幅広いネットワークを持っていると考えています。男

性の方がより自由に動け、また人との会話にも長けています。でも女性にはそれがありま

せん。ですから、女性だけが対象と知って多くの人は驚きました。女性を対象にしたプロ

グラムは非常に限られていますし、ましてや女性を中心にしたものはほとんどありません。

女性たちに働きかけることには特別な努力を要しましたが、それは彼女たちが普段は家庭

にこもっていて人目にあまり付かないような場所で生活しているからです。例えば、私が

村へ行った時、文字通り全ての扉を叩き、彼女たちに家の外まで出てきてもらわなければ

なりませんでしたが、それでも彼女たちは戸惑っていました。ある人には、「そんなことし

たことがないので、どうやって人と話したらいいのか分からない」と言われました。また

「家事と子どもたちの世話で手が一杯で、時間がありません」と言う人もいました。一方、

「私はすごく内気なので、人と話して売るなんてできるとは思えない」と固辞する人もい

ました。当初直面したこのような課題は、いまでも残っています。これは実に難しい課題

です。 
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しかし次第に、これらの特徴を理解しながら女性たちに合わせた起業家プログラムを作

れるようになりました。女性起業家を選定する際の私たちの判断基準のひとつは、ご主人

のサポートが得られるか、また移動手段があるかどうかです。移動手段があれば家から外

に出ることができます。さらに、できる限り双方向で個人に合わせたトレーニングを実施

します。彼女たちの多くは教育を受けていないので、読み書きが十分にできません。これ

は女性がより効果的に学ぶための後押しをするプログラムです。そしてプログラム終了時

には彼女たちの卒業式を行います。女性たちにとって、これは大変誇らしく大切なイベン

トです。多くは学校に行ったことがないわけですから卒業もしていませんし、大変嬉しい

と皆が言います。 
私たちのプログラムは三つの革新的な手法で知られています。まず、プログラムの強力

なブランディング（商標（ブランド）をつけること）です。プログラムに参加している村

の女性たちは Ibu Rumah Terang、英語でマザーズ・オブ・ライト（Mothers of Light : 光
の母）と呼ばれます。プログラム終了時にはプログラム T シャツやビジネス・イン・ア・

バッグを提供されますし、外来のコンセプトである名刺まで渡されます。こういったもの

がブランディングを強化しています。このようなブランディングの理由は、女性たちにア

イデンティティを持ってもらい、地域のためになるいい仕事に就いているという自信や幸

福感を感じてほしいからです。 
二つ目は、金融への受け入れの課題に対する取り組み方です。通常、女性は事業を立ち

上げる前に資金を借りなければなりません。これはマイクロクレジットと呼ばれています。

NDI が取っているのは、売り上げが発生する前ではなく後でお金を返済できる方法です。

多くの女性たちは起業するのが初めてのことが多いからです。これで、返済できずに負債

を抱えてしまうという問題を克服できますので、リスクを減らすことができます。 
最後に、インドネシアの多くの村人たちは、スマートフォンではなくシンプルな携帯電

話機を持っています。そこで私たちはシンプルな電話、モデム、コンピュータだけを利用

した携帯通信技術を開発しました。起業家は私たちにショートメッセージを送信し、こち

ら側では画面上にその情報が表示されま

す。これが実際の画面です（左資料参照）。

こうして私たちは情報を受け取り、ラン

プや在庫のデータを簡単に追跡すること

ができます。これは、われわれがスキル

アップし、より多くの村と連絡を取るよ

うになるにつれて、更に役立つのです。 
今までに、25 人の女性起業家の訓練を

してきました。彼女たちは、より質の良

い安全な電灯で 1 万 2 千人の生活に光を

届けました。人びとは電気の届かない地域で暗闇におびえながら暮らすことから解放され
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ました。この良質なソーラー技術は農村部で役に立つばかりでなく、都会の人びとにも重

宝されることが分かっています。私たちの友人から聞いた話ですが、シンガポールでこの

ランプは、キャンプ、ハイキング、夜のサイクリングの際などに大変人気があるそうです。

これら全てが有用ですが、この大きなランプは携帯電話やスマートフォンの充電もできま

すので節電にもつながります。私たちは都市での市場に的を絞ったソーラー製品のキュレ

ーション 2も実施しています。これらは私たちの IT コレクション、通称 the it collection で

す。取引先にはラグジュアリー・ホテルもありますし、シンガポールやインドネシアの会

社の CSR、つまり企業の社会責任を担当する部署と連携して企業のギフト用にこれらのラ

ンプを提供もしています。企業からの評判は今のところ上々で、大変大きな励みとなって

います。企業との取引で売り上げたお金を農村部でのプログラムに還元することができる

からです。このように社会的起業として活動しています。 
また、私たちのプログラムは国内外の様々なメディアに取り上げられていることも大き

な励みとなっています。実際に、今年の 9 月には、インパクト・ジャーナリズム・デーの

一環として朝日新聞に掲載されました。また、過去数年の間に国内外のコンテストで幾つ

かの賞を受賞したことで私たちのやる気は高まりました。現状モデルをインドネシアのよ

り広い地域で展開することで、より多くの光を届け、より多くの女性に雇用の機会を提供

し、電気の引かれていない村々に電灯を提供することができます。 
最後に、ある女性起業家のお話を紹介

します。彼女の名前はイブ・ザイマ、マ

ダム・ザイマといいます。（写真の）ボ

ートの先頭から手を振っているこの女

性です。彼女が働く地域は島の中に村が

点在しており、実際このようにボートで

島から島へと移動しています。車やバイ

クには乗りません。2010 年にイブ・ザ

イマがプログラムに初参加した時、私た

ちの心配は決して小さくありませんで

した。そうは見えないかもしれませんが、彼女は 60 歳でお孫さんもいます。小学校も出て

おらず、書くことはほとんどできません。本当に心配でしたが、彼女の学ぶ情熱はかなり

のもので、ボランティアも熱意をもって教えました。それでどうなったと思いますか？彼

女はその後 6 カ月の間に 70 個ものランプを売りました。これは同僚たちや他の起業家の中

で最も大きな売り上げです。私たちは彼女を誇りに思います。まとまった額の報酬を受け

取ったら何に使いたいか聞いたところ、「歯を綺麗にしたいわ」と冗談めかして言っていま

2 IT用語としては、インターネット上の情報を収集しまとめること。または収集した情報を分類し、つな

ぎ合わせて新しい価値を持たせて共有することを言う。語源は、博物館や図書館などの管理者や館長を意

味する「Curator(キュレーター)」からきている。（出典：『知恵蔵 2014』） 
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した。彼女の歯はすっかり悪くなっていたものですから、治療に使いたいと。それから真

剣な表情になって、家族にとって収入が増えることは実にありがたいとも言いました。彼

女の夫はしばらく病を患い働くことができなかったので、彼女が唯一の稼ぎ手になったの

です。このような、実際に人びとの生活にインパクトをもたらしている話を聞くと本当に

うれしくなります。そしてそれこそが重要なことです。私がイブ・ザイマの自宅を訪れる

と、居間の壁全体が写真や記念品、トレーニングの終了証で埋め尽くされていました。彼

女は、それらを見ると 60 歳で小学校さえ出ていなくても、人助けのために色々なことがで

きるんだと実感できるし非常に誇らしいと言います。ですから皆さん、エネルギー貧困の

撲滅に向けてイブ・ザイマのような女性を増やし、女性たち一人一人に力を与える私たち

のプログラムへのご支援をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 
 

■堀内 

どうもありがとうございました、アリーニさん。素晴らしいお話で、要するに最後のス

ライドでお見せしたように、人びとの能力を伸ばす、あるいは可能性を開花させることが

重要であるということで、起業の支援をしてくださっているインドネシアの実例をご説明

くださいました。ありがとうございました。それでは、最後に、吉村先生に日本の状況を

お話しいただきます。よろしくお願いいたします。 
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 吉村 英俊  北九州市立大学都市政策研究所 教授 

 

皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました北九州市立大学

の吉村と申します。今日は、北九州といいますか、東京や大阪といっ

た大都市ではない地方都市の起業の実情と課題について、最初にお話

ししたいと思います。その後、私はこの 5 年ほど、ずっとベトナム

のものづくり企業のお世話をしているのですが、その一環で友人にな

ったベトナムの女性起業家をご紹介したいと思っております。 
では、まず最初にスライドを見てください（下資料参照）。これは

スウェーデンとの比較です。見ての通り、

専業主婦率が非常に日本は高いです。ま

た、女性の管理職の割合は逆に非常に低

いです。これは俗にいう非正規労働者の

比率です。男女ともだんだん高くなって

きているのですが、女性においては 6
割、10 人のうち 6 人が非正規というか

たちになっています。こうした状況にあ

って、働き方の変貌というか、これまで

の企業に雇われる受け身の働き方から、

今日のテーマでもあります自ら起業していく、こういうふうに働き方を変えていくべきで

はないかと思っているところです。 
「起業」というのが今日のテーマであるわけですが、今回も色々とお話がございました

けれども、起業が抱える課題は幾つかあります。資金、人材、そして販売先の確保、さら

にはご自身の経営知識の習得など、こういった課題がたくさんあります。起業をしたいけ

れども色々な課題があるということです。 
これに対して、行政機関、市役所や県庁が中心になって色々な支援をしているわけです。

その支援についてまずご紹介したいと思います。これは北九州市の事例です。相談・指導、

人材育成、事業所の提供、販路開拓の支援、そして資金調達のサポートなどを手厚く行っ

ております。 
一つ一つご紹介します。まず相談・指導ですが、ご存じのように起業家の方は、経営、

税務、資金繰り、販路など色々な課題を抱えています。そういった中で、例えば北九州市

にあります中小企業支援センターなどが窓口をつくって、専門家が無料で色々な指導に応

じています。 
人材育成については、起業の心構え、財務、会計、事業計画の作り方などをセミナーと

いうかたちで、色々な機関が提供しています。後で少し、女性向けのセミナーをご紹介し
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たいと思います。 
これは事業場所です。北九州市においては起業家のために 5 つ事業場所を造っています。

もちろん立地の良い所に造り、安い家賃で提供しているわけですが、一番のメリットは信

用力の確保です。この施設に入るためには厳しい審査がございます。この審査にパスして

事業所に入っているということは、言い換えると、このビジネス、この方は信用があると

いうことを、色々な方に証明することになっております。こういった施設が 5 つもありま

す。 
一番の課題であると思いますけれども、資金調達です。大きく分けて、融資と補助金が

あります。融資については色々なところがやっています。要するに低利子融資ですね。起

業家にはなかなかお金を貸してくれないわけですが、市役所や県庁、他にも色々な金融機

関が起業家向けの融資を準備しております。北九州市の場合は開業支援資金ということで、

事業資金の 2 分の 1 以上の自己資金等を持たれているこれから創業しようとする方、もし

くは創業して 5 年未満の方に、1500 万円を上限に融資する制度がございます。 
これは補助金です。先ほどの融資は返さなければならないお金ですが、補助金は返さな

くてもいいお金です。要は、研究開発は非常にリスクが高いわけですから、それに対して

は融資ではなくて補助金を提供させていただこうというものです。これも幾つかあります

が、代表的なものとして二つ挙げております。起業家および中小企業が独自でやる研究開

発については、1 年あたり上限 500 万円の補助金を出す制度があります。また産学官、大学

や行政の研究機関と共同で行う研究開発については、1 年間に 700 万円以内で 2 年間です

から、最大 1400 万円の補助金を提供する仕組みがございます。 
これは販路開拓です。販売先の確保は非常に大きな問題です。ですから、市役所がまず

は起業家の方々の商品やサービスを購入してあげて実績を作ってあげよう、または東京や

大阪の大規模、全国規模の展示会に出展する時の費用の一部を助成するといった制度がた

くさんございます。 
これは女性のためだけの制度です。先ほどは色々な起業家のための勉強会、セミナーが

あるというお話をさせていただきましたが、ここに載せていますのは、ムーブが提供して

いる女性起業家支援塾というものです。これは、日本政策金融公庫、よく「国金」と呼ば

れるところですが、そこが提供している同じくセミナーです。さらに、入口でもお配りし

ていたと思いますが、こういったひびき信用金庫が主催しております女性創業塾などもあ

ります。最近は、女性を対象にした色々な創業塾というか、起業塾がたくさん開催されて

おります。 
たくさんの女性起業家が北九州にもいるのですが、ここでお二人の方をご紹介したいと

思います。一人は株式会社 SCAi の方です。最近よく、社会人基礎力として若い方にコミュ

ニケーション力が必要だと言われています。このコミュニケーション力に着眼して、話し

方教室や企業研修などを広く展開されている方です。二人目は株式会社フィルドサイエン

スの方です。よく台風などで山の木が倒れてしまうと間伐材になって使えなくなってしま
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います。この使えなくなった間伐材に着眼して、間伐材を使って殺菌、消臭、防カビとい

った作用を有した、人と環境に優しい様々な製品を作られている方です。他にも多くの方

がおりますが、今日はお二人だけご紹介させていただきました。 
今までが、この図（左資料参照）では

じょうろで水をやっている支援策のとこ

ろです。起業の方を育てようとして色々

な支援を、行政機関をはじめ商工会議所

など色々な所が行ってきたわけです。実

はもう一つ重要なことがあります。それ

は下の土の部分です。要は起業したいと

いう人がたくさんいて、それを発芽させ

ることが重要です。そのためには土が肥

えていなければなりません。言い換えれ

ば、起業家精神がこの地域になければ、支援策をたくさん講じても、なかなか思い通りの

成果が出ないということになります。 
そこで、この土、起業家精神について少しお話ししたいと思います。これはよく出てい

るグラフですけれども、開業率と廃業率です。これから新しく会社を起こす比率と会社を

閉じてしまう比率なのですが、1980 年代の半ばくらいを境にして、会社を閉じてしまう比

率の方が多くなっています。これは全国のデータですが、北九州も同様です。 
これはつい最近新聞に出ていた記事ですが、「起業に関心がない」と答えた若者の比率で

す。残念ながら日本では 6 割の人が起業に関心がないと答えています。他の国に比べて断

トツに高いわけです。 
ネガティブな話ばかりしますけれども、これは起業家精神の醸成ということで、北九州

市立大学である特定の人たちにアンケートした結果です。将来の願望ですね。大学を卒業

して何になりますかと聞いた時に、「起業」と答えた人はわずか 2％しかいません。100 人

いて二人ですよ。最初は会社員や公務員になるけれども、30 歳 40 歳になって起業をしても

いいなという人もいると思うのですが、そういった意味で、将来的に見て起業への関心は

どうですかと聞いてみても 16％しかありません。 
では、大学における起業家教育はどうなっているかということですが、文部科学省の調

査結果では、大体 4 割の学校で起業家教育を行っています。われわれが住んでいる北九州

市そして下関市には 21 の大学・短大がございます。その中で何らかの起業教育をしている

のはわずか 5 校しかありません。4 分の 1 にも満たないわけです。これではなかなか起業し

たいという人は出てこないわけです。ここに書いてあるように「笛も吹かぬし、踊りもし

ない」という感じです。 
実は、私は大学の先生になってまだ間がないのですが、3 年ほど前から起業教育を始めま

した。起業家の方に実際に学校に来ていただいて、「起業家ってこんなに面白いんだぞ」と。
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今日も山口さんに色々とお話ししていただきましたけれども、そういったお話を地元の起

業家の方に話してもらいます。その後、何でもいいから実際に自分でビジネスプランを書

いてみなさいというのを試験の代わりにしています。そして、本当にやる気のある人、ま

た私が見て結構いいなと思うビジネスプランを、九州地区全体で行われている大学発ビジ

ネスプランコンテストに応募するようにしています。昨年は応募した人が見事優秀賞をも

らいましたが、残念ながら今年は誰も応募してくれませんでした。「これをやったらすごく

勉強になるぞ、いい経験になるぞ」と随分鼓舞したのですが、経営学科の学生ですら、こ

ういった状況です。 
 
では、少し話を変えます。今度はベトナムの話なんですが、色々とてんこ盛りで申し訳

ないんですけれども、先ほど申し上げましたように、ここ 5 年ほどベトナムのものづくり

企業、中小企業の底上げの仕事をしておりまして、ここ最近は 1 カ月に 1 回行っています。

そういった中で、色々と若い方と接する機会がございます。その時に、よく聞くんです。「将

来何になりたいですか？」「将来の夢は？」と大体 30 歳くらいの人に聞きますと、「社長に

なりたい」と大体答えてくれます。「本当に大丈夫？」と思うような人でも「社長になりた

い」と言いますね。この気持ちが大事だと思います。彼らは明るいですよね。われわれ日

本人というのはよく仮定法過去完了的な話をします。「あの時こうしていたらこうだったの

にな・・・」みたいな話です。そんなことを思ってもどうにもならないけれど、でも彼ら

はそんな話は絶対にしません。明日はきっと今日より良くなるだろうみたいな話をします。

この気持ちが大事だと思います。 
最近、よくブリッジ人材という言葉を聞きます。日本に留学された方が帰国して、お互

いの国を繋ぐような仕事をしている方です。九州にも立命館アジア太平洋大学なんかもあ

りまして、そういった大学の卒業生などがブリッジ人材として頑張っておられるわけです。

今日はそういった方をお二人ご紹介します。私の友達です。 
一人は SEIKO IDEAS。SEIKO は「成功する」の成功です。この方たちは会長と社長で

すが、ハノイの大学で日本語を勉強して日系企業に入られて、その後国営企業に転職し、

そこから日本に派遣されたという経験を持たれています。2007 年に独立して、最初は通訳・

翻訳からスタートしたのですが徐々にビジネスを広げていって、マーケティング調査を代

行したりコンサルティングを行ったりして、現在では従業員 13 名にまで増えています。日

本人以上に心遣いに秀でている方です。メールなどを頂くと、どちらが日本人か分からな

いといった感じがします。 
もう一人、これは MINORI という会社です。名前を付ける時に色々相談を受けたのです

が、MINORI は色々なものが実るという意味です。彼女も同様に、子どものころから日本

にずっと憧れていたそうで、大阪外国語大学、今の大阪大学ですが、そこに留学されてま

すます日本が好きになった。それで帰国してから翻訳や通訳のお仕事をしていたわけなん

ですけれども、その中で日本の方と色々接するわけですが、その時に、日本人の長期滞在
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者向けの、痒い所に手が届くようなアパートが無いということに気が付いたのです。そこ

で 2013 年 3 月に起業して、長期滞在者用のアパートを今管理しています。現在満室です。

やはりきめの細かい、痒い所に手が届くようなことをやっていますので、ニーズがあって、

今は 2 棟目を探しているという方です。こうした方々がたくさんおられます。皆さん「社

長になりたい」ですよ。この気持ちが本当に大事だと思います。 
 
最後になりますが、女性とか男性とかを抜きにして、起業家を創出育成するのに必要な

ものは三つあるかと思っています。一つは最初にご紹介させていただいた、色々な支援事

業です。お金の融通をつけてあげたり、販路開拓をサポートしてあげたりということです。

しかし、実はもっと重要なのは、後でご紹介させていただいたチャレンジ精神やそれを生

み出す地域の風土です。それが非常に重要なのかなと思っています。北九州というか、日

本の地方都市においては、事業支援は十分にあると思います。根腐れするくらいあると思

うんです。だけどチャレンジ精神とか、それを醸成する風土が欠けているのかもしれない

と思います。逆にベトナムへ行くと、チャレンジ精神は非常に旺盛ですが、事業支援がま

だ十分ではないというのが現状かなと思っています。以上雑ぱくですけれども、日本とい

いますか北九州を中心とした事例に地方都市の起業の実情と課題、そしてまたベトナムの

起業家のご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。 
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ディスカッション 

 

■堀内 

吉村先生、ありがとうございました。

今まで皆さん、開発途上国の女性の起業

のあり方をお聞きになったあと吉村先

生から北九州市そして先進国の状況も

お話しいただきました。重要なのは、精

神なのか、それとも支援なのかという大

きな課題を出してくださいました。それ

では、それぞれパネリストの間で、何か

ご質問したいという方はありますか？特にありませんか？ 
 
それでは、山口さん、フィリピン政府からの話とか、インドネシアの NPO の話、そして

今吉村さんの日本の支援と状況等をお話しいただいたのですが、ご自分が起業をして、こ

んな支援があったらよかったなというようなのはございましたか？それとも、ご自分は「や

りたい」ということでやって、それが起業家としての原点であると思われますか？その辺

について、それぞれのお話を聞かれて、感想で結構ですので一言お話しいただけたらあり

がたいと思います。 
 

■山口 

日本は女性が起業するのがとても大変だとよく言われますが、私の場合はビジネスプラ

ンコンテストも含めて、女性でラッキーだなと思うことが山ほどあったので、そこまでネ

ガティブには思っていないのが一つと、ただやはり、バングラデシュでは女性が外に出る

ところからハンデを感じるので、日本はそういう意味でもラッキーだと思います。 
 

■堀内 

そうですか、バングラデシュから見ると、日本は女性が社会で働くことについて制約が

それ程ないから、日本の方が可能性が高いとうことですね。では、最後にご報告された吉

村先生はいかがですか。バングラデシュとの比較で山口さんは日本は女性起業家の環境が、

ある程度整っているというご感想をお持ちになったのだと思いますが、吉村さんは最後に

とても重要な点をご指摘されておられました。要するに起業家精神があるのか。起業家支

援は日本にはあるけれども精神が欠けているのが課題だというお話をしていただいたと思

うのですけれども、その点ではいかがですか。今の山口さんの、女性の起業家の環境は、

日本は相対的に良いのではないかというお話なんですが。 
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■吉村 

女性に限らず新しい事業を生み出していく環境が、支援策という視点では恵まれている

と思います。東京や大阪といった大都市には、非常に活発な方もたくさんおられるので、

そうした支援策を獲得するのも非常に厳しいと思うのですが、逆に地方というところは、

最近でも地方再生ということで色々なことが言われていますが、地方はどちらかというと

「頑張ってください！」と言うけれども、なかなかそれに手を挙げてくれる人が思ったほ

どいない。需要と供給でいえば、需要よりも供給が多い供給過多になっている状況だと思

います。そういったところが、起業などを抜きにして、今、地方の課題ではないかなと。

ですから学生に聞いても、どちらかというと公務員とか地方の銀行とかを志向する学生が

多いのが現実です。そこのマインドといいますか、そこを変えていかないと、いくら国、

県、市が色々なことをしてあげても、なかなか思うようにならないのではないかと思って

いるところです。 
 

■堀内 

確かに起業家はリスクを取るという一つの特徴がございます。それをやるかどうか、と

いうところがとても大きいのだろう思います。特に先進国の場合、企業に雇われて働くこ

とは、もちろん非正規も多いのですが、ある程度安定はするということと、自分が本当に

リスクを取って創造性を持って何かを起こすということの違いがとても大きくて、特に日

本の場合、安定性を考えているのではないかというご指摘は、うなずけるところがありま

す。リナさん、何かご意見ありますか。 
 

■カストロ 

吉村先生のご発表にありました、大学生の将来のビジョンというデータは大変興味深い

と思います。起業をしたいという学生はわずか 2％でした。笛も吹かぬし踊りもしない。そ

して現在北九州市立大学では起業家教育をされているということでした。これはとても面

白いと思います。このコースでは現在何人の学生が学んでいますか？コースの期間はどの

くらいでしょうか？このようなコースは、北九州市立大学だけでなく全国の大学でも提供

していますか？よろしくお願いします。 
 

■堀内 

すみません、今のご質問にお答えいただけますか？ 

 

■吉村 

こういった起業家教育をやっていく傾向はありますけれども、まだまだ 4 割くらいの大

学でしか行われていません。私の大学も 3 年ほど前からこのコースを始めたのですが、残

念ながら必修科目ではありません。選択科目ということで、経営を勉強している 150 名の
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うちの、大体 3 分の 1 くらいがこの授業に参画しているのが実情です。男女比では大体半々

くらいです。もう少し PR したいんですが、なかなか手が挙がらないのが現状です。 
 

 

質疑応答 

 

 

■堀内 

ありがとうございました。もしグロリアさんの方で質問が無ければ、会場から質問をし

たいとか、コメントをしたいという方がいらっしゃると思います。ここで会場の皆さまの

中で、コメントや質問がある方は挙手していただけますか。状況を見て、パネリスト間で

ディスカッションするかどうかというのを考えたいと思います。もしご質問の場合には、

どの方へのご質問かを明確にしてください。 
 

■質問者１ 

本日は 4 人の先生どうもありがと

うございました。私の質問は、NDI
のグロリアさんに対してです。その

前に、先ほどの吉村先生のお話から、

支援なのか風土なのか、また育成教

育なのかというような議題も出てい

ましたが、山口さんのお話の中では、

元々起業家になろうという気持ちは

なかったけれど、パッションと目の

前にあるバングラデシュの状況から、これができるのではないかという思いがあったと話

されていました。例えば、日本の若者や、若者ではないわれわれの世代にしても、起業し

てみたいと思っても課題が何なのか、与えられすぎた者としての不幸もあるのかもしれま

せんが、ニッチな中からビジネスを掘り起こしていくクリエイティビティも欠けているの

かなという気持ちもあります。そこからパッションが生まれないというか。もしそれさえ

見つかれば、もしかしたら山口さんのように社長になろう、起業できるかな、という思い

がもっと色々な人にも生まれるのではないかという感を抱きながら聞いていました。 
伏線が長くなりましたが、そこでお聞きしたいのが、グロリアさんたちはインドネシア

の女性たちにビジネスの支援をされているということですが、それは先に、インドネシア

の女性たちに「こういったことをビジネスにしたい」とか、「私たちはこういったことに困

っている」という課題が先にあったのか、もしくはその生活に慣れすぎていて、彼女たち

は課題は分からなかったけれども、グロリアさんたちがソリューションを先に示して、そ
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してビジネスが発展していったのか。課題が先だったのか、ソリューションが先だったの

か。それがもし分かればわれわれのヒントにもなるのかと思ったので、教えていただけれ

ばと思います。 

 

■アリーニ 

ご質問ありがとうございます。通訳を通して聞いていますので、確認していいですか？

お聞きになりたいのは女性のモチベーションに問題があるのか、その問題が先に存在した

のかそれとも NDI が先にソリューションを提示したのかということですね？実際には、問

題は継続してずっとあります。通常、9 日間のトレーニング期間中は皆とてもやる気に満ち

楽しく研修に参加しています。というのも、色々なゲームに参加したり新しい考え方を提

示され刺激を受けたりするからです。でも問題は最初の 1 カ月が過ぎた頃にやって来ます。

彼女たちは、「これはクラスで感じたほど簡単なことではない」と感じ始めます。その後近

隣の島へ売りに行くと、人びとは「どうしてこのランプはこんなに高いの？」「安くならな

いの？」「本当に質は確かなんですか？」と値引きを要求してきます。すぐに販売にはつな

がりませんので、彼女たちは落胆して悲しい気持ちになります。私たちはある程度これを

想定していますので、彼女たちに卒業式を用意してビジネス・イン・ア・バッグを同時に

配布します。ビジネス・イン・ア・バッグとは文字通りバッグですが、起業時の資本とし

て 5 個のランプがバッグに入っています。これで卒業後すぐにランプを売りに出かけるこ

とができます。私たちは当初からモチベーションを高くして始めてほしいのです。彼女た

ちは NDI から資金を借り入れる必要はありませんので、一つ心配事が減ります。その意味

ではおっしゃる通りで、ソリューションを想定して準備しています。ただ、それ以外の部

分のモチベーションは内側から来るもので、個人的なものだと思います。創業時の資本を

提供されてもまだ戸惑いが残る人も何人かいます。彼女たちはどこへ行けばいいのか、ど

う始めればいいのか分からないのです。ですから、私たちのソリューションは一つ一つス

テップを踏んでいくことです。私たちはトレーニング後には毎月彼女たちのところへ行き、

壁にぶつかる、売れない悩みなどにアイデアを与え、問題に耳を傾けます。毎月コンサル

ティングをしているようなものです。起業するのは初めてで多くの心配事があることは分

かっているからです。彼女たちは夢や大望は持っていませんので、私たちの努めは夢を抱

いてもらうことです。「6 カ月後には何をしたいですか？」「お金を稼いだら子どもたちには

何を買ってあげたいですか？」というように。これを何度も何度も繰り返し行います。回

答になっているといいのですが。 
 

■質問者２ 

本日はご講演ありがとうございます。山口さんに質問があります。山口さんの成功のお

話はとても面白かったです。質問ですが、現在の従業員数、バングラデシュでの女性の従

業員割合、一般的水準からみた貴社の平均給与はどれくらいかをお聞かせください。二つ
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目は吉村先生への質問です。ベトナムでは多くの人が社長になりたいということですが、

それは起業家精神を持つ人が多いということでしょうか？開発途上国で社長になりたい人

が多いのは、その方が高い収入を期待できるからだと思います。途上国で会社の従業員に

なってもあまり多くのお給料はもらえません。ですから、彼らは会社の社長になりたがる

わけですが、それに伴う困難は考えていないと思います。よろしくお願いいたします。 
 

■山口 

私たちの工場では大体 10％が女性のスタッフです。その理由は、軽衣料というか T シャ

ツのようなものの縫製は女性が得意としていますが、革はすごく体力を使うので女性はま

だ少ない状況です。平均の賃金についてはバングラデシュ国内の大体 2.5 倍を払っています。

そしてバングラデシュの現地代表は日本のマザーハウス、親会社の取締役にしていまして、

彼に対しては日本人と同じお給料を払っていて日本でも珍しいベンガル人のディレクター

ということで何か言われているみたいです。 
 

■吉村 

では私の方からは社長になりたい動機についてお答えします。日本の場合は社会に貢献

したいとか自己実現したいといった理由で起業される方が多いのですが、ベトナムにおい

ては今質問していただいた方のおっしゃる通り、やはり経済的な豊かさを求めたいという

理由で社長になりたいという方が圧倒的に多いです。 
 

■質問者３ 

リナ・カストロさんに質問したいのですが、ちょっとびっくりしたのが、女性のビジネ

ス経営で最も障害になることが家族の時間管理ということです。これがもし家事や育児と

いうことでしたら、例えばフィリピンでは日本に比べるとハウスキーパーとかメイドさん

の制度があると聞いたような気がするのですが、実際にはどうなのでしょうか。例えば、

所得階層によって、こういう起業するような人はそのようなところに該当しないのかどう

か、その辺りの現状を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 
 

■カストロ 

ご質問ありがとうございます。これは実際にはグローバル・アントレプレナーシップ・

モニターの調査によるもので、フィリピン統計事務所や国家統計局が実施した調査結果で

はありません。この調査では、ビジネスを立ち上げた女性が次第に事業に関与しなくなる

傾向があるのはなぜかというところに着目しています。調査によるとその理由は、女性が

子どもや家族の世話をするうちに家族を優先してしまうとしています。そしてビジネスを

立ち上げたり起業する時には、起業家は実際には自宅で開始します。例えば、こちらでの

呼び方は分かりませんがナパという小さな店を開店し数点だけ商品を販売します。クッキ

 

40



ーやビスケットを作って家の前で売るのです。ただ、子どもたちが学校から帰って来るな

ど家族の世話もあります。ですから時間管理が実は彼女たちの問題になっています。夫が

仕事から帰って来たら夫の世話もしなくてはなりません。具体的な調査を基に、グローバ

ル・アントレプレナーシップ・モニターは、幾つかの理由は女性にあることが分かったと

しています。あえて続けますと、事業登録の際に実際に登録するのは女性ですが、実際の

運営人ということになると女性が夫に代わって登録しているというのです。そのため、真

の理由、そしてこの国の課題として何があるのかを更に深く調査しなければなりません。 
 

■堀内 

その調査の対象になった方とは、いわゆるドメスティック・ヘルパー、お手伝いさんは

いないのですか？多分そこが質問なのだろうと思うのですが。フィリピンでは、中流以上

のかなり多くの家庭では家事のお手伝いをする方がいて、自分たちは働いていても、家政

管理、育児などをしなくてよいという状況になっているのではないでしょうか。だから、

階層が少し違っていて、アントレプレナーの調査対象になった人は家にドメスティック・

ヘルパーがいないような階層が多いのでしょうか。 
 

■カストロ 

そうですね。私が説明している状況は農村部の方に多いと思います。今おっしゃった中

流家庭はほとんど都市部に住んでいますし、家庭内での家事はある程度家政婦がします。

しかし、私が例に挙げた小店舗を出してクッキーを売るといった形態は、家政婦の助けが

ない農村部がほとんどです。  
 

■堀内 

ありがとうございます。その他にご質問やご意見はありますか？お手を挙げた方はいら

っしゃいました？ 
 

■質問者４ 

ガーナから EDGE プロジェクトに参加するため来日した者です。山口さんに対するコメ

ントです。最近私は若い学生さんと会う機会がありました。彼女は理工系大学の 4 年生で

起業について学んでいます。私の母国のような開発途上国では失業率が非常に高く、農村

部から都市部へ流入する人が多く、「田舎から都市への移住」と呼ばれています。プログラ

ムの中で私は農村部を背後に抱える地域としてローカル・エリアという開発のあり方を考

えようとしています。農村部から都市部へという流れでどんな可能性があるか。私がその

学生に話している時も完全に自信があったわけではありませんでしたが、学生の夢やビジ

ョンは古典的な事例のように思えました。そして山口さんのビジョンをお聞きして、これ

も比較的裕福な場所からより貧しい場所へ移動するという古典的な事例だと思います。そ
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して貧しい場所で資源を入手してその地域の人びとが製品を作り、豊かな場所へ持ってい

く。この古典的な手法は私たち自身も推進すべきです。山口さんは教えたり本を書いたり

されているかもしれませんが、まだでしたらぜひそうされてください。きっと山口さんの

話に驚いたり励まされたりする人はたくさんいます。ありがとうございました。  
 

■山口 

ありがとうございます。（本は）3 冊出しています。ぜひ読んでみてください。本当に現

地の人は、日本に比べて僕たちは貧しいとか僕たちはかわいそうとか恵まれていないと、

現地の人ほど言うんです。でもアウトサイダーである私から見ると、そんなことはない。

やはり彼らには彼らの素晴らしいリソースがあって、でもジュートを私が最初に見た時、

彼らから言われたのは、ジュートはもう斜陽産業でお米の方が儲かるということでした。

だから僕たちはジュートの畑は捨ててお米を作るのだと。でも、私は「待って、これはゴ

ールデン・ファイバーで、すごくエンバイロメンタリーフレンドリー(environmentally 
friendly：環境に優しい)で、これはもしかしたらあなたたちの光る、本当にゴールデン・フ

ァイバーなんだよ」と話しました。でもそのゴールデン・ファイバーで作らなければなら

ないのは 1 ドル以下のコーヒーバッグではない。ゴールデン・ファイバーだからこそ本当

にバリュー・アディショナル(value additional：高付加価値の)な、ラグジュアリーな物を

作ろうよと。そんなふうに鼓舞したりエンカレッジ(encourage：励ます)したりすることは、

もしかするとアウトサイダーだからできるかもしれないし、彼らが単純に持っていないの

は国際的に何が通用するかという視点なのです。ですからそこだけ単純に情報をあげて、

そしてこちらの方向ならいいよと。だから日本では、本当にエコフレンドリー(eco-friendly)
なものが売れるのだと言いました。すると彼らは嘘、嘘という感じ。自分たちが持ってい

るものはまさに宝であることを少しだけ認知させてあげたらもしかすると変わるかもしれ

ないと思っています。今、ネパールでのカシミアやパシュミナももちろんそうだと思うし、

スリランカだったらシルバーかなとか、ラオスならシルクだとか色々あるので、絶対ガー

ナにも、もちろんたくさんのリソースがあると思うので本当にこれからぜひ頑張ってくだ

さい。 
 

■堀内 

素晴らしいお話をありがとうございました。その他に何かご意見ございますか。はい、

どうぞ。皆さん、お差し支えなければ、すみませんが 10 分くらい延長させていただきたい

と思うので、お願いします。もう時間を過ぎておりますので、申し訳ございませんが、ご

質問、ご意見は手短にお願いできればと思います。 
 

■質問者５ 

行政書士をしております。おそらく吉村先生かグロリアさんに対する質問だと思います。
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私にも 3 人子どもがおりまして同世代のママたちとよく会うのですが、すごく皆さん力が

あるというか優秀な方が多いんです。起業を勧めたいと思うのですが、やはり選択肢の中

にまず無いんです。そこをどうにか選択肢の中に入れてほしいと思っているのですが、ど

ういうふうにしたら起業をしたいとママたちに思ってもらえるのか、何かいいアイデアが

ありましたらお願いします。 
 

■吉村 

では最初に私の方からお答えさせていただきます。一つは、同世代の同じような方で成

功している方の事例に触れる機会を設けることが一つかなと思います。ですから、今みな

さん方がおられるこのような場に行けば、何らかのかたちで触発されるのではないかと思

います。あともう一点は、今日もお話しさせていただいたように、学校教育の中に起業教

育も何らかのかたちで入れてもらって、種を植え付けておくことが重要かと思います。年

を取って種を植えてもなかなか発芽しませんから、若いうちに種を植え付けておくことが

やはり重要ではないかと思います。 
 

■堀内 

ありがとうございました。そろそろと思ったのですがお一人だけ最後にどうしてもとい

う方がいらっしゃるので、それを最後に終わらせていただきたいと思いますのでよろしく

お願いします。 
 

■質問者６ 

ありがとうございます。ガーナから来た者です。講師の方全員のご発表に感銘を受け、

大変勇気づけられました。EDGE プロジェクトで来日できて幸運です。質問ですが、私は

女性、特に若い女性の教育に情熱をもって取り組んでいます。教える仕事ですし、男性よ

りも女性を常に優先して考えています。今年は私を含めて 3 人の女性が、何かを始めたい

若い女性をサポートするためにやってまいりました。何かを売ったりビジネスを始めたり

したい女性たちです。私たちの通常の活動は、例えば水の販売の場合は冷蔵庫や冷凍庫を

買って販売者に提供し、十分余裕ある返済期間で代金を払ってもらうというものです。私

の質問ですが、このような若い女性たちを財政的にサポートする最善の方法はどのような

ものがあるでしょうか。  
 

■堀内 

どなたに対する質問ですか？  

 

■質問者６ 

この問題に対してご助言いただけるのであれば、どなたでも結構です。  
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■堀内 

どなたでも、ということですので、吉村先生いかがですか？ 

 

■吉村 

若い女性に対しての資金的な支援ということですけれども、やはりそういった支援策は

市役所や県庁などの公的なところが支援制度として準備をしておく。また、手を挙げた全

ての人に対してサポートするというわけにはなかなかいかないと思いますので、何らかの

ビジネスプランを書いていただいて、成功の確率の高いものに対して支援をしていく。ま

た、非常に志はいいけれども、もう一つビジネスプランの作成に甘いところがあるものに

対しては、専門家の方が支援してあげてビジネスプランを作りあげていくようなサポート

も必要になってくると思います。 
 

■堀内 

ありがとうございます。もう既に 10 分ちょっと延長してしまいました。4 時までのご予

定でおいでになられた方がほとんどだと思いますので、本当は山口さんも含めてパネリス

トの方に一言ずつ締めくくりの言葉を頂きたかったのですが、時間的な制約もありますの

で、これでパネルディスカッションを終わらせていただきたいと思います。山口さん、パ

ネリストのリナさん、グロリアさん、吉村先生、本当に適確なご視点でのお話を頂きまし

て、ここに参加しておられる皆さんも色々なことをお考えになられたことかと思います。

本当にありがとうございました。皆さん、山口さんとパネリストの皆さんに拍手をお願い

します。今日はどうもありがとうございました。 
 

■司会 

これをもちまして、本日のプログラム

は全て終了いたしました。お手元にアン

ケートが入っております。今後の企画の

参考とさせていただきますので、ぜひア

ンケートへのご記入をお願いいたします。

日本語と外国人の方には英語のアンケー

トもお入れしておりますので、どうぞご

協力をお願いいたします。では皆さま、

最後にもう一度盛大な拍手をお願いいた

します。 
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