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気候変動対策には「ジェンダーのレンズ」が必要だ 

 

 

Zineb Sqalli、Shalini Unnikrishnan、Nour Mejri、 
Patrick Dupoux、Robin George、Younès Zrikem 

 
現行の気候変動対策は、女性を置き去りにする可能性がある。しかし、気候変動との戦いに

しっかりと女性を巻き込むことができれば、ジェンダー公正 1の促進と気候変動対策の推進の

双方に良い効果がもたらされる。 

 
気候変動が、女性に偏って影響を与える可能性が高いことはよく知られている。たとえば、女性の

方が男性に比べて自然災害による被害を受けるリスクが高い。また、調査によると、地球温暖化が

進行すれば女性は生活面・教育面で男性よりも困難な立場に置かれる可能性が高い。しかしながら、

現行の気候変動対策が女性を置き去りにする可能性があるという事実は、広くは認識されていない。 
 

1 ジェンダー公正（gender equity）とは、それぞれのジェンダーのニーズに応じながら、男女を公平に扱うことを指す。権

利や利益、義務、機会の観点では平等だが、扱い方は男女で同じ場合と、異なる場合がある。 

ジェンダー平等（gender equality）とは、経済への参加、意思決定などの機会やリソースに、ジェンダーにかかわらず等

しくアクセスできる状態のことを指す。 
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BCG の分析によれば、教育や雇用などの分野で現在の傾向が続くと、今日時点で計画されてい

る気候変動の緩和策と適応策が原因で、ジェンダー公正の実現は 15～20 年ほど遅れる可能性が

ある。この大きな理由としては、急成長するグリーン経済 2に女性の参加者が少なく、それゆえにそ

の分野で生まれる新たな仕事に就くことや、リスキリング（学び直し）を通じた新しい技術の習得、そ

してグリーン技術を持つスタートアップを起業・経営する資金調達においても、女性が不利であるこ

とが挙げられる。 
 
幸いなことに、その結果を避けることは不可能ではない。「ジェンダーのレンズ」を気候変動対策に

かざすことで、ジェンダー不公正の問題に対応するだけでなく、気候変動の緩和策と適応策におけ

る進歩を加速させることができるのである。どちらを最優先で取り組むべき課題とし、どちらを後回し

にすべきなのか、選択する必要はない。むしろ適切なアプローチで一方に対処することにより、もう

一方の進歩をも促すことができるのだ。 
 
私たちは気候変動対策やジェンダー公正を促進するため、官民の組織と協働してきた。そうした

経験から、以下 2 つの領域で行動が必要だと考えている。 
 

• 気候変動対策への投資にジェンダーの視点を埋め込む 私たちは、ネットゼロの達成には

2050 年までに世界全体で計 100 兆～150 兆ドルの投資が必要になると試算している。公共セ

クター、民間セクター、非営利セクターの各プレイヤーは、女性起業家を支援することによって

グリーン経済に女性を取り込みながら、ネットゼロ達成への取り組みにも女性が全面的に、確実

に参加できるようにするべきだ。 
 

• グリーン経済における雇用の公平性を保証する 政府と企業は、科学・技術・工学・数学

（STEM）やサステナビリティに関連した分野で教育を受ける女性の割合を増やす方策をとらな

ければならない。そして、グローバル経済の主要な産業において、女性がリスキリングを受ける

機会の平等を保証するべきだ。 
 
これら 2 つの領域でそろって行動を起こすことで、双方に良い効果が生まれる。つまり、ジェンダー

公正を推し進めながら、ネットゼロ達成に向けた取り組みを世界全体で加速させることができるのだ。 
 

気候変動対策が招く意図せぬ結果 

 
気候変動対策がジェンダー平等に及ぼす影響を理解するため、私たちは世界経済フォーラム

（WEF）のグローバル・ジェンダー・ギャップ指数を用いた。この尺度は、0～1 の指数で男女間のギ

ャップを測定する。0は完全な不公正、1は男女で同等であることを示す。この指数は①経済への参

加とその機会②教育水準③健康と生存④政治参画という 4 つの項目で測定する。現時点の状況と、

新型コロナウイルス感染拡大により昨今増大した女性へのマイナスの影響を考慮したうえで、WEF
は世界のジェンダーギャップを改善するには約 135 年かかると試算している。現在の格差状態がい

つまで続くのかを正確に見通すのは難しいが、エビデンスが示すところによれば、かなりの期間にわ

たり継続する見込みだ。 

 
2 環境保護と経済成長を両立させる経済。環境にやさしい商品（農業、グリーン消費財、自動車・産業財の環境にやさし

い事業領域などを含む）、廃棄物管理、再生可能エネルギーなどの産業から成る。 
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多くの調査や報告書が詳述しているとおり、気候変動が与える影響だけをとっても、その期間はさ

らに長期化しうる。なぜなら、気候変動が引き起こす自然災害によって女性が教育や雇用の機会を

奪われ、健康や身の安全に大きな悪影響が及ぶ可能性が高いためだ。BCG は、気候変動がジェン

ダーギャップ対策による進歩を後退させ、ジェンダー公正、ジェンダー平等の達成をさらに 20 年遅

らせることになると予測している。言い換えれば、気候変動が女性に及ぼす影響が未解決のままで

は、2030 年のジェンダー公正は 2010 年の水準に逆戻りしてしまうだろう（コラム「地球温暖化がジェ

ンダー公正に与える影響を定量化する」をご参照ください）。 
 
一方で、現状の気候変動対策が女性にどのような影響を及ぼすのかについてはあまり認識されて

いない。 
 
 

地球温暖化がジェンダー公正に与える影響を定量化する 

 

女性は男性より気候変動がもたらすリスクにさらされやすく、被害を受けやすい。この傾向は

特に新興国で顕著だ。私たちの分析によると、気候変動がジェンダー公正に及ぼすマイナス

の影響は、以下 3 つの重要な領域に集中している（図表）。 
 

 
 
1 つ目として、女性の雇用と収入水準は、男性よりも大きな打撃を受ける可能性が高い。農

業を例にとってみよう。概して、女性は男性よりも農業に従事している割合が大きい。たとえ

ば、サブサハラ（サハラ砂漠以南）アフリカでは女性の 60％以上が農業従事者だ。現代的な

農業テクノロジーが普及することで数年後の生産性は高まると予想されるが、これにより増える

はずの利益は気候変動により一部相殺されてしまう。世界の平均気温が上昇すれば、長引く

干ばつや豪雨による浸食、異常気象が増大し、収穫量の増加を妨げる可能性がある。生産

高が低下すると、女性の雇用就農者は仕事を失い、女性の自営農家の収入は低下しうる。国

連食糧農業機関（FAO）によると、女性農家にとって土地や家畜、労働、教育、金融サービス

やテクノロジーへのアクセスは男性と比較すると限られているため、状況が悪化してしまう可能

性が高い。 
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2 つ目として、女性の教育へのアクセスが影響を受ける可能性が高い。国際 NGO プラン・イ

ンターナショナルは、気候変動によって干ばつなどの災害が起きると「家庭に教育費を出す余

裕がなくなる、あるいは女子児童が水や薪を求めて遠くまで出かけねばならず、彼女たちが

勉強に充てる時間は残されていない」ために、女子教育の縮小を招いている例がたびたび見

られると報告している。私たちはこの傾向が、初等・中等教育の女子入学者数の減少や、育

児と就学の両立の難しさから第 3 期の教育（高等教育）や職能教育へと進学する女子が減少

する事態につながると予想している。 
 
3 つ目として、慢性の傷病が拡大することで、女性の平均寿命が男性より短くなる可能性が

高い。調査によると、女性は自然災害の被害を受けるリスクが高い傾向にある。たとえば、バン

グラデシュで起きたサイクロン「シドル」の被害者の約 80％は女性と女子児童だった。2008 年

にミャンマーで発生したサイクロン「ナルギス」の被害者も、61％が女性だった。自然災害にお

いて女性の死亡率が高いのは、迅速に避難することが難しい家族などを自宅で介護している

のが多くの場合女性であるという事実や、避難所での身の安全について抱く不安などを考え

ればうなずける。調査は同時に、気候変動の影響で農産物の収穫量が減少することで一部の

地域では食糧危機に陥り、女性は男性より食糧を得られる機会が減ってしまうことも示唆して

いる。 
 
しかしながら、私たちの予測には 1 つ、明るい見通しもある。「政治参画」の項目では、わず

かに指数の改善が見られる。過去 10年で女性は気候変動対策において大きな役割を担って

きた。これにより、政治シーンにおける総体的な影響力が拡大したのだ。今後数年のうちに女

性はさらに前進することができるだろう。 
 

 
気候変動対策がジェンダー平等に与えるプラスの影響 

 
気候変動対策はほとんどの場合、世界中の人々に恩恵をもたらし、女性にとってはとりわけ多くの

点でプラスの影響がある。 
 
現在、気候変動が関わる病気のなかには、特に呼吸器系疾患のように大気汚染を原因とする病気

など、女性に偏って発症しているものがある。対策の結果、環境問題の改善は女性にとって大きな

恩恵をもたらすだろう。私たちはこの考え方に基づき、気候変動対策によって 2030 年の WEF グロ

ーバル・ジェンダー・ギャップ指数が「健康と生存」の項目において 2％ポイント改善すると見込んで

いる。また、気候変動に関する議論の場に女性の代表者と議席が確保され、「政治参画」の項目で

も並行して 2％ポイント改善すると予想している。 
 
ジェンダー公正の面でのさらなるプラスの影響は、社会が気候変動に適応するための取り組みに

投資することから派生する可能性が高い。不耕起栽培などクライメート・スマート（温暖化防止に貢

献する）な農法の導入や、小規模農家のためのマイクロファイナンス（小口融資）へのアクセス拡大

など、適応策としての取り組みは女性の生活にプラスの影響を与えうる。森林の中で農作物を栽培

するアグロフォレストリー（森林農業）がもたらす利点について考えてみてほしい。アグロフォレストリ

ーとは、耕作地に高木と低木を組み合わせて植栽する農法だ。このアプローチは、土壌の養分を低

コストで回復させることができ、化学肥料などの散布に抵抗があることが多い女性農家を大いに後

押しできる。加えて、西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）再生可能エネルギー・エネルギー効率
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センターなどの団体が、急成長している再生可能エネルギーを遠隔地の女性や女子児童が利用で

きるよう取り組みを行っている。 
 

気候変動対策がジェンダー平等に与えるマイナスの影響 

 
しかし、私たちの調査ではまた、現行の気候変動対策が 2 つの重要な項目「経済への参加とその

機会」「教育水準」で、前述したプラスの効果を上回るマイナスの影響を女性に与える可能性がある

ことも明らかになった。 
 

経済への参加とその機会 女性がグリーン経済における雇用とリスキリングの機会をどのように得ら

れるかは、気候変動対策の内容によって大きく左右される。この項目に及ぶマイナスの影響は、そ

の点によるところが大きい。 
 

• 新たな仕事「グリーンジョブ」 グリーン経済は、環境にやさしい商品（農業、グリーン消費財、自

動車・産業財の環境にやさしい事業領域などを含む）、廃棄物管理、再生可能エネルギーなど

の産業から成る。BCGの分析によれば、グリーン経済は、2030 年までに 6,700 万人の新たな仕

事「グリーンジョブ」を生み出す見込みだ。しかし、雇用の創出が見込まれる上記の産業におけ

る現在のジェンダー分布を基に分析すると、グリーンジョブのうち女性が占める割合はわずか

25％にしかならないと予測される（図表）。 
 

 
 

• リスキリングを通じた新しい技術の習得 国際労働機関（ILO）によると、持続可能なエネルギー

への移行には、2030 年までに生まれる 2,000 万人の新規雇用に対応するため、新たな技術を

習得した働き手が求められる。現在、グリーンジョブ関連のリスキリングの取り組みが行われてい

る主要な産業には女性が少ない。エネルギー（労働人口に占める女性の割合は 23％）、建設

資材（同 31％）、産業財（同 21％）、エンジニアリング（同 25％）などだ。たとえば、エネルギー

産業の石油ガス部門では 6,000 万人の従業員がリスキリングを受けるだろう。しかし、リスキリン

グの機会を得る従業員のうち女性はわずか 22％だ。 
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私たちは、グリーンジョブとそれに関連したリスキリングへの女性の参加について、気候変動対策

が与える影響を細かく分析した。その結果、現状の対策では女性の労働人口がおそらく世界的に

減少すること、また、女性が比較的低スキルの仕事に就かざるをえないために、賃金の不公正が拡

大することが予想された。これは、2030 年までに「経済への参加とその機会」の項目で、グローバ

ル・ジェンダー・ギャップ指数が 3％ポイント低下する可能性があるということだ。 
 
女性が直面するもう 1 つの大きな経済的問題として、グリーン技術に関連したスタートアップ領域

での融資や、その機会を得るまでの障壁を乗り越えなければならない、ということがある。2013 年か

ら 2019年にかけて、気候変動対策に関連する事業領域（再生農業アナリティクスやカーボンネガテ

ィブ技術など）におけるベンチャーキャピタルからの資金調達規模は年平均で 84％増加し、2019年
には価額にして 163 億ドルに到達した。これは、成長著しいフィンテック領域の 3 倍にあたる。しか

し、女性はこの大きな潮流から疎外されるリスクにさらされている。2019 年、気候変動対策に関連し

ないベンチャーキャピタルからの投資資金のうち 20％は、創業者に少なくとも 1人女性がいるスター

トアップに流れた。一方、気候変動対策に関連するベンチャーキャピタルからは、それよりも少ない

15％にとどまったのである。 
 
教育水準 女性が気候変動対策からマイナスの影響を受ける可能性が高い項目の 2 つ目は、職

能教育へのアクセスにある。グリーン経済が発展するにつれて労働市場は変化し、リスキリングがま

すます重要になる。しかし、女性は世界的に見ても育児労働を担う比重が大きいため、男性と同じよ

うに職能訓練に参加することは難しくなるだろう。私たちはその結果として、2030 年までに「教育水

準」の項目で 1％ポイントの低下を予想している。 
 
プラスとマイナスの最終結果 「経済への参加とその機会」「教育水準」の後退によるジェンダー公

正へのマイナスの影響は、「健康と生存」「政治参画」で見込まれる改善を相殺する可能性が高い。

現行の計画を転換し、気候変動対策に女性を巻き込むようそろって行動を起こさなければ、ジェン

ダー平等への歩みは 15～20 年の遅れをとることになるだろう。もちろん、この結果は決まったわけ

ではない。気候変動対策にジェンダーの視点を取り入れる時間は、まだ残されている。 
 
気候変動との戦いに女性を巻き込むことで、双方に良い効果が生まれる 

 
気候変動との戦いに女性を巻き込めば、双方に良い効果がある。ジェンダー不公正の問題に取り

組むだけでなく、緩和策や適応策などの気候変動対策を全体的に加速できるのである。「農業」

「STEM 分野とグリーン・アントレプレナーシップ（起業家精神）」という 2 つの領域を深く掘り下げるこ

とで、その理由が見えてくる。 
 
農業 農業は、2018 年時点で世界の温暖化ガス（GHG）排出量の 12％を占めていた。世界資源

研究所（WRI）等が運営する情報プラットフォーム、クライメート・ウォッチによると、これはエネルギー

産業に次いで 2 番目に多かった。農業従事者の 43％は女性であるため、彼女たちの行動は農業

における GHG 排出量に有意義な影響を与えうる。女性は気候変動の緩和策と適応策に貢献する

ような、持続可能な農法を導入する傾向が高いことを示すエビデンスも増えている。たとえば世界銀

行の研究によると、農業に従事する女性は、新規の水源や代替となる水源の開拓、従来とは異なる

さまざまな作物の栽培に余念がなく、また、そうしたことに関わる集団の意思決定に女性が参加する

ことで、農地の持続可能性を高めることにつながるという。 
 
融資やリスキリング、土地や保険へのアクセスなどを通して女性の農業従事者に投資することによ

り、農業の GHG 排出量の大幅な削減につなげることは可能だ。女性がこうした点に男性と同等にア
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クセスできるのであれば（私たちの試算によると、それには世界全体で約 350 億ドルの投資を要す

る）、2020 年から 2050 年にかけて二酸化炭素（CO2）換算で約 27.5 ギガトンを、累積排出量から削

減できるだろう。つまり年間 1 ギガトン近くを削減するということであり、これは世界の航空機産業に

おける年間の総排出量に相当する。 
 
グリーン経済の重要産業 STEM 分野とグリーン・アントレプレナーシップに関して女性に投資する

ことも、大きな影響力をもたらす。現在、世界全体で STEM分野の学生に占める女性の割合は 36％
と少ない。もし男性と同程度の女性が STEM 分野で教育を受ければ、グリーン経済にはスタートアッ

プを含め、エンジニアやクリエイティブ人材が流入することになる。それにより女性主導のスタートア

ップが増え、既存の気候変動対策関連のスタートアップとともに排出量の削減に貢献できると仮定

すると、2020 年から 2050 年にかけて CO2換算で合計 12.7 ギガトン相当、すなわち年間およそ 0.5
ギガトンの削減が可能になる。グリーン経済がすでに急速に拡大している先進国では特に顕著な効

果が見込まれるが、新興国のグリーン経済における労働人口に対しても、中長期的に見れば大きな

影響が及ぶだろう。 
 
STEM分野に関わる産業以外でも、グリーン経済への女性の参加を促進すれば、その産業におけ

る排出量の削減につながる可能性は高い。たとえば、多くの企業がネットゼロに向けて持続可能（サ

ステナブル）なビジネスモデルを新たに策定している。消費財を扱う企業は、植物性タンパク質など

のよりサステナブルな食品を提供できるよう事業をつくり変えている。家庭用品を扱う企業はGHG排

出量と環境負荷を減らすため、循環型のビジネスモデルを導入している。食料品小売企業は、食品

廃棄物の削減を含め、農産物のバリューチェーンにおける排出量を減らす取り組みを行っている。

こうした分野に女性が十分に関わることを軽視していると、多くの人材を取りこぼすことになり、ジェン

ダーギャップ対策から気候変動対策までを含めた全体での成功を、さらに難しくしてしまうのである。 
 
相当な規模のインパクト 「農業」「STEM 分野とグリーン・アントレプレナーシップ」についてジェン

ダー公正に向けた行動を起こすことで、世界の排出量を年間 1.5ギガトンほど削減しうる。これは、イ

ンドネシア、南アフリカ、ブラジルの年平均排出量の合計値に相当する。そして BCG の分析によれ

ば、そうした行動は世界の GDPを 2％近く押し上げる可能性も高い（コラム「ジェンダーインクルーシ

ブな気候変動対策がもたらす経済的恩恵」をご参照ください）。 
 
そのような景気の拡大には、女性を気候変動対策に巻き込むための行動が与えるプラスの影響が

考慮されておらず、そのなかには定量化が難しいものもある。母親たちを対象にした気候変動教育

や認知度向上を促すための取り組みを考えてみてほしい。母親として、子の教育者として、女性は

気候変動教育の最前線におり、家族やコミュニティのなかで気候変動への意識やリテラシーを高め

ているのである。統計によると、干ばつや洪水にさらされている地域の女性は自分の子供たちに、

気候変動を抑えるために生活行動や消費パターンをどう変えるべきかを教えている。たとえば、埋

め立て地に出すプラスチックごみの量を減らすことなどだ。複数の研究で、女性議員が多い国では

環境に関する国際条約を批准する可能性がより高いことも分かっており、これは政治シーンで女性

がより大きな役割を担えるよう支援することで、気候変動対策の前進を加速させることができると示唆

している。 
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ジェンダーインクルーシブな気候変動対策がもたらす経済的恩恵 

 

BCG の分析によると、グリーン経済におけるジェンダーギャップを改善すれば、世界の年間

GDP をおよそ 1 兆 5,000 億ドル、約 1.7％上昇させることができる。その背景には、以下 3 つ

の理由がある。 
 
まず、女性自営農家への投資により、主に中間・低所得国における農産物の生産高を著しく

増加させることができる。再生農業に関するトレーニングのみならず、資本や設備へのアクセ

スを拡大することなども通して女性自営農家を幅広く後押しすることで、生産高が上がるの

だ。国連はそうした取り組みによって、農業の GDP を年間にしてマラウイで 1 億ドル、タンザ

ニアで 1 億 500 万ドル、ウガンダで 6,700 万ドル創出できると推計している。インドだけでも、

生産高の向上が年間 GDP において約 300 億ドルの増加につながりうる。総計すると、私たち

の予測では、女性自営農家への支援によって 2030 年までに世界全体で 7,000 億～8,000 億

ドルの GDP を生み出すことができる。これはナイジェリアの GDP の約 2 倍に相当する。 
 
次に、グリーン・アントレプレナーシップにおけるジェンダーギャップの改善に投資し女性の

起業活動の水準を上げることで、雇用が創出される。新規のベンチャー企業 1 社ごとにおよ

そ 6 件の雇用が生まれる。スタートアップへの投資・支援を行う米マスチャレンジと BCG が共

同で行った調査では、女性が創業者である、もしくは共同創業者のなかに女性がいるスタート

アップは、男性だけで創業したスタートアップよりも長期的に見て業績が良いということがわか

った。創業後 5 年間の累積収益が 10％高かったのである。これら 2 つの要素を考慮に入れ、

BCGは、グリーン技術に関わる女性起業家を支援することで 2030年までに世界の GDPが年

間で 5,000 億～6,000 億ドル増加すると推計している。 
 
最後に、農業とグリーン・アントレプレナーシップに関して女性に投資することで、重要なプラ

スの波及効果がもたらされる。クリントン・グローバル・イニシアチブによると、女性は自身の収

入の 90％を家族への投資に充てているが、対する男性は 35％だ。そのため、女性の雇用水

準を全体的に押し上げ男女間の収入格差を縮小させれば、収入面の不平等が改善されるだ

けでなく、世界の GDP を年間で 2,000 億ドル増やすことにもなるのだ。 
 

 
気候変動対策にジェンダーの視点を取り入れる 

 
気候変動対策がジェンダー平等に意図せず及ぼすマイナスの結果を回避するためには、公共セ

クター、民間セクター、非営利セクター横断で協働することが不可欠だ。そのような取り組みでは、

気候変動自体がもたらす不公正にも対処しなければならない。たとえば、政府機関や NGO、民間

企業は女性の小規模農家（特に女性が世帯主である場合）を継続的に支援し、再生農業の実践な

どを含めた適切なツールや技術にアクセスでき、農産物の生産高を維持できるようにするべきだ。 
 
気候変動対策への流れは確かなものになっているが、気候変動との戦いに臨むリーダーたちは計

画を立てる際に必ず、気候変動対策の方針が女性に及ぼす影響を最大限に考慮しなければなら

ない。私たちはこの点で、以下 2 つの重要な領域で行動が必要だと考えている。 
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気候変動対策関連の投資にジェンダーの視点を埋め込む 公共セクターに限らず、気候変動対

策の方針に関わるすべてのプレイヤーが、ネットゼロ達成に向けた数兆ドル規模の機会に女性が

確実に、全面的に参加できるよう取り組むべきだ。 
 
その取り組みの重要な要素として、女性起業家支援が関わってくる。資金調達は依然として女性

にとって重要なハードルであり、グリーン経済において女性起業家が資本を得られるよう、アクセス

を拡大することは必須だ。一方で、ほかの形での支援も同じくらい重要だが、しばしば見過ごされが

ちだ。アントレプレナーシップに関するジェンダーギャップの背景には、人的資本や社会資本、継続

的に活用可能な財源などへのアクセスにおいて男女間で差異があることなどを含め、多くの要因が

ある。しかし BCGの最近の調査で、主要因の 1 つは、堅固な支援のネットワークへのアクセスが、男

性と比較すると限られていることだと分かった。その点における対策について例を挙げると、African 
Women in Business Initiative（アフリカの女性のためのビジネスイニシアチブ）は、女性起業家が

専門的ネットワークを構築するのを援助するなどして彼女たちの活動を支援している。 
 
グリーン経済における雇用の公平性を保証する 女性がグリーン経済に全面的に参加するには、

すべての関係者が一致団結し、より多くの女性を STEM に関連した教育や仕事に取り込むよう、強

化策を講じなければならない。政府は、地域と国の両方のレベルで STEM プログラムにおける女性

の割合について目標を定め、達成のために予算を充てるべきだ。 
 
しかし、気候変動対策に関連する雇用機会は、工学やその他 STEM 系学問の領域よりも広範囲

にわたっている。企業はネットゼロ目標を支えるトランスフォーメーションとビジネスモデルのイノベー

ションを推進しながら、マネジメントやオペレーション、ファイナンス、マーケティングといった複数の

部署横断でサステナビリティを実践することが必要になる。高等教育機関と企業は、女子学生や女

性従業員が発展するグリーン経済により生まれる雇用機会へ参加するうえで不利にならないよう、サ

ステナビリティに関するトレーニングやリスキリングの機会の公平性を保証できる立場にある。 
 

 政府機関と企業は、特に女性の少ない産業において、女性がリスキリングを通して新たな技術を習

得できるよう集中的にリソースを割くことも求められる。 
  

――――――――――――――――――――――――――― 
 
 気候変動対策は現行の計画のままでは、女性に大きな問題を押し付けることになる。しかし、気候

変動対策は機会をもたらすともいえる。女性を気候変動との戦いにしっかりと巻き込むことで、新型

コロナウイルス感染症パンデミックがジェンダー公正に与えたマイナスの影響を覆すことができるうえ、

気候変動対策の前進をも加速させることができるのだ。そうするために、気候変動対策の方針を決

定する立場にある関係者たちは、起こす行動のすべてに「ジェンダーのレンズ」をかざしてみなけれ

ばならない。ジェンダー公正を推進する関係者たちは、発展するグリーン経済において女性がプレ

イヤーとなれるよう支援を厚くすることが求められる。そうした行動によって、気候変動対策とジェン

ダー公正をともに前進させることができるのであり、これこそ誰もが待ち望む「ウィンウィン」の状態な

のだ。 
 

原典： Why Climate Action Needs a Gender Focus 
 

https://mkt-bcg-com-public-pdfs.s3.amazonaws.com/prod/climate-action-impact-on-gender-equality.pdf


10 
 

Zineb Sqalli 
ボストン コンサルティング グループ（BCG） カサブランカ・オフィス パートナー 
 
Shalini Unnikrishnan 
BCG シカゴ・オフィス マネージング・ディレクター & パートナー 
 
Nour Mejri 
BCG パリ・オフィス コンサルタント 
 
Patrick Dupoux 
BCG カサブランカ・オフィス マネージング・ディレクター & シニア・パートナー、アフリカ統括 
 
Robin George 
BCG ロンドン・オフィス パートナー & アソシエイト・ディレクター 
 
Younès Zrikem 
BCG カサブランカ・オフィス パートナー & ディレクター 
 
 
2021 年 12 月発行 
 
 
ボストン コンサルティング グループ（BCG） 
 
BCG は、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCG は

1963 年に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されました。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を

通じてすべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な

競争優位性構築、社会への貢献を後押ししています。 
BCG のグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業

変革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを支援しています。最先端のマネジメントコンサルティン

グ、テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能によりソリューションを提供します。経営トップから現場

に至るまで、BCG ならではの協働を通じ、組織に大きなインパクトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝

いをしています。 
日本では、1966 年に世界第 2 の拠点として東京に、2003 年に名古屋、2020 年には大阪、京都にオフィスを設立

しました。 
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx 
 
ⓒ Boston Consulting Group 2021. All rights reserved. 
本稿の無断転載・引用を固くお断りします。 


