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巻頭言

玉田薫
九州大学副理事（男女共同参画室・学生支援担当）
男女共同参画推進室副室長
先導物質化学研究所 教授

「ポリモルフィア」とは多様性（ダイバーシティ）を指すギリシャ語

である。本年度男女共同参画室副室長となり、活動に接する機会が増え

ただけが理由ではなく、最近さまざまな場面で多様性のあり方について

考えさせられる。これは男女平等、女性の活躍に限らず、国際協調や移

民の受け入れ問題、少子高齢化、障害者支援など、さまざまな社会的問

題と直結する非常に重要な課題である。

エルゼビア社のジェンダーレポートのきっかけとなったと言われる2015年９月の国連宣言「持続可

能な開発目標（Sustainable Development GOALS）」では、貧困をなくそう、飢餓をゼロに、と言った

17の項目の中の５番目の項目として「ジェンダー平等を実現しよう（Gender Equality）」とある。これ

らが弱者支援としてではなく、未来の社会が健全に「発展（development）」していくために必要不可

欠な事項としてあげられている点が非常に興味深い。環境問題などと同様、女性を犠牲にしては社会の

成長は続かない、歪みが生じいずれ破綻してしまうと言った警告が、世界レベルで言われているのであ

る。地球温暖化対策や脱炭素社会は知っていても、男女平等がそれと同等に重要な社会発展の鍵である

と認識している人が、果たしていま日本にどれくらいいるであろうか。

ポリモルフィア第３号は「データで語る」の特集である。ダイバーシティートップセミナーでは、シ

カゴ大学の山口一男先生に、女性の上位職登用における課題や専門職の所得格差について、統計データ

を基にレクチャーいただいた。エルゼビア社を招いてのセミナーでは、九州大学の男女別研究論文数と

インパクト分析の結果に関するIR室の報告があった。データは、現在すでに九大の女性研究者が九大

の活躍を支える大きな戦力になっているという事実を示すものであった。データの力は大きい。これか

らの課題は、この事実をいかに周知し、女性の活躍の場をさらに広げられるかである。

当面立ち向かわなければならない課題は「無意識のバイアス」である（http://www. djrenrakukai.

org/doc_pdf/ 2017/UnconsciousBias_leaflet.pdf）。無意識のバイアスとは、既成概念、固定観念に基
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づく偏見のことで、これは性別に限らず、国籍、年齢、障害の有無、貧富の差などさまざまな要因によっ

て現れ、人間の自由で平等な活動を妨げる。自分と異なる人間（発言や行動、環境までも）を恐れる気

持ちが生む産物であるのかもしれない。

ポリモルフィアは非常に読み応えのある冊子である。芸術工学研究院の協力で作成されたデザインも

美しい。表紙の多国の文字は世界中で暮らす友人や卒業生たちのことを思い出させる。画一的な社会は

息苦しく、人間を消耗させる。違いを持つ人間がお互いを認め合い、高め合い、対等に共存できる社会

が来ることを待ち望んでいる。
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特集			

データで語る『女性の管理職・専門職』

第一部　ダイバーシティ推進トップセミナー『日本におけるダイバーシティ推進と女性の管
理職・専門職登用の課題』抄録

九州大学では、平成 27 年度より主に部局長を対象にダイバーシティ推進トップセミナーを開催してい
る。第３回は、2017 年 12 月 14 日（木）伊都キャンパス椎木講堂にて、シカゴ大学ラルフ・ルイス記
念特別社会学教授の山口一男氏を迎え開催した。同氏の著書『働き方の男女不平等－理論と実証分析』（日
本経済新聞社 2017）は、平成 29 年度「日経・経済図書文化賞」を受賞、今回はこの著書の内容を含め
てお話しいただくことになった。セミナーの前には、男女共同参画推進室新オフィスで女性研究者の上
位職登用、配偶者帯同雇用制度などについて男女共同参画室員と意見交換を行った。その後、久保千春
九州大学総長を表敬訪問し、玉上晃理事、玉田薫副理事も同席され親睦を深められた。山口一男氏は、
ダイバーシティ推進に関する研究の第一人者であり、講演では女性の高学歴化が進み、女性活躍推進の
取り組みが本格化しても、女性の管理職・専門職への登用が遅れている現状について、統計的事実を提
示しながら説明され、政策的インプリケーションについても触れられた。セミナーには、総長をはじめ、
部局長、教職員など約 70 名以上が参加した。

第二部　女性研究者エンカレッジメントセミナー『ジェンダーの観点からの論文業績分析報
告～世界と日本の違い：男女別研究論文数とインパクト分析の結果から～』抄録

2017 年 11 月９日（木）伊都キャンパスセンター３号館にて、女性研究者エンカレッジメントセミナー
が開催された。エルゼビア社アラニャ・ルディービーヌ氏が『世界の研究環境におけるジェンダー 〜
女性研究者の割合増加と、男性研究者と同等の影響力について〜』、九州大学 IR 室研究員劉沙紀氏が『九
州大学の分析事例』、九州大学副理事・玉田薫氏が『分析データを自分の研究にどう活かすか』という
タイトルでご講演いただいた。ルディービーヌ氏は、エルゼビア社が論文データベース Scopus を用いて、
ジェンダーの視点から研究業績に関する統計をまとめた “Gender in the Global Research Landscape（世



界の研究環境におけるジェンダー）” から、日本における女性の平均執筆論文数は、男性を上回るとい
う結果などを報告された。次に劉氏は九州大学の部局ごとのデータから IR 室独自の分析結果を提示さ
れた。これらの内容を踏まえ、玉田副理事から戦略的に研究を行うこと、無意識のバイアスの存在を認
識することなどの必要性について話された。各氏の講演後は、学内外からの参加者と活発な質疑応答が
行われ充実した内容となった。

誌面の都合上、講演内容の全部を掲載することはできないので、本誌では各登壇者の講演を抄録の形で
掲載する。
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「日本におけるダイバーシティ推進と女性の管理職・専門職登用の課題」抄録
平成 29年度ダイバーシティ推進トップセミナー

日時：2017 年 12 月 14 日（木）14：00 〜 15：30
会場：九州大学伊都キャンパス椎木講堂
講師：山口　一男
　　　シカゴ大学 ラルフ・ルイス記念特別社会学教授

ご紹介ありがとうございます。山口です。こんに

ちは。今日はよろしくお願いいたします。タイト

ルは「日本におけるダイバーシティの推進と女性

の管理職・専門職登用の課題」です。日本経済新

聞出版社から11月に出版された私の著書『働き

方の男女不平等－理論と実証分析』から主に紹介

いたします。

１．女性の管理職登用 

1 最初の問題意識としては管理職の問題です。まず

他のOECD諸国に比べて、日本における女性の管

理職割合は著しく低いがその理由は何かというこ

とです。次の問題意識としては、専門職の偏りの

問題を今日は議論したいと思います。

まず、管理職登用の問題ですが、女性雇用者中の

管理職の少なさの一因は、一つには非正規雇用が

非常に多いことです。非正規雇用者割合は女性は

50％を超えます。男性は15％ぐらいと、非常に

差があります。実は、非正規雇用が多い韓国と比

べても、日本の場合は特に女性に偏っている現状

があります。もちろん、非正規雇用者が管理職に

なる割合は少ない。ところが、正規雇用者に限っ

ても、日本の女性管理職の割合は非常に少ない。

では、その理由は何かと企業に質問をすると、女

性は非常に離職率が高く、管理職になる前に辞め

てしまうから管理職割合が少ないのだという説明

をされます。これは典型的な説明で、厚生労働省

のアンケート調査によっても示されています。そ

れは事実かどうかです。つまり、企業側が主観的

1



「日本におけるダイバーシティ推進と女性の管理職・専門職登用の課題」抄録 009

に解釈していることが事実の反映なのかどうか。

答えは “No” です。“No” というのは、企業の解釈

は一面的で、実は実状を反映していません。

2 スライド２は、2005 年と 2010 年の記述統計に

よる管理職の女性割合の国際比較です。アメリカ

はOECDの中で一番高く、就業者における女性割

合は 45 ～ 46％ぐらいですが、管理職の女性割

合は43％です。ですから、ほとんど雇用者の女

性割合に比例的です。男性も女性もほぼ同等に管

理職になっています。ヨーロッパは少し下がり、

30％台が多くなります。一番右の方は、日本と

韓国を示していますが、非常に低く10％前後で

す。ただ、伸び率でいうと実は韓国の方が高くて、

最近、韓国の方が日本より管理職の女性割合が高

くなりました。つまり、低いということだけでは

なく、日本は進展が遅い。それはなぜかというこ

とも併せてお話しします。

3 スライド３は、先ほど言った厚生労働省の企業を

対象とするアンケート調査、意識調査で、「女性

雇用管理基本調査」の統計です。「女性管理職が

少ない」、もしくは「全くいない」の理由を、女

性役員がゼロまたは女性管理職が１割未満からの

企業に聞いています。返ってくる答えに３大理由

があります。まず「現時点では、必要な知識や経験、

判断力などを有する女性がいない」というのが１

番多くて、あとの２つは相互に関連してほとんど

同じ理由で、「将来管理職に就く可能性のある女

性はいるが、現在管理職に就くための在籍年数な

どを満たしている者はいない」、それから、「勤続

年数が短く、管理職になるまでに退職する」。つ

まり、「女性の離職率が高いから女性管理職にな

らない」ということです。離職率が高い、なおかつ、

経験が少ないというのが理由と。それが本当に実

状かどうか。これはあくまで企業の人事担当者が

答えている理由です。だから、実状かどうかは分

かりません。その実情を見ようということです。

4 スライド４は、経済産業省が 2009 年に行った

「ワーク・ライフ・バランスに関する国際比較調査」

による分析です。調査の対象は、企業を対象とす

る経産省の調査「企業活動調査」の全国サンプル

の中で、2009年に従業員者100人以上の企業に

勤めるホワイトカラー正社員に限っています。

課長以上、係長以上の管理職割合が男性と女性に
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ついて、勤続年数とともにどう変わっていくか

を図は示しています。５年以内、５年から10年、

10年から15年、15年から20年というふうに５

年刻みに示しています。課長以上の男性は上から

２つめのライン、女性の場合は一番下ラインです

が、30年近く勤めて達成する課長割合は女性が

２割です。ところが、男性は10年から15年の間

にその割合をすでに達成しています。同じように、

30年以上勤めて係長以上に就く男性の割合は９

割です。女性の場合は、５割です。男性で言えば

５年から10年の間に５割の者が係長以上になっ

ているのに対して、女性は30年かかっています。

ですから、勤続年数が短いからというのは事実で

すが、実は年数が同じでも係長や課長になってい

く割合は全く違います。ですから、勤続年数が短

いというのは非常に一面的な理由で、実は年数が

同じでも管理職昇進割合は違います。

理由の一つは特に総合職や一般職という区別をし

ている企業では、女性の95％ぐらいが一般職で、

逆に男性の95％は総合職と、男女の分離が非常

にあります。そこでの振り分けによって管理職昇

進割合が全然違います。一般職になるというのは

長時間労働を常時しない、単身赴任をしないで済

むなど条件があるわけです。つまり、家庭と両立

しやすいような職を選ぶと、最終的には仕事内容

も一般事務で終わり、キャリアの進展性がなく、

かつ管理職にも登用されるチャンスがなくなって

しまうというようなことが主な理由となっていま

す。これは、先ほど言った勤続年数が少ないなど

の理由とは違う理由になります。

5 次のスライド５のグラフですが、今度は学歴など

男女の人的資本の違いも考慮します。実はOECD

の中で女性の大卒率が男性より低いのが日本で

す。少なくとも欧州とアメリカは全部女性の方が

高い。この点で、教育の機会の不平等があるわけ

ですが、統計的な手法で、勤続年数と学歴の分布

を同等にする。つまり、片方の分布を他の分布に

合わせる手法を使って、人的資本が男性と同等に

なった場合はどうかということも併せて分析しま

した。先ほどは、就業年数だけでコントロールし

たわけですが、今度は学歴もコントロールしまし

た。男性の課長以上割合は上から２つ目のカーブ

です。それに対して女性は一番下のラインです。

下から２つ目のラインは、仮に女性が男性と同等

の学歴および勤続年数が同じ正社員だった場合、
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6

どのぐらい割合が増えるかを示しました。つま

り、人的資本の差でもって課長以上割合の男女差

は21％程度しか説明できません。80％は説明で

きないことになります。

係長以上については、男性は一番上のカーブです。

女性の場合は下から３つ目のラインです。仮に女

性の人的資本が男性並みになったらどうかを見ま

す。係長以上の女性の割合は、学歴・勤続年数が

男性並みになると、下から４つ目のラインに上が

ります。少しは男女差が減ります。ただ、係長以

上の男性の一番上のカーブと比べるとはるかに差

があります。これも平均的には30％ぐらい人的

資本で説明できますが、残りの70％は説明でき

ないという結果が出ました。ですから男女の昇進

の差は、主に人的資本の差ではないということで

す。

6 スライド６のグラフは、どういうふうにして所得

格差が生まれてくるかを合わせて見ました。日本

は賃金の年功的な部分が少なくなっていますが、

平均的には未だ年功により上がっていく構造があ

りますから、年齢が若いときには男女差は少な

い。初任給から男女差を付けることはありません

が、だんだんその差が広がっていきます。実際に

は、男女の所得格差は、職種の違いなどもあり最

初は50万円ぐらいですが、最終的には250万円

以上も差がつきます。では、もし女性が人的資本、

勤続年数や学歴を男性と同じにした場合どうなる

か。年齢区分で見ていますから、勤続年数と年齢

はかなり相関し、実際、主にコントロールしてい

るのは学歴です。どうなるかというと、格差が広

がる率が40歳前では少し下がりますが、その後

はどんどん男女差が大きくなっていきます。

仮に人的資本だけでなく職階も女性が男性並みに

なるとどうなるか。ここでいう職階は、平社員、

係長、課長以上の３区分です。これを同じにする

と、統計的にランダムな差で有意差がなくなりま

す。ですから、40 歳以上で男女所得格差が開い

ていく主な理由は、スライドには「所得」と書い

てありますが、就業時間をコントロールしていま

すから、「賃金」だと思ってください。40歳以降

の男女の賃金格差は、結局職階が男性と違う、昇

進率が違うことによってほとんど100％説明でき

ます。40歳以降は、男女の職階差の拡大により、

男女間賃金格差が広がっていきます。入社直後の

格差は人的資本による格差も少しあります。とこ

ろが、40歳以降になるとほとんど昇進率の違い

から格差が生まれているのです。

7 次のスライド７は、長時間労働との関係です。実

は、管理職になる人とならない人の男女差を説明

する最も大きな要因としてあるのは、長時間労働

をできるかできないかの差であることが分かりま

した。もちろん、因果関係的には昇進するから労

働時間が増えるのだ、女性も管理職になると労働

時間が増えるのだ、ということも考えられます。
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逆に労働時間が長くないと昇進できないことも考

えられる。そこで、因果関係の方向が問題になり

ますが、企業のパネル調査を用いた分析をした他

の研究者の研究によれば（１）、男性の場合、労働

時間がほとんど昇進率に関係しませんが、女性は

非常に強く関係していることが分かりました。つ

まり、一般職と総合職のような区別をしなくても、

トラッキングと言いますが、長時間労働を恒常的

にすることが期待されている職種と、期待されて

いない職種が分かれていて、女性一般事務職など

期待されていない職種では昇進率が非常に低くな

ります。ですから、形の上では長時間労働ができ

ることが踏み絵になり、総合職など長時間労働が

できる職種に就かない限りは管理職登用トラック

から外されてしまうという状態があります。

結論は、ホワイトカラー正社員中の男女の課長以

上の割合の差を単独で最も説明する変数は、男女

の人的資本の差ではなく、労働時間の差です。因

果関係では、時間の方が昇進率を決定するという

意味で、女性にとって長時間労働をできるかが管

理職昇進および総合職条件になっています。なお

かつ、ホワイトカラー正社員中の男女の所得の差

に対する男女の労働時間の差の影響の大部分は、

男女の職階の差を通じた間接的影響です。本の中

では、「第２章」「第４章」で論じています。

次に、間接差別の話をします。ホワイトカラー正

社員の管理職男女格差について、男女の人的資本、

年齢、学歴、勤続年数の差は、課長以上の21％、

係長以上の30％しか説明しません。先ほど図で

示しましたように、男性は人的資本、勤続年数、

学歴、年齢の分布が仮に女性と同じようになって

も、課長以上の管理職割合の差を説明できるのは

21％です。79％は説明できず、別の要因によっ

て決まります。係長以上の場合には若干説明でき

る割合が増えます。というのは、勤続年数が増え

てくると係長になるチャンスが女性にも少しずつ

増えるからです。その分が人的資本で説明できる

管理職割合の男女差が21％ではなく30％になる

理由です。勤続年数差が縮まれば係長になる可能

性が増えますが、それでも70％は説明できませ

ん。もっと重要な事実は、他の要因をコントロー

ルした上で、管理職になれるオッズ比、つまり管

理職になれる確率Pをなれない確率１－Pで割っ

たオッズについて男女で比を取ると、男性は女

性に比べて10.43倍も課長以上になるオッズが高

い。ところが大卒は高卒のオッズに比べて管理職

になれるオッズは 1.65 倍しかありません。だか

ら、この10.43倍は非常に大きなことです。

アメリカの管理職割合を比べると、一番大きな差

というのは学歴です。学歴差が管理職に一番大き

く影響をしています。つまり、達成の指標として

教育の達成があるのですが、それがチャンスを生

んでいるのが普通の先進近代国家の特徴だとする

と、日本はそういった近代国家の特徴がなく、む

しろ前近代的だと感じますが、生まれの差（性差）

7
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によって実はチャンスがより大きく決まってしま

うという状態です。そのメカニズムは先ほど言い

ましたように、ホワイトカラーは最初から女性を

管理職登用トラックから外してしまう。その要件

の中で大きいものは、常時残業ができるかです。

当然、日本では家庭内における男女の伝統的役割

分業がありますが、家事・育児をどれぐらいの時

間するかに関しても、圧倒的に女性が多く、男性

は少ない。ですから、女性の方がワーク・ライフ・

バランスを取りにくい状況があり、男性と同じよ

うな長時間労働はとてもできないわけです。結局、

長時間労働を重視する日本企業の慣行により、男

女差が間接的に付いてしまいます。これは直接的

な差別ではなく、間接的差別になります。

先ほど示したスライド６のグラフで、ホワイト

カラー正社員男女40歳以降の賃金格差の拡大は、

男女の職階格差の増大で、ほぼ100％説明されま

した。また男女の職階格差に最も大きく影響を与

えているのは労働時間の差で、長時間労働ができ

るか否かが特に女性の正規雇用者の管理職登用の

踏み絵になっています。従って、例えば総合職と

一般職の区別をして、女性の多くを一般職に配置

することや、長時間労働を管理職要件とすること

など、女性の間接差別的雇用慣行があることが、

管理職登用の主な障害です。

例えば達成目標を測るのに、多くの企業は時間を

度外視して、期限を決めて達成を測る企業があり

ます。そうすると、時間をかければかけるほど、

目標が期限内に達成しやすいという点では男性の

方が有利になるわけです。与えられた労働時間の

中で達成するのではなく、時間を度外視して達成

できるかという基準で成果を測られると、やはり

女性に対する間接差別的な慣行となってしまいま

す。

8 では、長時間労働に頼るような日本の労働慣行

は、企業にとってプラスかどうか。実は時間当た

りの生産性という尺度があります。スライド８は、

GDP を総労働時間で割り、１時間当たりの GDP

をOECDの各国について比較しています。日本と

他の32カ国を示しています。横軸はジェンダー・

エンパワーメント指数（Gender Empowerment 

Measure: 以下 GEM）という、2009 年まで国連

が出していた指数です。これも2009年が最後の

数字ですが、日本よりも時間当たり生産性が高い

国が17カ国あります。

GEM は主に経済と政治における女性活躍の指標

です。経済は男女賃金格差と管理職の女性割合で

測っています。政治は、例えば代議士の女性割合

などです。このグラフで見ると、時間当たりの

生産性の高い国17カ国は、全てGEMが日本より

はるかに高くなっています。日本は平均的な教

育年数や平均寿命などの人間開発指数（Human 

Development Index: 以下HDI）は非常に高いので

すが、GEMでは非常に低くなっています。

実は、ここでは示していませんが、時間当たり生

8
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産性は、HDIとも関係しているので、HDIをコン

トロールして、GEM が時間当たり生産性にどの

ぐらい響いているかを見てみたのですが、実際、

有意に影響していて、平均的な学歴、寿命といっ

たHDIの影響は時間当たりの生産性に対して高い

のですが、女性の活躍の推進度であるGEMの影

響はHDIの影響の８割ぐらいに匹敵する大きな影

響であることがわかりました。

ですから、国際的な比較において、あくまで偏相

関の関係ですが少なくとも女性の活躍と平均的な

時間当たりの生産性は相関しているということが

分かります。これはOECD全体の話です。

9 スライド９は、働き方改革へのインプリケーショ

ンです。まず、改正雇用機会均等法における間接

差別の非常に限定的な定義を再度改正し、制度が

結果として男女格差を生み出すメカニズムが明確

なものは間接差別とすることが重要と考えます。

今、間接差別要件となっているのは、身長を用い

るとか、あまり本質的ではないものが間接差別に

なっていて、先ほどの総合職と一般職の区別みた

いなものは間接差別とはされていないわけです。

欧米の基準では、むしろ結果を見て、制度が理由

で人種間格差や男女間格差が生まれるとすれば、

その制度は間接差別であるとする裁判所の判定結

果があります。日本は、そういったところまでは

行っていないし、実際の間接差別の基準が非常に

限定的なものになっているので、そこをより広げ

る必要があるのではないか。

次に、１日当たりでなく、１時間当たりの１人の

労働時間生産性を問題にするべきです。１日当た

りにすると、長時間労働をすることの影響が出て

きますから、女性の活躍度のインパクトはほとん

ど有意ではなくなります。つまり、どのくらい長

時間労働をできるかということを加味して生産性

を測ろうとすると、男性優先みたいな考え方が合

理的にもなりかねません。有効な労働の配分とい

うことを考えると、もし労働者数と労働時間との

間に代替性が保てるのであれば、あくまで時間当

たりの生産性を高めるのがよいという経済理論が

ありますが、日本では終身雇用の問題があり、労

働者数と労働時間の代替があまりないという問題

があり、そこがネックになっているという議論も

あります。

政府案ですが、残業最大年 720 時間、月 100 時

間が出されました。これはまだ通っていませんが、

案としては政府から出されました。安倍政権の下

での働き方改革です。実は労働基準法の限度時間

では年360時間、月45時間とされているのです

が、これは三六協定という労使の協定の特別条項

があると、実はその規定を守らなくてもいいと

なっています。日本ではほとんどこの限度時間の

規定そのものが守られていない状態です。それよ

りさらに後退している結果となっている。100時

間以上だと過労死の発生率が増えることが分かっ

ていますから、この政府案は過労死の発生率は低

9
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めるかも知れないけれど、年 720 時間、月 100

時間の残業はとてもワーライフ・バランス達成に

は程遠く、また女性活躍にとって極めて重要な、

１日１人当たりの生産性から、１時間当たりの生

産性への成果の評価基準の変更には全く結び付か

ないだろうと思います。

私はオランダ、ドイツ、デンマークで採用されて

いる、また2000年のEU憲章、EUディレクティ

ブで原則的に認められている、雇用者が自ら最大

労働時間を、ペナルティを伴わずに決められる権

利の保障が非常に望ましいと考えます。日本では

労働時間を自分たちの権利として認めること、最

大労働時間を決められるという考え方は基本的人

権にはまだ入っていませんが、そういうことがや

はり望ましいのではないかと思います。

２．女性の専門職登用

10 次のスライド10は、専門職の話に移ります。問

題意識ですが、わが国の専門職者については、女

性の割合が決して低いわけではない。それなのに

男女賃金格差は専門職内でも極めて大きい。その

理由は何か。わが国において専門職女性の増加は、

職業における女性の活躍推進に大きく貢献してき

たのか。専門職自体は高学歴化に伴い増えてきて

いるわけです。ところが、賃金格差に対する貢献

度は非常に少ない。なぜそうなのか。これは異常

です。海外、例えばアメリカにおいて専門職の増

加と男女賃金格差は確実に結び付いています。と

ころが、日本では結び付いていない。そこにも少

し異常さがあります。理由は後で説明しますが、

専門職といっても多様であり、女性の専門職の偏

りが原因です。その偏りの問題を説明します。

今後、大卒率や正規雇用割合の男女の平等化が進

むと、専門職化の推進により男女の賃金格差は大

きく減少するか。これも現在までのパターンがそ

のまま延長して、ただ大卒率が男女均等化すると

いうことが起こるのであれば、答えは“No”です。

理由は後で説明します。専門職の発達と経済にお

ける女性の活躍が結び付くには、日本にはどのよ

うな社会変革が必要か。まず、事実から見ていた

だきたいと思います。

11 専門職の中で例を幾つか出します。まず、スラ

イド11の大学教員の女性割合の国際比較を見て

ください。OECDの、統計がある国は全部出して

います。これは比較可能な 2012 年の統計です。

50％の国から 40％くらいの国までありますが、

OECD の中で、日本以外で一番低いのは韓国で

35％です。日本は25％で最下位です。大学教員

の女性割合は、九州大学で 13% ぐらいだと久保

総長からお聞きしました。女性の少ない工学部が

大きいことも原因でしょうが、一般に、日本では

大学教員の女性割合がなぜ異常に小さいのかとい

う問題はあります。

10
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12 次は、医療における女性の活躍はわが国にも伝統

はあるが、果たして現在はということです。ス

ライド 12 は 2011 年の統計です。女性の割合が

50％を超えている国も随分あるが、韓国は21％

で、日本が19％です。韓国でも女医の歴史があ

りますが、日本が最下位で、韓国が最下位から２

番目です。大学教員と医師、この２つは、いわゆ

るヒューマンサービス系の分野での専門職です。

13 理系ではどうか。理系というより、研究者の女性

割合です。スライド 13 は、2010 年から 12 年の

統計です。研究者になるとさすがに女性割合が少

し下がってきます。40％以上の国もありますが、

30％台も多く、韓国は17％で、日本は14％です。

なおかつ、日本では大学と官公庁の研究所におけ

る研究員を除き、民間だけで測ると女性割合は

７％と非常に少ない。例えばアメリカでは官民に

関わらず30％以上、むしろ民間の方が進んでい

るほどで、高い割合で女性の研究者がいます。確

かに、分野を見ると女性の多い分野と少ない分野

はあるのですが、それでもこういった女性の活躍

が、日本で少ないのはなぜか。

先に挙げた３つ（大学教員、医師、研究者）のよ

うに高度な専門職の女性割合については、OECD

諸国内で日本は一貫して最下位で、韓国は一貫し

て最下位から２番目です。説明しませんでしたが、

高度な専門職の女性割合の高い国は一貫せず、専

門職の種類によりトップ３の国は交代します。と

ころが最下位の方は常に日本と韓国です。これは

構造的な問題があるだろうということです。

14 職業分類を広く考えるために男女の職業分類をし

ました。専門職をタイプ１型とタイプ２型に分け

ました。従来、女性は、教育・養育、医療・保健・

介護、社会福祉のヒューマンサービス系が多いが、

12
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その中でも社会的・経済的地位という指標が高い

医師、歯科医師、大学教員の女性割合は非常に低

い。ですから、この３つを除いて、比較的経済・

社会的地位が中間から下のヒューマンサービス系

をタイプ２型とし、その他の専門職、つまりヒュー

マンサービス系でないエンジニア、弁護士、会計

士などに加えて、医師、歯科医師、大学教員を含

むものをタイプ１型と私が名付けました。

スライド14は労働人口に占める各タイプ型の割

合の日米の比較です。日本については1995年と

2005年度を示しています。一番左のタイプ１型

専門職の男性はアメリカの方が多いですが、日本

もそんなに変わりがありません。一番右のタイプ

２型専門職の女性はやはり多い。日本の労働人口

の 19.6％、アメリカの 20.8％とほとんど同じで

す。一方、右から２つ目のタイプ２型専門職の男

性は日米とも少ない。ヒューマンサービス系で社

会・経済的地位は高くないサポート系が多く、こ

のような職には男性が少ない。ところが、タイプ

Ｉ型の、左から２つ目の非ヒューマンサービス系

の弁護士、会計士、エンジニアとヒューマンサー

ビス系で社会・経済的地位が高い大学教員、医師、

歯科医師を加えた、タイプＩ型の専門職について

は、アメリカは労働人口の13％近く女性がいる

のに、日本では２％に満たない。つまり、日本は

非常にタイプ２型に専門職が偏っていて、タイプ

１型に女性がいないということです。

ここでは示しませんが、実はアメリカの中で男女

所得格差が狭くなってきた２大理由があります。

1980年ぐらいから2010年までの約30年の間で

す。その２大理由とは、女性の労働参加率の増加

と、職業分布が変わりより賃金の高い職業に女性

が就きだしたということです。その中に、タイプ

Ⅰ型専門職の増加があります。ところが日本は、

それをまだ全然経験していません。労働参加率も

実はアメリカより低い。育児離職して、その後仕

事に就かない人もいます。あるいは離職して非労

働力人口に長くとどまる人も多くいます。

15 問題は賃金格差と男女の職業分類がどう関係して

いるかということです。スライド15は、賃金の

主な決定要因、つまり、年齢、勤続年数、学歴、

週当たりの就業時間を制御しています。そういう

制御をして、残りの賃金格差（所得の対数をとっ

ています）、への男女別の職種の影響を見ようと

しています。男性事務職を０としてそれとの相対

賃金を比較しています。プラスの場合には男性事

務職より賃金が高く、マイナスの場合には低いと

いうことです。男性の場合はタイプ１型専門職、

２型専門職、経営・管理職はすべて男性事務職よ

り給料が有意に高いです。ブルーカラーはすべて

低くなっています。

女性についてはどうか。１型専門職と経営・管理

職は男性事務職よりも有意に高い。ところが、女

性が非常に集中しているタイプ２型の専門職は、

典型的な職業の例では、幼稚園や保育士、小学校

14
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の先生、看護師、介護士という人たちが含まれま

すが、この人たちの賃金は専門職でありながら、

男性の事務職だけでなく男性のブルーカラーの一

番低い職業の賃金水準と比較しても賃金が低く

なっています。労働時間の違いを制御した賃金へ

の影響を見ていますから、これはすごく異常な状

態なわけです。日本では女性が多く就いているタ

イプ２型のヒューマンサービス系の専門職の賃金

は、非常に低く抑えられているわけです。

これが実は反事実的な状況、つまり学齢や正規雇

用割合が男女で平等になった場合という仮想状況

を考えても、問題を残すことになります。今後、

日本で男女の学歴分布や非正規雇用と正規雇用の

割合が男女で同等化した場合、専門職は確かに増

えますが、現状からほとんどタイプ２型に流れ込

むという予測が成り立ちます。実際、1995年か

ら2005年の間に学歴の進行により専門職が増え

たとき、ほとんどタイプ２型につぎ込まれてしま

いました。タイプ１型はほとんど増えていない。

現在２％以下ですから、増えたとしてもほんの少

しです。タイプ２型は専門職でも非常に賃金が低

いですから、そこが増えたところで男女賃金格差

は狭まりません。高学歴女性がどういう職に就く

かという職業のライフチャンスみたいなものが変

わらないで、女性ばかりが集中しているような

ヒューマンサービスのサポート系に集中してしま

うと、高学歴化になっても男女賃金格差が狭まら

ないというパラドックスが生まれてしまいます。

通常は、例えば教育の格差がグループ間で狭まる

結果、グループ間の賃金の格差も狭まるのが常識

です。ところが日本の場合には、そのメカニズム

が働いていません。それは、女性の専門職が非常

に偏っていて、ヒューマンサービス系のなおかつ

サポート系で賃金が低い職業に集中しているから

です。

ステレオタイプの職業、女性に向いている職業に

女性が就職しやすいということがあり、そういう

職業に就きやすい。先ほど、学歴を同等化したの

がありましたが、実は大学の中では学部・学科の

専攻が男女で分離しています。非常に大きく分離

していて、50％ぐらい分かれています。つまり、

男性人口、あるいは女性人口の半分ぐらいの専攻

を変えないと、男性と女性の分布を一致させるこ

とができないことが分かっています。

それで単に大卒割合などの男女差でなく、大学の

専攻や職業高校のタイプが男女で異なることが問

題かということを併せて分析しました。大学の専

攻の分布の差については、教育や文学は女性が多

い。社会科学系は日本の場合はまだ男性が多くて、

もちろん理工系は男性が多い。いわゆるリケジョ

が増え、理工系に女性が増えることは、タイプ１

型でエンジニアになるというパターンを増やす予

想が立ちます。ただし、これは学歴が同じならば

エンジニアになるチャンスも同じだという仮定を

します。それがもし成り立つならば、いわゆるリ

15
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ケジョの推進は、タイプ１型のエンジニア系の女

性を増やし、彼女たちの賃金は決して悪くないた

めに、もし理工学部系の男女割合が同等になれば、

男女賃金格差をある程度減らすことになることが

わかりました。またそれ以外の、例えば社会科学

で女性が増えることは、実はほとんど影響がない

ことが分かりました。

本の中では、ステレオタイプ化のことを書いてい

ます。米国に比べ、日本女性の専門職はタイプ２

型に集中し、タイプ１型専門職の割合は著しく少

ない。職業内男女賃金格差は、女性割合の多い職

（タイプ２型専門職や事務職）で最も大きく、女

性割合の小さい職（タイプ１型専門職や管理職）

では少ない。男女賃金格差が少ないところ、管理

職やタイプ１型には女性が行かず、自分たちが損

をするところにたくさん集まる。これは合理的な

選択とは言えない。だから、それは社会が男女に

対して機会を不平等に提供しているとしか考えら

れない。もちろん、人々が非合理に選択をしてい

ると仮定すれば話は別ですが、大学の専攻でもっ

て説明できる部分は、個人の選

好の現れであると見たとして

も、理工学部の女性の割合が増

加すると、タイプ１型をある程

度増やす。理工系の専門職を一

定程度増やし、それはある程度

男女賃金格差を減らす。しかし、

それ以外の格差については、専

攻の違いによって解消できませ

ん。

では、どのぐらい大学の専攻、

特に理工系専攻割合の男女格差

の解消により、タイプ１型専門

職割合の男女格差が減り、その結果男女賃金格差

を減らすことができるのかというと、最大見積も

りで20％ぐらいは減らせるだろうということが

分かりました。けれども、残りは説明できない。

ですから、やはり大学の学部・学科の専攻の違い

など男女の選好の違いでは説明ができない労働市

場における男女の賃金格差が、まだ日本では大部

分ということです。

男女の学歴同等化は、男女の職業分離をさらに増

大させるパラドックスを生みます。その主な理由

は、大卒割合の男女同等化に伴い、既に女性割合

の大きいタイプ２型の専門職が増える度合いが、

女性割合の少ないタイプ１型の専門職や管理職の

増える度合いより大きいと期待されるからです。

また、これは1995年から2005年に実際に起こっ

た結果とも一致している。実際に起こった傾向も

そうであったということを示して、なおかつ、さ

らに平等化するとどうなるかということをシミュ

レーションし、同じ結果が出ることを示したわけ

です。
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16 スライド16は、働き方改革へのインプリケーショ

ンについてです。働き方改革では同一労働同一賃

金を掲げており、非正規雇用が女性に多いことか

ら男女間賃金格差も解消・減少されると信じられ

ています。ただし、非正規雇用は圧倒的に勤続年

数が少ないので、同一労働の中に年功まで含まれ

ればほとんど解消しない。そういったことも含め

て解消したとしても、本当に有効かというと、実

は一番の問題は、男女賃金格差は同一労働内の男

女賃金格差の問題以前に、男女の間に同一労働の

機会がないことがまず問題です。

問題１として、男女は同一労働に就いていません。

ホワイトカラーの女性の職は、事務職やタイプ２

型の専門職に著しく偏っています。事務職も一般

事務職です。キャリアの進展性がなく、サポート

的な仕事です。ですから、同じ事務職でも、後か

ら入ってきた男性事務職にどんどん抜かれてい

き、自分はいつまでもサポートしなければいけな

いというキャリアが非常にたくさん見られること

が問題です。

問題２、正規職と非正規の職が同一であるか否か

は定義に大きく依存し、例えば時間的拘束性も同

一性の基準に含まれると、同一の職は著しく少な

くなります。実際、厚生労働省などの推定で、い

わゆる「均衡待遇」で同一だと見なせる職は、正

規と非正規の間で何パーセントぐらいあるかと推

定したのですが、非常に少ないそうです。ですか

ら、厳密に定義すればするほど、同一労働である

ということはなくなってしまいます。やはり、同

一労働同一賃金という以前に、同一労働の機会が

ないことが非常に問題であるということを本では

強調しました。

３．雇用形態の男女差の問題

17 雇用形態の男女差の問題です。スライド17は時

系列的に見た非正規雇用割合です。左側のグラフ

が日本で、右側が韓国です。実は韓国も日本も非

正規雇用が多いのですが、韓国では、非正規雇用

者の割合は女性（実線）が40％台、男性（点線）

が25％－30％、男女格差は10％強ぐらいです。

ところが日本を見ると、女性は時系列的にも増え

て50％を超えているのに、男性の方は15％ぐら

いですから、35％ぐらいの差です。韓国は10％強、

日本では35％です。私の分析では日本で男女賃

金格差は、正規雇用者内での男女格差が50％以

16
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上説明して、雇用形態の違い、非正規が多いこと

が男女賃金格差を生み出しているのは35％ぐら

い、合わせて80％以上を説明できます。先ほど

言ったホワイトカラー正規雇用問題とは、正規雇

用内の格差の問題です。非正規雇用が多いという

のがここでの問題です。

18 スライド18は厚生労働省のパネル調査による統

計で、上から出産１年前から半年後、その後の女

性の就業状況の経過を見ています。出産１年前に

はグラフの一番左側の常勤は32.6%、次のパート・

アルバイトは16.2%です。結婚前だともっと常勤

が多く、パート・アルバイトは少ないですが、既

に出産１年前でも結婚退職者がいるためにこのラ

インになっているわけですが、右側に大きなウェ

イトを占める家事・無職などは44.9%もいます。

ところが、第１子を出産半年後、大幅に常勤が減

り 16% となります。左から２つ目のパート・ア

ルバイトもいったん減りますが、その後どんどん

増えていくのはパート・アルバイトばかりです。

これはマクロの数字です。

19 ミクロに個人を見た場合は、家庭の事情で転職・

離職した人は男性6.6％、女性は79.1％です。23

歳から39歳という年齢別に、離職者と転職者を

見ると、男性の場合には転職者が多く、女性の場

合は離職者が多い。家庭の事情により離職・転職

をする割合は、女性の方が男性よりはるかに多く、

この傾向はあまり変わっていません。離職・転職

したという女性は離職割合が高く、男性は転職割

合が高い。なおかつ、再参入するとパート・アル

バイトみたいな職が大部分になってくるというこ

とです。

なぜ韓国はそれが起こっていないのか。実は韓国

も前は同じような状態がありました。ただ、IMF

危機以来、労働の流動化が進みました。そのせい

で、不安定な雇用は増えたのですが、一方で終身

雇用的なものが崩れてきたために、再参入する人

にもチャンスが回ってきました。そのために育児

離職をする女性が大きくハンディキャップを受け

る程度が少し減ってきて、正規雇用でのチャンス

も増してきました。日本はまだそれが起こってい

ないので、IMF危機のようなことが起こるのは非

常に痛みが伴いますから起こらない方がいいわけ

ですが、その一方終身雇用慣行が持続し中途採用

者を正規で雇うことがほとんど増えない状況が続

18
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くことは、育児離職する女性の大きなハンディ

キャップも続くことになります。

第１の根本的な問題は、家庭に何か事情が生じる

と圧倒的に、男性でなく、女性が離職・転職で対

処せざるを得ない傾向があります。これは、伝統

的家庭内分業、家庭の問題はとにかく妻が対処す

る義務を負うということがいまだに強いことに加

え、夫婦の所得格差による離職理由。つまり、ど

ちらかが離職すると家庭の収入が減るわけで、男

女間賃金格差があると、賃金の低い方が家事・育

児をおこなった方が合理的です。これはゲリー・

ベッカー（Gary Backer）の理論となりますが、

男女格差自体が伝統的な夫婦の家庭内分業を合理

化し再生産させてしまうわけです。これには反論

があります。アメリカの実証的な分析では、過去、

時系列的に見ると、家事・育児の分担率はどんど

ん平等化していきます。その平等化が起こったの

は、男女賃金格差が狭くなってきたこと以上に、

実は特に収入の高い女性の方からのアウトソーシ

ングが増えて、家事・育児量の絶対値が減ってき

たことによります。男性の家事・育児時間は増え

ているのですが、男性が増えた割合よりも、女性

の減らした方が多くて均等化が生まれたという結

果です。このように、必ずしも所得格差だけで説

明できない部分もありますが、わが国の場合は、

いずれにせよ男女の伝統的家庭内分業が非常に維

持されています。

また、私は希望就業時間と実際の就業時間が、家

庭で子供が生まれた場合どのぐらい変わるのか

を、日本の男女において調べたことがありますが、

子供が生まれると男性も女性も希望就業時間は下

がります。ところが実際の就業時間は、男性は増

えて女性は減るという事態が起こっています。そ

れはなぜかというと、企業は伝統的分業を前提に

して、「おまえ、お父さんになったからもっとしっ

かり働け」のように、希望就業時間が減っている

のに実際にはもっと長い時間働かせる。女性の方

は母親が家事・育児をやらなければ仕方がないみ

たいな形で、女性の希望を入れて仕事時間を減ら

す。女性にとっては一見良さそうに見えますが、

実はそれによって自分のキャリアは断絶してしま

い、ほとんど進展性もなくなってしまうという問

題が起こります。

終身雇用の問題もあります。アメリカの歴史を簡

単に。実は、日本の問題の中の一部はアメリカに

も昔からあった問題です。ただ、早期にいろいろ

意識が変わってきたのだというお話を次にしま

す。

20 ア ー リ ー・ ホ ッ ク シ ル ド と い う 社 会 学 者 が、

1970年代に、『Second Shift』という本を書きま

した。これはすごく影響力のあった本で、人々の

意識を変えたのですが、女性には仕事のセカンド・

シフトがあると主張したのです。何かというと、

男性は職場の仕事が終わると、それで仕事が終わ

りだけど、ワーキングマザーが家に帰ると家事・

育児という第二の仕事が待っていると。彼女が示

したのは、家事・育児時間と労働時間を合わせた

場合に、もちろん女性がフルタイムで働いている

という前提で、フルタイム雇用の男女を比べた場

合、結婚している子供のいる男女ですが、女性の

方がはるかにトータルの時間は多くて男性が少な

い。ということで、労働時間だけを見ると女性が

少ないのですが、実際の家事労働を入れると女性

の方が非常に負担になっている。それが非常に女
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性の活躍のネックになっているという話をしたわ

けです。

その後、かなり家事・育児時間・労働時間の平等

化が生まれました。先ほど言いましたように、平

等化が生まれたメカニズムは必ずしも男性が家

事・育児時間を増やしたことが大きな原因ではな

く、女性が減らしたのが大きな原因です。特にア

メリカでは、高学歴男女、共働き男女の中では非

常に平等化が進んでいます。全体としてはまだ

40％～ 35％で、その中で男性の 40％ぐらいが

家事・育児をやり、60％が女性です。でも、日

本の場合は10％と90％ぐらいという大きな差で

すから、まるで比較にならないくらい女性に偏っ

ています。

現在、日本はどうかというと、やはりフルタイム

に限って言うと、家事・育児の時間と労働時間を

合わせると、労働時間だけで言えば女性の方が少

ないのですが、トータルでは女性の方が多いで

す。ですから、80 年代のホックシルドが言った

状態が日本にも存在します。結婚することが女性

にとってはダブル・バードン（２重の負担）とな

る。だから晩婚化を生むし、少子化にもつながる

という議論が生まれるわけです。女性の結婚や育

児の機会コストが大きいということです。

21 もう一つの米国の例です。1990年代に、いわゆ

るファミリーフレンドリーの企業が増えだしたこ

ろの話です。ワーク・ライフ・バランス志向の有

能な女性、男性を活用したいということで、ファ

ミリーフレンドリーな企業が増えてきました。で

も、最初は非常に曲解されたものがあったのです。

おかしな運用がありました。

管理職上司が部下の女性管理職へ、例えば課長が

係長へ、そういうランクはアメリカにはないです

が、比喩的に考えてください。「今日の６時から

の会議は、君は家庭の用事があるだろうから、抜

けても構わないよ」と言うわけです。しかし、会

議に出られないと意思決定に参加する機会を失

う。また、自分は反対でも反対意見を述べる機会

がなく、決定に従わなければなりません。これは

おかしいと女性たちが言い出して、重要な意思決

定はコア時間（午前10時から午後３時ぐらいま

で）に行われるようになりました。フレックスタ

イムが広がってきたときも、やはりコアタイムだ

けはみんなで一緒に集まれるようにするみたいな

慣行ができました。

20 21
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あとは、例えばジョブシェアリング。管理職の

ジョブシェアリングというのは、２人で管理職を

やるということですが、米国の管理職の10％ぐ

らいがジョブシェアリングをしています。当然育

児期の女性の管理職にはジョブシェアが多くなり

ます。

もう一つの不適切な男性上司の女性部下への言葉

ですが、「在宅勤務は構わないけれど、いつも対

応・応答可能な状態にしてほしい」と。しかし、

在宅勤務の意義は自分の仕事時間の管理を自分で

できるからワーク・ライフ・バランスが達成しや

すい点にある。このように仕事のコミットメント

を、長時間労働や時間的拘束を受け入れる度合い

で測る考えが、アメリカでも実は存在していまし

た。日本でも非常にまだ強く残っています。この

考えを改めることが人事評価に要求されるように

なり、アメリカ社会が変わってきました。日本は

まだその辺りの意識が変わっていないのではない

かということです。

男女の機会の平等を考える上で特に留意すべきこ

とは、第１に既存の制度を前提とした機会の平等

は、真の機会の平等ではないということです。例

えば、恒常的に残業するか否かを踏み絵にされた

結果、女性の一般職の選択は、真の自由意志の選

択とは言えません。短時間正社員制度がないため、

育児期に非正規に転職するのも真の自由意志選択

とは言えません。

第２に、与えられた機会がどのような基準で評価

されるかに関して、基準が男女で公平か否かが問

題です。一般に、育児役割負担の違いなど、男女

の置かれた状況の違いや、就業時間の男女の選好

の違いに、中立的な基準で評価が決められていな

いと、例えば時間当たりの生産性の基準とかです

が、仮に企業に女性への偏見がなくても、女性に

対して不公平な基準（例えば業務の成果が、かかっ

た時間にかかわらず目標をどれだけ達成したかで

評価される場合）で男女の仕事能力を測る限り、

残業できない女性は不利を被ります。これは資生

堂の役員だった岩田喜美枝さんが強調したことで

す。日本の仕事の評価基準は、時間にかかわらず

達成することであり、これが非常に女性の活躍推

進のネックになっているという

話をされていました。女性への

低い評価が生まれ、特に資格基

準の難しい地位の高い役職に対

して、女性の自己投資のインセ

ンティブを奪う。自分が昇進で

きないのなら、一生懸命自分を

向上させる努力をしても仕方が

ないのではないかという諦めが

増えてくるということです。

伝統的な男女の分業を企業が雇

用者とその家族に押し付ける
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と、たとえ企業から見てそれが「女性に優しい」

人事方針に見えても、先ほど言ったみたいに「育

児があるだろうから早く帰っていいよ」と言い、

実際には意思決定から女性管理職を除いてしまう

と、男女の機会の平等は実現できません。

時間になりました。以上です。ご清聴ありがとう

ございました（拍手）。

注
（１）   Kato, Takao, Daiji Kawaguchi, and Hideo Owan. 

2013. “Dynamics of the Gender Gap in the 
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山口　一男（やまぐち　かずお）
1991年より現在までシカゴ大学社会学教授。2003年より経済産業研究所客員研究員を兼務。2011年に経済
産業省『企業の活力とダイバーシティ推進』研究会座長。経済産業省出版報告書『ダイバーシティと女性活躍
の推進―グローバル化時代の人材戦略』の監修を務める。著書に『ダイバーシティー生きる力を学ぶ物語』（東
洋経済新報社2008）、『ワーク・ライフ・バランス―実証と政策提言』（日本経済新聞出版社2009）、『働き方
の男女不平等―理論と実証分析』（日本経済新聞出版社2017）など多数。

（左より）九州大学芸術工学研究院教授 伊藤裕之氏、九州大学総長 久保千春氏、シカゴ大学教授 山口一男氏、九州
大学副理事 玉田薫氏



026 ポリモルフィア Vol.3, March 2018

女性研究者エンカレッジメントセミナー抄録
「		世界の研究環境におけるジェンダー	
～女性研究者の割合増加と、男性研究者と同等の影響力について～」

アラニャ・ルディービーヌ
エルゼビア・ジャパン社アカデミック・リレーションズ 
シニア・マネージャー

皆さま、こんにちは。ただ今ご紹介いただきまし

たエルゼビアのアカデミック・リレーションズの

アラニャ・ルディービーヌと申します。本日は、

今年の３月に発表された、世界の研究環境におけ

るジェンダーに関するレポートの背景と調査結果

について報告します。

1 まず、エルゼビアについてですが、学術出版から

科学技術・医療を専門に情報分析をしている企業

です。さまざまな政府機関、研究機関、大学、科学・

医療機関において、パフォーマンスを向上させる

ためにサポートしています。そのサポートの一環

として、４、５年前から注目されている研究テー

マを中心に、情報分析・調査を提供しています。

2 ご存じのように、国連の持続的開発目標（SDGs）

17分野の中に「ジェンダーの不平等問題を解決

する」という項目があります。エルゼビアでは２

年ほど前から、右側に示されているようなレポー

トを出しています。一つはサステナビリティーに

1 2
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ついて、もう一つはドイツでの研究を中心にして

ジェンダーをマッピングしています。この二つの

レポートがベースとなり、今回の調査・報告に至っ

ています。

3 対外的には、これらのレポートはエルゼビアの他

のイニシアチブの下に、ジェンダーの平等と理工

系分野（STEM）での女性の活動を促進すること

を重要な目的にしています。例えば、ジェンダー

と科学ということに関して、エルゼビアでは財団

を持っています。この財団は STEM、科学技術、

工学、数学という領域の中で、10年間で50件以

上の助成金を出しています。

4 社内的には、エルゼビアはジェンダーの一つの指

標として、グローバルなベンチマーキングを採

用しています。それは、Economic Dividends for 

Gender Equality（EDGE）という認証プログラム

です。エルゼビアは約70カ国にオフィスを構え

ていますが、日本は既にこのEDGEの認証を受け

ています。

日本のオフィスには社員が250名いますが、その

半分が女性で、経営陣の中での女性比率は30％

です。この認証には幾つかのステップがあり、日

本のオフィスはそのうちの一つ目のステップに合

格しています。今後さらにステップアップしてい

くことを目標としています。

5 では、早速、このレポートについての概要を紹介

します。

レポートは、三つの章で構成されています。第１

章では、ジェンダーの観点から見た研究環境の概

要を紹介しています。第２章では、それぞれの社

会的側面から比較したジェンダーのリーダーシッ

プ、共同研究、そして流動性について。第３章は

少し違っていて、学問分野としてのジェンダー研

3 4
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究で出版された論文の寸評を取り上げています。

この中では、世界的な専門家へのインタビューに

加え、エキスパートの視点や背景情報を紹介して

います。国の内訳はアメリカ、ヨーロッパ、アジ

ア太平洋地域で、日本からは科学技術振興機構

（JST）がアドバイザーの役割をしています。また、

19名の専門家の方々からの支援、情報のインプッ

ト、そしてアドバイス、指導などを受けています。

6 このレポートは、ユニークなグローバルデータ

ベースを基にして、専門知識を用いた分析を行っ

ています。今回は12の国と地域を対象に調査を

しています。EUは28カ国を一つとして数えてい

ます。期間は二つに分け、ベンチマーキングを行

いました。分野は27で、実際の論文の提出数と

影響力のある12の項目について分析しています。

特許においては、世界知的所有権機関（WIPO）

と照らし合わせています。さらには、共同研究、

流動性といった領域にも焦点を当てています。

7 レポートの基となるエルゼビアのデータベース

Scopusの事例がこちらです。Scopusは世界最大

級のアブストラクトと引用情報などをまとめた

データベースです。さまざまな分野、２万以上の

タイトル、5000以上の国際的な出版社の文献が

入っていて、グローバルなカバレッジとなってい

ます。中には、英語ではないタイトルも含まれて

います。それぞれの著者がどういった出版物を、

どういう機関から、どういう引用情報で、どういっ

た共同研究で、という識別子から引っ張ってくる

ことができますが、残念ながらジェンダーの情報

がScopusには入っていません。

8 そこで、ジェンダーに関する情報を把握するた

めに、ユーザープロファイルなどを網羅してい

るソーシャルメディア、ソーシャルネットワー

76
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クプラットフォームを活用することになりまし

た。 例 え ば、Facebook、LinkedIn、NamSor や

genderize.io というプラットフォームを使って、

それぞれの国のリストとファーストネームのリス

ト、そしてジェンダーをひも付けて掲載していま

す。のファーストネームをベースに、男性なのか

女性なのかの確率を計算しました。Scopus の中

にある著者のプロフィールと、これらのデータ

ベースの情報をマッチングさせました。

日本に関しては、別のファーストネームのリスト

を参照する必要がありました。ネイチャーペー

パーに掲載されたウィキペディア上のリストか

ら、情報を引っ張ってくる手法を用いました。そ

して、特許関係のデータに関しては、WIPOのリ

サーチや構築したジェンダーディクショナリーか

ら引っ張ってくることにしました。

9 調査結果の詳細に入る前に、幾つかの主要な結果

についてご紹介したいと思います。

レポート自体はグローバルなパブリッシュになっ

ているのですが、今回は日本に目を向けて紹介し

てみたいと思います。日本の研究者全体に占める

女性の比率はまだまだ低いのですが、それでも割

合としては増えてきています。論文の本数を男女

で比較すると、男性より女性の方が執筆論文の数

が多いことが分かりました。平均的に数は多いの

ですが、だからといって生産性での業績につなが

るという結論にはなりません。

女性の学術論文が Top10％の学際的な論文の中

に含まれているという数を見ると、男性よりも女

性の方が学際的な論文が若干多いということが分

かります。流動性については、日本では女性の研

究者が海外に流出する割合が、今回見ている12

カ国と地域に比べて、少し高いことが分かってい

ます。

10 では、調査結果を見てみましょう。第１章では、

ジェンダーの視点から研究環境をまとめていま

す。ここでは、研究者の男女の割合を比較して見

ています。紫色が女性、緑色が男性です。実際

に発表している論文とScopus上で指標化されて

いる著者を用いています。今回の12カ国・地域

の結果を時系列で見ると、女性の研究者、女性の

発明家の割合が全体的に増えています。日本では

15％から20％に伸びています。驚くのはポルト

ガルとブラジルで、半分近くになっています。他

109
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の比較国 / 地域では、女性の研究者は大体 40％

以上になってきています。

11 次は日本に注目して、分野別に男女の比較を見て

みましょう。研究分野により、女性研究者の割合

にばらつきがあります。グローバルでは生物科学、

遺伝子、分子科学、免疫学などは女性の割合が最

低でも40％と、大変高い割合で女性研究者が活

躍している分野もあります。特に看護の分野は、

日本だけではなく他の比較国/地域でも女性研究

者が60％を占めているところもあります。

　日本の場合は女性研究者の比率が最も低く、

15％以下がエネルギー、工学系のエンジニアリ

ング、数学系の領域です。12 カ国 / 地域の中で

比較してもやはり男性が強い領域で、女性の割合

が日本で最も低かったのがこれらの分野です。

12 研究者１人あたりの執筆論文の数の男女別の比較

です。グローバルでは、研究者１人あたりが出す

論文の数字を５年間で平均すると、男性は女性よ

りも数が多いことが分かります。しかしながら、

日本はそれが逆転していて、全体的に女性の方が

男性よりも執筆論文の数が多いのです。でも、そ

の差はだんだん縮小しています。

13 次に、発明者の割合と人数を男女別に見ます。

WIPOの協力で発明者のうちの女性の割合を調査

対象となる 12 カ国 / 地域の中で得ることができ

ました。時間とともに女性の割合は増えていて、

ジェンダーバランスに改善が見えてはいますが、

やはり、女性の比率はまだまだ少ないようです。

目立っているのはポルトガルで、女性の割合が一

番高く26％となっています。それに対して、日

本は残念ながら８％、イギリスは12％、オース

トラリアも12％で、まだまだ発明者の中の女性

の割合は少ないといえます。

1211
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14 第２章では、コラボレーション、共同研究、国際

的な研究と流動性に着目しています。

まず、共同研究について、出版された論文の共著

として名前が挙がっているかどうかを件数として

数えています。例えば、著者の国を１と数えるの

ですが、もしその論文が幾つかの国にまたがって、

複数の著者により書かれていれば、それぞれの国

を１点、１点と数えています。

分析結果を見ると、国際共同研究については、国

によって男女の割合にばらつきがあることが分か

ります。比較国の中では大体、女性は男性より国

際共同研究にあまり積極的ではないことが分かり

ました。日本では、ジェンダーごとに見ると、国

際的な共同研究に参加している女性の割合がだい

ぶ低く、比較国/地域に比べてもとても少ないこ

とが分かります。

15 次に、発表された論文の学際的な側面があるか、

つまり、論文の被引用ベースで学際性を分析して

います。日本では学術論文のうち、学際的な論文

Top10％を見ると、女性の方が男性より若干質が

高く、学際論文に貢献していることが分かりまし

た。

16 次の国際流動性については、今回レポートを出し

ている12カ国の中で、流動性の分析は日本、カ

ナダ、イギリス、ブラジルの４カ国のみで調査し

ています。論文が出されたときのそれぞれの研究

者が帰属している国を識別し、その帰属国はどの

ように変わっていったかを見ることで、国際的な

流動性を推し測っています。

これには研究者が入ってくる流入と、出ていく流

出という二つの側面がありますが、違う国にそれ

ぞれ２年以上移動していれば、流入・流出してい

るとして、そういった研究者を移動性の高い研究

者と定義付けて計算しています。他の国で２年以

内に何らかの論文を出した研究者は、Transitory 

1514

16



032 ポリモルフィア Vol.3, March 2018

researcher という呼び名で流動性を示していま

す。

同じ国にずっと帰属している研究者は、流動性の

ないNon-migratory researcherとして数字を取り

上げています。この４カ国を対象とした場合、日

本が唯一、女性の研究者が海外に流出する、つま

り、国際流動性が大変高い国だということが分か

ります。

最後に、今日は簡単に調査結果に触れましたが、

もしご興味があれば、無料で今日紹介しましたレ

ポートをダウンロードしていただけます。そのリ

ンクとインフォグラフィックスがこちらになりま

す（１）。また、日本にフォーカスしているインフォ

グラフィックスも入っています。レポートの参考

データの一部をどなたでもダウンロードできるよ

うに、Mendeley グループを作ってあります（２）。

そして、エルゼビアのジェンダー＆研究リソース

センターで検索すれば、いろいろなジェンダー関

係のリソースを無料で提供しています（３）。ぜひ、

こちらのリンクページとダウンロードをご覧くだ

さい。ご清聴ありがとうございました。（拍手）

注
（１）   https://www.elsevier.com/research-intelligence/

resource-library/gender-report/_nocache
（２）   https://www.mendeley.com/community/gender-

in-the-global-research-landscape/
（３）   https://www.elsevier.com/connect/gender-and-

science-resource-center
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「九州大学の分析事例」

劉　沙紀
九州大学インスティテューショナル・リサーチ室　学術研究員

ご紹介ありがとうございました。皆さん、こんに

ちは。私は九州大学のIR室（インスティテューショ

ナル・リサーチ室）で学術研究員をしております

劉と申します。本日はよろしくお願いいたします。

私からは、九州大学の研究活動を、男性、女性と

いう観点で分析した事例をご報告させていただき

ます。

1 それでは、最初に私が所属する IR 室を少し紹介

させていただきます。IR 室というのは、主に総

長や理事といった執行部の方の意思決定を支援す

るのが主な仕事の部署です。そのために学内外の

情報を調査・収集し、それを分析して、その結果

を執行部に提供するということを主に行っていま

す。

2 例えば、ウェブサイトを通じて執行部の方に分析

結果を提供したりしています。また、収集した情

報を学内の教職員や学外の方にも公開していま

す。このウェブサイトは、閲覧する人に応じた情

報を提供する仕組みを持ったサイトです。

3 また分析活動の一環として、エルゼビア社の研究

分析ツールSciVal（サイバル）というものがあり

1 2
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ますが、これを使って大学の研究力分析をしてい

ます。さらに、Pure（ピュア）という研究者の方々

がご自身の業績をアピールするためのツールがあ

り、その管理もしています。

このたびは、その研究分析ツールSciValを用いて、

九州大学の研究活動をジェンダーの観点から分析

して、先ほどエルゼビア社からのご報告にありま

した世界や日本における傾向と、九州大学の傾向

を比較しました。

簡単に分析の条件を説明させていただきます。ま

ず、論文執筆の対象者は、2017年8月1日現在、

九州大学に所属する研究者としました。

対象論文は、その方たちが執筆して、Scopus に

収録されているものです。例えば、8月1日現在、

所属する研究者の中の約84％が1996年以降、少

なくとも 1 本は Scopus に論文が収録されていま

す。今回はそれらを分析対象としました。

性別の把握方法ですが、人事データを参照して、

ご本人、研究者の方が申告した100％正確な情報

を使っています。

4 では、結果に移ります。初めに人数です。2011

年、6年前ですが、九州大学の女性研究者の割合

は、この紫色の部分10.7％で、9.4人に1人でし

た。それが今年、2017年になると13.4％で、7.5

人に1人に増えています。ただ、この値は先ほど

のご報告でもありましたが、日本全体の女性研究

者は20％ということでしたので、それよりも低

い値になっています。ただ、九大としては増加傾

向にあるといえます。

5 九州大学の中には研究院や研究所がありますが、

女性の割合が低い部局と高い部局をまとめまし

た。女性の割合が低い部局としては、マス・フォ

ア・インダストリ研究所、システム情報科学研究

院、数理学研究院、工学研究院など、数学、工学、

エネルギー分野の部局です。これは、エルゼビア

社のジェンダーレポートで報告されていた世界に

おける傾向と一致しているのではないかと思いま

す。

一方、女性の割合が高い部局は、歯学研究院、医

学研究院となっています。こちらも生命科学分野

3 4
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8

は女性の割合が最も高いという世界の傾向と一致

しているようです。

6 続きまして、1 人あたりの論文数です。1996 年

から5年間ごとに四つの期間で数字を出していま

す。紫色が女性研究者、緑色が男性研究者の値で

す。まず、九州大学においては日本の傾向とは逆

になってしまいますが、男性の方が1人あたりの

論文数は多い値になっています。ただし、男女と

もにこの論文数は年々増加していますが、女性の

方が論文数の増加率が高いことが分かりました。

最初の 1996 年からの 5 年間と 2011 年からの 5

年間で比べると、女性は約5倍増加しています。

従って、女性研究者の今後の研究の発展も、かな

り期待されると思います。

九州大学では2009年から戦略的人事制度として、

「女性枠設定による教員採用・養成システム」と

いうものを実施していますが、この制度で採用さ

れた教員の先生方は、さらに男性研究者よりも高

い値となっています。この制度が有効に機能して、

九州大学の研究力向上を押し上げる一つとなって

いることが分かります。

7 続きまして、1 論文あたりの被引用数と、もう

一 つ、 被 引 用 数 を 分 野 補 正 し た FWCI（Field 

Weighted Citation Impact）という指標を紹介さ

せていただきます。先ほどの1人あたりの論文数

は男性の方がかなり高かったのですが、この1論

文あたりの被引用数になると、あまり男女で差は

ありません。男性の方がわずかに多いです。た

だ、男女ともに日本の平均より多い値となってい

ます。

8 この被引用数というのは、医学系は多かったり、

人文系は少なかったりと、分野においてかなり差

があるのですが、それらを補正したのがFWCIと

いう指標です。

1.00 は世界平均ということですが、こちらを見

ても九州大学はあまり男女間で差はありません。

日本の平均、また世界平均よりも高い値となって

います。

ですから、九州大学の女性研究者は男性研究者と
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同様のインパクトを与えていて、それは日本や世

界の平均よりも高いということがいえるようで

す。

9 続きまして、女性の方が高かった指標をご紹介し

ます。CiteScore というエルゼビア社が提唱する

ジャーナルのインパクトを測る指標があります。

別の会社のインパクトファクターと同等のもの

で、これが高い Top10％の雑誌、影響力がある

雑誌といえると思いますが、それに掲載された論

文の割合が女性の方が高いことが分かりました。

2011年、最近になりますが、九州大学では日本

の平均よりも高く、そして男性よりも女性の方が

高いということが分かりました。

10 そして、さらに上位に絞られたTop1％でも、同

様に女性の方が男性よりも割合が高いことが分か

りました。女性の方が、このような影響力のある

雑誌に掲載される論文の割合が高いことになりま

す。

11 最後に、国際共著論文の割合です。九州大学では

国際共著論文は、男性の方が高いです。これは世

界や日本における傾向と同様ですが、日本の女性

と男性の差よりも、九州大学はさらにその差が小

さく、男性と同様に女性も国際共著論文をたくさ

ん書いていることが分かります。

12 九州大学の女性研究者が国際共著をしている相手

が所属する機関の国の図になります。とてもたく

さんの国と、九州大学の女性研究者の方々も国際

共著の実績があります。アメリカ、中国、韓国、

イギリス、フランスの順に共著論文数が多いので

すが、世界大学ランキングが10位以内の大学と

9 10

11 12
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の共著論文数も多くあり、活躍されていることが

分かります。

13 それでは、まとめます。九州大学の女性研究者の

割合は13.4％で、6年前に比べて増加しています。

また、1人あたりの論文数は男性の方が多く、女

性の方が少ないのですが、1論文あたりの被引用

数では男性の方が少し高いものの、あまり差はあ

りませんでした。

また、女性の方が影響力のある雑誌、Top10％に

は「Nature」や「Science」といった有名な雑誌

も含まれていますが、これに掲載された論文の割

合が高かったです。1人あたりの論文数の増加率

は女性の方が高く、今後の研究の発展が期待され

ます。

14 最後に、九州大学では SciVal と Pure というもの

を導入しており、九大の方ならSciValを使うこと

ができます。学外の方も、もし気になる先生を見

つけられたら、Pure は学外に向けても公開され

ていますので、そちらですぐに先生を調べること

ができます。研究者の方は研究のアピールの場と

してこのサイトを活用できますので、ご活用いた

だければと思います。

以上になります。ご清聴ありがとうございました

（拍手）。

　　参照
　  九州大学 IR 室 Web サイト　https://www3.ir.kyushu-u.

ac.jp
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「		分析データを自分の研究にどう活かすか」

玉田　薫
九州大学副理事・先導物質化学研究所教授

本日は若手研究者へのアドバイスとして、分析

データを自分の研究にどう活かすかについてお話

しします。エルゼビア社の統計データを見て、男

女比だけではなく、男女ともに日本の研究の生産

性が他国に比べて落ちてきている分析結果が気に

なった方がおられると思います。それに関連して、

私自身が海外で学んだ研究インパクトを上げる方

法や、またその問題点などについてご紹介します。

近年、データによる研究者業績の評価・管理が

行われる時代に日本も突入しました。しかしシ

ンガポールを始めとするアジア諸国では、数

値データによる研究者評価はもう随分前から

行われていて、日本は約 10 年遅れている印象

があります。ところで、皆さんもよくご存知

の Impact Factor は、実は雑誌の影響力を示す

ものであって、これを個々の論文や個人の研究

業績の評価に直接用いるのは正しくないとい

うことをご存知でしょうか。これについては

九大付属図書館の HP にも関連の記載がありま

す（http://guides.lib.kyushu-u.ac.jp /content.

php?pid=688078&sid=5707881）。 で は Impact 

Factorに代わり何を使うのが良いかというと、論

文評価には被引用数を使う方法が現在最も一般的

です。論文をたくさん書くことは重要ですが、一

方で誰も読まない論文を書いていたのでは評価は

されません。この被引用数というのが論文の「質」

の評価に相当します。そして、数と質とを合わせ

たものが「h-Index」になります。例えば、10回

以上引用された論文が５報ある場合と、５回引用

されたものが10報ある場合が同等にh-Index= ５

として評価されるというものです。このh-index

が研究者の評価手法として現在最も広く用いられ

ています。

個々の研究者の数値データが上がると大学の数値

データも上がり、これが大学ランキングに反映さ

れるため、大学としても数値データを重視する動

きが加速しています。論文数については、自分が

たくさん書けばいいわけで話は簡単ですが、自分

の論文の被引用数を上げたいとなると話は複雑で

す。これについていくつかの例をご紹介します。

さきほどImpact Factorは論文の評価には直接使

えないと話しましたが、Impact Factor の高い雑

誌に掲載されると読まれる可能性が高まります

ので、Impact Factor の高い雑誌に投稿すること

は引用数を上げるために（間接的ではあります

が）有効な手段です。例えば医学・生物系雑誌

はImpact Factorが一般に高めです。またImpact 

Factorの高い雑誌としては、「Nature」「Science」

などが有名ですが、これらの雑誌はいわゆる「一
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般誌」です。Broad Audienceを狙うという意味で、

こうした一般誌を選ぶということも得策です。他

には、流行の分野というのも狙い目です。例えば

ノーベル賞を取った直後など、関連の分野の論文

は、ノーベル賞を受賞した本人のものでなくとも

検索される機会が増え、被引用数が増えます。そ

の他、お勧めなのは Review 論文です。世界中の

学生や若手研究者がReview論文を好んで読む傾

向があり、また論文のIntroductionとしても使い

やすいため、Review 論文というのは被引用数が

上がりやすい傾向があります。Review 論文です

と自分のオリジナルのデータに限る必要はありま

せんから、若手が自分の数値データを早急に上げ

たい場合などに適した方法です。他には、ハイイ

ンパクトの雑誌の姉妹版の新刊ジャーナルなど、

まだImpact Factorが付いていないような雑誌を

先物買いして投稿しておくと、将来期待以上に高

く評価される可能性があります。

こういった論文に関する情報は、日々厳しい個人

評価にさらされている世界の若手研究者にとっ

て、安定した研究生活を維持するためにとても

重要です。シンガポールの場合、本人の努力だ

けではなく、ノーベル賞に合わせて世界規模の

グラフェン研究センター（Graphene Research 

Centre） を立ち上げるなど、国や大学の組織的な

戦略と合わせて、データ社会を勝ち抜いていると

言えると思います。

これらの話は研究をどう考えるかという、研究者

にとって本質的な問題と強く関連します。研究は

我々研究者にとって趣味ではなく仕事であり職業

ですから、時には自分の専門分野から離れてマー

ケティングの発想で研究テーマを選ぶことも重要

です。検索キーワード上位のものを掛け合わせて

テーマを設定する、国際的に著名な研究室との共

著論文を書く、キーパーソンからトレンド情報を

いち早く入手するなど、戦略的思考で研究を行う

ことも必要かもしれません。しかしこれらの話に

疑問を感じる研究者も少なくないのではないで

しょうか。例えば、「そんなことをしていては、

皆同じテーマになってしまうではないか」。もち

ろんその通りです。だからスピードが勝負になり

ます。「ノーベル賞は狙えないのではないか」。も

ちろんその通りです。真の発見を目指すものとは

発想が根本的に異なります。日本は歴史的に研究

のオリジナリティを重視してきました。だからこ

そノーベル賞を受賞する発明が生まれたとも言え

ます。しかし現在日本の研究者評価システムは過

渡期を迎えています。新しい波として、大学評価

（世界ランキング）やScopus/SciVal等による成果

の数値化、また社会的風潮としてビッグデータ解

析が出現しました。これらのデータ社会とどう付

き合っていくかを個々の研究者は考える必要があ

ります。

最後になりますが、今回のセミナーのまとめとし

て、「無意識のバイアス」についてお話しします。

今回のエルゼビア社並びに九州大学の解析データ

は「無意識のバイアス」について考える非常にい

い機会を与えてくれました。例えば、女性研究者

の業績は男性研究者よりも劣る、女性研究者採用

数を増やすと部局の業績が下がる、特にポジティ

ブアクションで採用した女性枠教員は期待できな

いと、つい無意識のうちに考えてしまいがちです

が、実はそうとは限らないということをデータで

示すことができました。女性研究者を採用したい
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けれども適当な候補者がいないというのは本当

か、無意識に合格ラインを高めに設定してはいな

いか、など現状を見直していただくいい機会に

なったのではないかと思います。我々女性研究者

の側も、こうした無意識のバイアスがあることを

意識して、自分の実力を正しく伝える手段を身に

付けることはとても重要です。「無意識のバイア

ス」の問題は、女性の問題に限らず、今後大学が

国際化を進めていく上でも、極めて重要であると

思います。男女共同参画推進室では今後もこの問

題解決に向けて、これまで以上に努力して参りま

す。ご静聴ありがとうございました。
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インタビュー「日本 IBM株式会社のダイバーシティ推進の取組」

梅田恵　日本アイ・ビー・エム株式会社 人事・ダイバーシティ企画部長
聞き手：武内真美子　九州大学男女共同参画推進室 准教授

日本 IBM がテレワーク先駆者 100 選に選ば
れるまで

（武内）さっそくですが、IBMをダイバーシティ

推進に力を入れるようになったきっかけを教えて

いただけますか。

（梅田）　まず 1990 年代前半に経営危機があり、

1993 年に IBM を立て直しに入ってきたルイス・

ガースナー会長が、「ダイバーシティはIBMの生

き残りの戦略だ」と宣言し、分社化しようとして

いたのをやめさせました。会社の構造を大きく

ハードウェアからソフトウェア、サービス中心の

会社に変えるためにさまざまな変革を実行しなけ

ればならず、当時30万人いた社員を18万人まで

減らして、かつその半分は新たに雇い入れました。

どんな条件の人でもプロとして活躍できるよう

に、会社の仕組み、働き方、評価の仕方などを変え、

成果主義が徹底されるようになりました。そして、

ダイバーシティ専任の役員を置き、全世界でダイ

バーシティを推進するようになったのが1995年

です。

　 ダ イ バ ー シ テ ィ は も と も と「Diversity and 

inclusion」でひとつの概念であり、1970年代に

アメリカで組織論としてでてきた考え方だそうで

す。Diversity というのは多様な人材を採用・登

用していくということで、Inclusion というのは

それをどうやって組織として受け入れていくかと

いうことになります。

　また IBM では、ワーク・ライフ・バランスと

いう言葉はやめて、ワーク・ライフ・インテグレー
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ションと言っています。社員の仕事の範囲も、国

を越えてグローバルに進出しており、お客様をサ

ポートするためには、海外の同僚と協業しなけれ

ばならない。そうすると、24 時間 365 日、うま

く社員自身に切り盛りしてもらわないといけな

い。しかし個人個人、別々の生活があるので、会

社が与えたものに社員が合わせるのではなくて、

会社は選択肢をいろいろ用意し、社員はそこから

自分のライフステージやキャリアステージに合っ

たものを選択していくという方向へと2000年頃

から変えてきています。

　IBMの特徴としては、まずお客様満足度の向上

という観点でモバイルワークという働き方を、営

業職やコンサルタント職など、お客様を直接担当

する社員に1997年から導入しています。ペーパー

レスを徹底し、社内手続きの簡素化と電子化を行

い、社員にパソコンと携帯電話を常に最新のもの

を貸与して、いつでもどこでも働ける体制にして

います。

（武内）　日本 IBM は、テレワーク先駆者 100 選

にも選ばれて (2016 年と 2017 年 ) いますが、モ

バイルワーク的な働き方というのは、職種を問わ

ず全体に浸透しているのですか？

（梅田）　お客様に対応する者は、このモバイル

ワークの対象になります。モバイルワーク対象外

の職種の社員が選べる働き方が、日本IBMではe-

ワークと言っている在宅勤務制度になります。

　これは業務改革としてモバイルワークが1997

年に先行し、1998 年に Japan Woman’s Council

という女性のさらなる活躍推進を検討する諮問委

員会ができて、そこから女性がもっと働けるよう

にするために、e-ワークという在宅勤務導入の提

言があり、1997年に「育児介護ホームオフィス

制度」として発表されました。しかし、女性向け

の施策とすると、逆に当事者の人たちは使いにく

かったり、申請しにくいのか、利用率が期待した

ほど高くなかったのです。

　そんな時に、社長と社員の対話集会が開催され、

「研究所の社員から、育児と介護以外の理由でも

在宅勤務ができるようにしてほしいと要望があり

ました。研究員は会社にいるときにいいアイデア

が出るのではなくて、在宅勤務などの先進的な働

き方をしたときに、イノベーティブなアイデアが

生まれてくるという意見でした。

　では、それを取り入れましょうということで、

当時 IBM は e- ビジネス、つまりインターネット

を活用したビジネスということを世の中に提唱し

ていたこともあって、2000年にe-ワークと名前

を変えて、お客様に提言するものはまず IBM 社

員から実践していこうということにしました。

　それと、吸収合併したコンサルタント会社が実

施していた「オンデマンド・ワークスタイル」と

いう方法ですが、必要な人が必要な時だけオフィ

スを使用するという考え方で、思い切って席を在

籍している人数の３分の１に削減し、共有席や共

有会議室を増やして、各自が固定席を持つという

考え方をなくしていきました（フリーアドレス）。

コンサルタントや営業にはオフィスにいるよりも

お客様先で商談をしてほしいからです。

　2005年から会社はデスクワークをする場では

なくて、コラボレーションする場と割り切って、

大中小のいろいろな会議ができるスペースを増や

しました。コピー機の数も減らし、ＦＡＸも撤廃

しました。そうするとファイル用のスペースやコ

ピー用の紙をストックしておくようなスペースも

有効活用できるし、社内便なども少なくなりまし
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た。

　IBMはフリーアドレスについては、1980年代

後半から失敗もしながらいろいろトライをしてき

ていて、箱崎（東京都中央区）にある本社には

１万人以上が在籍していますが、席は4500席ぐ

らいしかありません。人事もフリーアドレスです。

（武内）　前例がないことを先駆けて実施されたと

いう感じですね。

（梅田）　テレワーク先駆者 100 選に選ばれた理

由としては、先駆けていろいろなテレワークのや

り方をチャレンジしてきたということと、職種と

して実践するモバイルワークというテレワークの

やり方と、社員が選択できる在宅勤務というやり

方や、オフィスそのものもテレワークが実現しや

すいようにと変えたことが評価されました。モバ

イルワークでは、より効率よく働けるようにサテ

ライトオフィスを首都圏内に数カ所用意し、時間

があるときは、会社と営業先の中継地点のサテラ

イトで仕事をします。そこは IBM 社内と全く同

じ環境を整えているので、電話会議ですとか、お

客様への資料を印刷できるようにしています。

（武内）　会社に行って自分の席がないのは、何と

なく安心できない、落ち着かないというような意

見はなかったですか？

（梅田）　最初はやはり抵抗はありました。ここで

もダイバーシティの進め方と同様に、社員自身に

どうやったら自分たちが働きやすい仕組みになる

かを考えてもらうやり方です。導入のときは、一

番抵抗勢力になりそうな営業の社員に、まずパイ

ロットをしてもらいました。

（武内）　社員がどこで何をしているかというの

は、誰かが把握できるようになっているのです

か？自己申告ですか？

（梅田）　まずオンデマンド・ワークスタイルの

一つとして、Notes（１）というメールを共通して、

全世界で使っています。

（武内）　IBM のソフトNotesですね？

（梅田）Notes というのは、コラボレーションを

するようにできていまして、自分がよく一緒に仕

事をする人やチームにカレンダーを公開できま

す。それから、Same Time（２）というチャット機

能ですが、これも自分がよく仕事をする相手をあ

らかじめ登録することができます。基本的にこれ

はインフラとしては共通にみんな持っていて、自

分が仕事しやすいようにカスタマイズができるよ

うになっています。応答可、離席中、会議中など

ステータスも変えられますし、簡単な質問もこれ

で返せます。

（武内）　メールや電話より、もっと手軽にという

ことですね。

（梅田）　アニメーションなども送れるので、気持

ちも送れますよ。笑顔を送ったり。資料の共有も

Same Timeでできます。在宅していても外にいて

も、同僚などがその人のステータスを確認できる
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ことになっています。全世界で共通のものを使っ

ているので、海外からもメッセージが飛んできま

す。

　モバイルワークやテレワークに関する懸念とし

て、職場のコミュニケーションが希薄になると言

われていますが、こういうやり方のほうが若い人

は年長者にもコミュニケーションしやすいようで

すし、海外とのコミュニケーションも簡単になっ

て、社内コミュニケーションはむしろ活性化して

いると思います。

（武内）　顔を合わせての会議の回数は、減ってき

ているのですか？

（梅田）　減ってきていますね。基本的に電話会議

にしています。そうすることで、逆に顔を合わせ

て行う会議の重みが付いてきています。機会が非

常に限られてくるので、そういうときは必ず出

席するようにするなど、行動が変わってきます。

Face to Faceの会議を全てメールなどで置き換え

られるわけではないので、やはり句読点になるよ

うなタイミングで、きちんと部下と面談をしたり、

チームで集まることは会社も奨励をしています。

　また電話会議は、事前に出欠も把握されていて、

アジェンダもちゃんと組まれていないと、当日の

会議がうまくいきません。また発言しないと出席

したことにはならないので、前もって資料を事前

に確認し、きちんと自分の考えを述べるようにな

ります。

（武内）　そういう会議では、紙の資料など用意さ

れているのですか？徹底してペーパーレスという

方向ですか？

（梅田）　画面上で情報を共有したり、先に送られ

てきたものを自分で見たりということになりま

す。国内だけではなくて、海外と会議が頻繁にあ

るので、紙を送りあったりすることもできないの

で。それから時差もあるので、会議を開催する時

間帯などもお互いに配慮が必要になります。

（武内）　e-ワークつまり在宅勤務の利用者は、ど

のくらいいますか？

（梅田）　2004 年に調査したときには、社内で

2000人ぐらいが週１日や２日ぐらいの頻度で利

用していました。自律的に仕事ができて裁量があ

ると認められた場合は、入社１年以上たっていれ

ば、所属長の承認のみで利用できます。

（武内）　モバイルワークや e- ワークで効率的に

仕事を進めることができて、社員のワーク・ライ

フ・バランスにも寄与しているようなところはあ

りますか？

（梅田）　もちろん寄与していますが、こうした働

き方はお客様の満足度向上の為ということを一番

の目的としています。

IBMではダイバーシティを福利厚生という観点で

は捉えていなくて、お客様の満足度を上げる、そ

れで社員の作業効率を上げ、社員のエンゲージメ

ントを高めるということを主眼としています。
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人事評価と人材配置

（武内）　在宅勤務は、届け出なしに利用できると

いうお話でしたが、全社員に浸透しているので

しょうか？

（梅田）　全社員に浸透しています。しかし、在宅

勤務は誰でも簡単にできるものではありません。

やはり家で仕事をするというのは、自分を律する

ことができないと難しく、業績が上がらなかった

り、同僚が迷惑しているということになれば、所

属長はその社員に在宅勤務をやめさせる必要があ

ります。

　アウトプットをきちんと出し続けていかないと

評価されないので、社員もそれを覚悟して在宅勤

務をする必要があります。

　ですから、評価システムも成果主義を徹底する

ようになりました。フレックス勤務でも短時間勤

務でも、働く時間の長さではなくて、仕事の成果

で評価することが、いろいろな社員が柔軟な勤務

制度を活用するためには絶対必要になります。

（武内）成果主義を徹底されているということで

すが、評価が難しいということはないですか？

（梅田）第三者にも客観的に評価ができるように

数値目標にできるだけ置き換えています。特に内

勤の社員などには、「それが難しいんじゃないで

すか」と言われますが、それでも、できるだけ数

値的にやるのです。所属長は、社員の異動や昇進、

育成にも責任があるのですが、年央に翌年の社員

の異動や昇進などの検討会議を、自分の所属長と

横並びの管理職が一緒に行います。部門として、

その人材をどのように動かすか、昇進させるのか、

もしくは外に出して、新たに他のところから人を

入れるのかという会議をします。ですので、上司

は他人からも納得してもらえるように部下の業績

を説明できないといけない。同じ職位同士を比べ

合って、業績の配分を決めることもやっていくと

いう感じです。IBMでは人事考課は人事が行うの

ではなく、現場の管理職が部下の育成の責任を持

ち、評価をしていきます。

（武内）　そして、各部署の課長同士が集まる？

（梅田）　部長の下に集まって、会議をして成績を

決めていく。だから駆け引きもあります。管理職

は、他の部門からも部下の成績や表彰などを取っ

てこなくてはいけないわけです。管理職の力量や

計算などによって、取り引きをしたりもします。

（武内）　相対評価ですか？

（梅田）　基本的にはそういうことになりますが、

例えば、ここでこの人をプロモーションさせない

と、すごく優秀なのに、辞めてしまうかもしれな

い。だとしたら、やはりあとは人事と掛け合うと

いうことです。うちの部門に特別に枠をください

とか、昇給枠を、昇給の資金を少し多めに配分し

てもらうとかいうのも、説明をして、獲得してく

る必要があります。また、部長職以上のほとんど

は海外に上司がいるので、日本人以外の上司に自

分の業績や部下の業績を説明し、評価してもらわ

なければなりません。

（武内）　グローバルでも評価が通じないといけな

いということですね。

（梅田）　そうするとだんだん成果主義は徹底され

てきます。もちろん、評価は成果だけ見ているの

ではなくて、成果としては目標に満たなかったけ

れども、方法をイノベーティブなものに変えて、

今後10年影響があるような仕事をした場合など

も評価されます。
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（武内）　評価につながることは、自分から積極的

にアピールをする必要がありますね。

（梅田）　そうしなければいけません。以前の日本

IBMは、スポーツに例えれば野球をしていました。

優秀なマネージャーの指示に従っていれば、選手

自身は試合運びをあまり考えなくてもよかった。

けれども、今はサッカーをしている感じです。

　起用してもらうために、選手は一回出るチャン

スがあったら、そこで得点を上げなければいけな

い。フィールドに入ると監督の声もコーチの声も

なかなか届かないから、選手同士でいかにチーム

として点を取るか。最終的にチームとして得点を

上げることに、みんなが共通の認識を持って仕事

をするようになっています。ですから、以前とは

試合のやり方が違うというレベルではなく、やっ

ている競技の種類が違うという感じです。

　IBM で進めようとしているのは、ダイバーシ

ティというフィールドで、一人一人を強くして、

その総合力で組織を強くしていくという意味で、

個人にいろいろな裁量を任せているのです。けれ

ども、会社の価値観は一つで、それにちゃんと個

人も貢献をする必要があります。それはどんな社

員でも同じです。子どもがいようが、介護があろ

うが、障がいがあろうが、とにかくマイナスの部

分があれば、会社のいろいろな制度や福利厚生な

どで、同じスタートラインに着ける。同じスター

トラインに着いたら、自分の成長を通じて会社の

成長に貢献するようにならないと認められませ

ん。

（武内）　今の人材の配置については、性別に偏り

などはないのですか？

（梅田）　まだ多少の偏りはあります。しかし、あ

らゆる職場、職位、職種で女性が活躍できるよう

にして、女性だけ抜き出したときに、一つの会社

が成立するようにしてほしいというのが社長から

の要望でした。社員の多様性がすすんでも、意思

決定のポジションでの多様化が進まなければ、ダ

イバーシティが本当に浸透したとは言えないと思

います。

（武内）　女性エグゼクティブのキャリアパスはど

うですか？

（梅田）　専門職制度なので、コンサルタントとし

て入社したら、コンサルタントの道を究めていく

し、エンジニアにはエンジニアのキャリアパスが

あります。社員の６割はエンジニアです。女性の

中でも５割を超えています。

（武内）　育児休業などを取られた場合の評価は？

（梅田）　基本的には在籍している期間に発揮され

た能力を評価することにしています。育児休職

から復職してすぐに昇進するという例もありま

すが、年度の途中で育児休職から復職した場合、

キャッチアップに時間がかかり、良い評価がつき

にくいことが多いです。昇進には過去３年ぐらい

の評価を参照することが多いので、そうすると

育児休職=低い評価＝昇進が遅れるということに

なってしまいます。そのため育児休職をとってい

たために成果を出すには十分な期間がなく、仕事

の能力が低いせいではないことがわかるようにす

るよう人事からもガイドをだしています。また、

短時間勤務で、６割、８割などの働き方をしてい

る人は、フルタイムの人と比較するのは不公平に

なるので、８割の働き方が 100 となるような目

標の立て方をしてもらい、それでちゃんと目標を

達成すればよい評価がもらえるし、昇進に影響が

ないようにしてきています。

　また最近では、優秀な部下を引き止めるために、
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所属長から社員に対して短時間勤務や在宅勤務の

提案をしているケースも増えてきています。そう

いう提案を所属長がしてくれると、社員もより頑

張るようになります。つまり社員が権利として

使っているだけではなく、優秀な社員が仕事を続

けていくための仕組みになっています。

　フリーエージェント制で、オープンポジション

を社員が見られるようになっていて、自分で手を

挙げて動けるようになっています。そうすると所

属長の方からも、社員に積極的に短時間勤務など

を活用してもらうようにと流れが変わり、その結

果、制度の利用が広まり、活用度が上がったと思

います。

（武内）　自分から手を挙げて異動ができるという

ことですね。

（梅田）　合理的なのですよ、そういう意味では。

だから成績さえちゃんと出していればかなり自分

の裁量で仕事ができます。でも、自由というのは

自分で考えなければいけないし、自分を律しなけ

ればいけないから大変です。この20年ぐらいの

間にダイバーシティ推進とともに、会社と社員の

関係も、親子から、ビジネスパートナーという対

等な立場に変わってきた感じです。

ワークライフ・インテグレーション

（武内）　ワーク・ライフ・バランスについては、

どのような施策がありますか？

（梅田）　働く時間の柔軟性と、働く場所の柔軟性

という観点で、いろいろな制度を整えてきている

のですが、さらに社員の会社に対するエンゲージ

メントを上げていくために、何も育児や介護だけ

ではなくて、やはりボランティアなど社会に貢献

する役割を果たすためにも、自分自身の成長のた

めの時間を持つためにも、制度を整えてきていま

す。さらに、制度を整えても、利用できるように

しなければ駄目なので、その制度の利用例の紹介

なども活発にやっています。

　1990 年代までは IBM でもワーク・ライフ・

バランスという言葉を遣っていました。しかし

2000年代からワークライフ・インテグレーショ

ンという言葉と考え方に変更しています。これは、

９時から５時までがワークで、５時以降はライフ

という区切りではなくて、社員に選択権があって、

自分でワークとライフの切り替え、24時間を自

分で決めるということなので、会社から押し付け

られたという感じはないと思います。子どもがい

ても働けるのはこういう働き方で、自分でやりく

りをしているからだという自覚があるという感じ

になります。

（武内）　社員がしっかりしていなければ、なかな

かできないことだと思います。オンとオフの切り

替えは難しいですから。

（梅田）　人事などが思いつかないような、いい働

き方をしている部署や社員もいるので、たまにい

ろいろなところにヒアリングをして良い事例が
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あったら、全社に紹介するなどしています。

　コアタイムのない短時間勤務を可能とする「フ

レックス短時間」を2009年に導入しました。１

カ月の単位で６割または８割の働き方を職場と話

し合って決めて、１日２時間働けば、その日は勤

務したと見なされます。運用でやっていたものを

全社的に広げて、いろいろな人が取れるようにし

ました。

　ただ、それこそもっと自律が必要になる働き方

なので、誰でも使える制度ではなくて、（過去２

年に相応の業績がある）所属長が許可した人だけ

にしています。これはすごく所属長にも評判が良

くて、利用する社員の方からも、短時間勤務だと

いつも時間に追われている感じがあったけれど、

事情に合わせてフレキシブルに変えられるので、

非常にいいと評価されています。今、年間 100

人ぐらいが短時間勤務を使っていますが、半分は

フレックス短時間勤務を使っています。

（武内）ひと月の中でも、すごく短い労働時間の

ときもあれば、長い労働時間の日もあるというこ

とですか？

（梅田）　例えば繁忙期は大体決まっていて分かっ

ていれば、最初からそこはシッターさんだとか家

族の応援を頼んで、１週間はフルタイムで働くも

しくは残業のようなものもする。あとは、短くし

て調整します。逆に子どもの事情で、学校の入学

前後のときなど、１週間ぐらい張り付いていなけ

ればいけないようなときは、２時間ぐらいで仕事

して、その調整を他の週などで行うということも

できます。

　あとは、介護に関しては、男性の方が切実な問

題です。そして年齢も高く、重責を担っている人

も多く、そういう人たちも短時間でもフレキシブ

ルに働けるようにしようというのが狙いです。今

のところ利用はまだ少ないですが、将来的に利用

者が増えてくると思うし、いつか介護をしなけれ

ばならない時に、こうした柔軟な制度が利用でき

て介護離職しなくて済むと思うことができれば、

不安も軽減できるのではないかと思います。

（武内）　これまで聞いていた話は、やはり正社員

の話ですか？ 非正規社員も結構いらっしゃる？

（梅田）　契約社員や臨時雇用の人も短時間勤務の

利用は可能ですが、フレックス短時間勤務につい

ては、係長級以上の正社員で過去の業績が一定以

上であることが条件となります。在宅勤務は、契

約社員や臨時雇用でも障がいのある方などは例外

として認めています。

グローバル企業として

（武内）　非正規の人を雇って、正社員の業務を補

完することはないのですか？

（梅田）　IBMの場合は、一般事務的な仕事はもう

全部海外に出しています。フィリピンのマニラと

中国の大連に仕事を集約し、人件費を違いや時差

を利用して効率化しています。

（武内）　そこが事務的な仕事を集約して担ってい

るわけですね。

（梅田）　日本だとまだ非正規社員というと専門性

の低い仕事をするというイメージですが、海外だ

と専門性の極めて高い人を契約社員として雇うこ

とが多く、日本のような一般事務という職種が

ありません。IBMのマニラや大連で日本のために

働いている社員たちも、人事システムや福利厚

生、財務のプロフェッショナルであり、一般事務

担当というわけではありません。2000 年以降、

Global Integrated Enterpriseという考え方をIBM
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では持っていて、各国が同様の部署をそれぞれ持

つのではなく、集約化して効率を上げると同時に、

リスク分散ということも考えて、何カ所かの拠点

で担っています。

（武内）　グローバルだからできることですね。

（梅田）　グローバル企業で競争に勝っていくため

に、24時間365日対応でお客様にサービスを届

けるとか、コスト競争力をつけたりする必要があ

ります。また、そういう仕事を開発途上国に持っ

て行って、そこでの人材やビジネスを育成すると

いう目的もあります。

（武内）　国内外にかかわらず、転勤で人が動くの

ですか？

（梅田）　基本的にはそれ程ないです。本人の希望

を聞いて、家庭の事情などで行けない場合などは、

断ってもそれが昇進の妨げにはなりません。IBM

は部下を持つ管理職というのが一つのロールで、

仕事によって部下が付きます。バンドと言ってい

る等級は変わらないのですが、部下が付いたり付

かなかったりすることはあります。だから、部下

がいなくても不名誉なことではありません。

（武内）　例えば課長以上のポジションが空かない

から、上に上がれないということはないのです

か？

（梅田）　以前は、ひとつのポジションに付いたら、

最低３年はそのポジションで働かないと、次の昇

進というものはなかった。けれども、今は飛び級

もあるし、１年そこにいただけで次のポジション、

上に上がるということもあります。

　逆に、昇進しないとお給料が上がらない仕組み

になっていて、すごく優秀な人であれば、次々と

挑戦の機会を与えるということです。

（武内）　組織の中の伝統的な昇格、昇進の形とは

異なりますね。

（梅田）　仕事によって責任の範囲や、動かせるお

金などが決まっていて、重責に挑戦する人だか

ら、給与も高くなるのだということですね。リー

ダーシップがある人がそこに行くのであって、よ

り大きい仕事をして成長したいとか、会社として

も常に社員が新しいことに挑戦するのを励まして

いくものだというスタンスです。ずっと同じ仕事

をしているのであればお給料は上がらない仕組み

になっています。

　一方で、成長がなければ降格や減給というもの

もあります。かつてすごく活躍していた人でも、

今その人が持っている能力やスキルがそのポジ

ションに求められているものに合わなければ、異

動してもらいます。それは不名誉なことではなく

て、人はずっと同じ場所で成長を続けるのは難し

いので適材適所を行うということです。

（武内）　中途採用も積極的行っていますか？

（梅田）　中途採用も積極的に行っていますが、日

本全体がまだ中途採用の市場が豊かではなくて、

特に女性のマーケットは小さいので、なかなか進

まないというジレンマはあります。社員の平均勤

続年数は日本の会社とほぼ同じくらいです。

（武内）　中途採用も結構されていて、逆に離れる

人も多いイメージがありました。

（梅田）　意外とそうではないのは自由度が高いか

らかもしれません。出戻り歓迎というところは

あって、これだけ変化の早い世の中なので、一回

外に出て、違うスキルを付けて戻ってくる人もい

ます。出ていったときよりも、上のポジションで

戻ってくるという人がほとんどです。

（武内）　出戻り歓迎というのも、すごく進歩的な

考えですね。
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（梅田）　そういう風土になったのは、10年ぐら

い前からです。ずっと同じ会社にいる人よりは、

Value Add（付加価値）がある。それはIBMがイ

ノベーションということにすごくこだわってい

て、異なる視点や考え方を持つ人と一緒に仕事を

したり、外の人を入れることで組織を活性化して

いくという考え方です。外から来た人が、すぐに

実力を発揮できるようにすることもひとつのダイ

バーシティで、一生懸命努力をしていることです。

（武内）　外からの知識が、組織の活性化に必要と

いうわけですね。

（梅田）　日本IBMの社員も98％日本生まれ日本

育ちの人なので、最初そのような新しい考え方が

入ってきたときは抵抗もあったし、トライ・アン

ド・エラーもたくさんありました。けれども、月

日を重ねて、その中で解決できたものが多い。例

えば、在宅勤務をやめた部署がアメリカにありま

すが、業務によっては在宅勤務がそぐわない部署

もあります。全社が一律に同じことをするのでは

なく、部門毎にリーダーが方針を決めてその部門

で適したやり方で行うものもあります。

（武内）　課長や部長クラスの人の権限が大きいで

すね。

（梅田）　そうですね。うちは管理職の権限が結構

ある。人と物と情報、お金を管理職に権限として

与えています。

（武内）　そのあたりがポイントと思います。全体

ではなく、部署ごとの裁量が柔軟な対応に繋がる。

（梅田）　オンデマンドという考え方がこの20年

ぐらいで定着して、例えばIBMの場合は障がい者

の人が入る事業所で、BAATというビルディング

ツアーをやるのです。Building Accommodation 

Assessment Tourと言うのですが、当事者である

社員と所属長と施設の担当者と、ダイバーシティ

担当者とが一緒にその人の生活動線を回って、そ

の人が１人でドアが開けられるかなど確認して、

必要なところだけ改修していくようにします。だ

から、全社的に全部、点字ブロックを入れなけれ

ばいけないというようなことはなく、その事業所

だけ、その人がよく通るところだけ改修すると、

最小限の投資でその障がい者が雇えるようになり

ます。

ダイバーシティ &インクルージョン

（武内）　参考になります。ところで、男性の育児

休業取得はどうですか？

（梅田）　女性と同様に使ってもらっています。ま

だ年平均10名ぐらいですが、多いときは年間15

人ぐらいが、平均 150 日ぐらい育児休職を取っ

ていて、長い人は１年取っています。最近の傾向

では、奥さんと一緒に休みを取って、夫婦でどっ

ぷり子育てしているとか、プロジェクトとプロ

ジェクトの合間に３カ月ぐらい育児休職を取っ

て、プロジェクト的に育児を楽しんでいるという

若い男性などは結構増えていて、業績の良い人が

取っている傾向があります。あとは、女性のワー

キングマザーの管理職が増えていいます。

（武内）　ワーキングマザーの管理職？

（梅田）　働き方の柔軟性を進めたことによって、

役員クラス、管理職、一般職それぞれ女性の３人

に１人はワーキングマザーです。だから子育てが、

キャリアの阻害要因になっている感じはありませ

ん。女性エグゼクティブの 35 人（2017 年４月

現在）の中で、子どもが３人以上いる人が５人も

いるのですよ。

（武内）　３人子供を持つエグゼクティブがいらっ
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しゃるのですか？

（梅田）　子どもを産むたびに昇進する人もいま

す。中には、数社転職したが、子どもがいるとい

うことがネックになって、自分の思うような仕事

をさせてもらえる会社がないため、IBMの面接を

受けたときにはすっかり弱気になっていて「子ど

もがいるんですけれど」と言ったら「それが何

か？」「うちでは子どものいる女性でも手加減は

しませんが、それでもいいですか？」と言われた

そうです。それで IBM に入ってきてから、さら

に２人産んだ人もいます。他にも３人お子さんが

いる中途採用の女性社員がやはり転職のときに、

IBMの面接で「子どもが３人いるんですけれど」

と言ったら「それが何か？」「あなたの業績に何

か関係ありますか？」という感じだったそうです。

また、管理職になった方が、時間管理がやりやす

くなりますので、管理職になってから子供を産も

うと考える人もいます。

（武内）　管理職になる年齢は何歳くらいですか？

（梅田）　個人差がありますが、最年少で29歳く

らいです。以前は最初の昇進までに10年くらい

かかっていて、女性が子供を産む年齢であったり、

外国籍の社員にとっては10年も我慢できないと

いう課題がありました。昇進に関する期間や年齢

の制限をなくすことで女性がより管理職になりや

すくなったということもあります。

（武内）　最後に、新しく取り組もうとされている

ことなどがあれば教えていただけますか？

（梅田）　LGBTと障がい者に、この３年ぐらいは

フォーカスをしていました。2004年から会社と

してLGBTに取り組んでいるのですが、なかなか

日本の社会でLGBTに対する認知度が広まらず苦

慮していました。そこで、2012年にNPOなどと

一緒に任意団体「Work with Pride」を創りました。

企業の人事担当者の方向けに、企業で働いている

LGBTの課題や、応援するにはどうしたらいいか

ということに、問題意識を持ってもらう活動をし

ています。今年は経団連会館で 500 人参加のイ

ベントをやるまでに成長しています。

　社内でも20人ぐらい、人事にカミングアウト

しているメンバーがいるのですが、所属長には伝

えてない人もいます。

　そこで、そのNPOの力を借りて研修をしたり、

世の中に対しても問題提起していくという活動も

行うようになってきました。IBMだけどんどん進

んでも、やはり日本が変わらない限り、IBMの女

性でも LGBT の人も、社外で活躍ができません。

IBMはもともとコンピューターというそれまで世

の中になかった製品を生み出してきたせいか、世

の中の人に新しい考えを理解していただき、仲間

を増やして発展させていくという方法、コンソー

シアムをつくるというのが得意です。　

　ダイバーシティは、新しい考え方、価値観を組

織に持ち込むことなので、そのための仕組みづく

りとして、LGBT に対しては Work with Pride（３）

という有志団体をNPOと一緒にやっています。

　また、女性に関しては 2005 年に「J-Win（４）」

をつくり、2007年からNPOにしています。女性

管理職の、会社を超えたネットワークとしてつく

られています。2013年から障がい者に関しても

「ACE（５）」といって、プロフェッショナルとして、

障がいのある人が活躍していくためにはどうした

らいいかを考える企業の人事担当者の研究会を立

ち上げています。このように、同じ志（こころざ

し）を持つ人たちが集まり、世の中を変えていく

ということを、この数年挑戦しています。
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　再び女性に話を戻すと、全世界で IBM は、も

う一度、今までの継続ではなくて、新しい次元で

女性の活躍推進をもっと進めようとチャレンジし

ています。

（武内）　さらに新しい次元で、女性の活躍を推進

する取り組みですか？

（梅田）　今、Woman’s CouncilとCOSMOS（６）と

いう女性のキャリア別コミュニティを立ち上げ

て、メンバーに課題に挑戦してもらっているとこ

ろです。

　本当にInclusiveな会社になるための、意識改革、

スキル改革、働き方改革という大体三つのテーマ

に取り組んでいます。

　それから、自分たちだけではなくて、外とどう

連携して、影響力を与えて、より良い社会にして

いくかというところで、まず女性が先頭を切って

考えていこうということをやっています。それは

女性については早くから取り組んだだけに、ダイ

バーシティのいろいろなイニシアティブの中で

も、リーダーの数も増え、取り組み方が成熟して

きたので、女性で成功したことをLGBTも障がい

者もやって、だんだん全てレベルが上がってきた

というところです。ここからは次のステージとい

う感じですね。

　ただ、制度だけでは解決できない問題も少しず

つ見えてきています。ジェンダーギャップ指数で

見ると、日本はどんどん下がっていますが、それ

は日本がさぼっているわけではなくて、他の国が

もっと頑張っているからです。やはり日本の中だ

けで解決できないのであれば、他の国がやってい

る良いものなどを取り入れて、日本からも日本の

本当の良さをどんどん発信をすることが大切で

す。

（武内）　大学も連携に加われるようになれば良い

と思います。

（梅田）　各会社単位で切り離しては考えられない

課題なので、今日の機会もそうですけれど、大学

にも企業の取組事例を紹介し、「企業ではどうい

う人材を求めているので、大学ではどういう人材

や考え方などを教育していってもらうか」など、

次の世代の若い人たちのモチベーションに訴える

ことを、やはり連携して行った方がよいと思って

います。

（武内）　機会があれば是非、九州大学の私の講義

などでも学生に IBM の取組を紹介いただけたら

と思います。今日は、ほんとうにありがとうござ

いました。

 （2017年９月11日・幕張にて）
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梅田恵（うめだ　めぐみ）
1987年　上智大学文学部心理学科卒業
1987年　日本IBM入社。2004年研究開発部門担
当広報課長、2007 年人事広報担当部長　などを
経て 2008 年ダイバーシティー担当部長、現在に
至る。女性、障がい者、性的少数派、外国籍、世
代、ワークライフに注目した人事制度、プログラ
ム、イベント、ネットワークの企画・開発および
広報を担当。企業内保育園を設立、フレックス短
時間勤務制度、ホームオフィス制度、同性パート
ナー登録制度、障がい学生向けのインターンシッ
ププログラムなどの制度の導入に貢献。2014 年
から筑波大学の「つくば女性研究者支援協議会」
メンバー、2016 年から東北大学の男女共同参画
アドバイザリーボード委員、2017 年大阪大学ダ
イバーシティー特任教授に就任。日本IBMは、日
経 WOMAN「女性が活躍できる会社ベスト 100」
第１位、総務省テレワーク先駆者100選、内閣府　
女性が輝く先進企業表彰 2017　特命大臣賞など
を受賞。

注
（１）  IBM Notes http://www-03.ibm.com/software/

products/ja/ibmnotes
（２）  IBM Same Time http://www-03.ibm.com/

software/products/ja/ibmsame
（３）  Work with Pride　 企 業 等 の 枠 組 み を 超 え て、

LGBT が働きやすい職場づくりを目指す IBM の任
意団体。http://www.workwithpride.jp/

（４）  J-win　ダイバーシティ・マネジメントを支援す
るNPO法人。https://www.j-win0.jp/

（５）  ACE　一般社団法人企業アクセシビリティ・コン
ソーシアム

（６）  COSMOS  IBM の女性技術者を支援する全社横断
的なコミュニティ
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2017年10月21日（土）、伊都キャンパス椎木

講堂をメイン会場として、「九州大学アカデミッ

クフェスティバル2017（ホームカミングデー）」

が開催され、その一環として男女共同参画推進室

が主催する「OpenCafé2017 ～九大女子卒業生

に聞く！キャリア講演＆交流会」を実施した。

OpenCaféは、毎年ロールモデルとして九州大

学卒のOGの方にご講演いただいており、今年で

5回目の開催となった。

今年度は、“ 女性のキャリア ” をテーマに、福

岡市役所　佐藤佳代子氏（文学部卒）、サントリー

コミュニケーションズ株式会社　藤田淑子氏（芸

術工学部卒）、ラクオリア創薬株式会社　三宅賀

子氏（大学院薬学府卒）の3名の方々にご講演い

ただいた。

それぞれのお仕事やこれまでのキャリアの具体

的な内容について、どのような思いで積み重ねて

きたのかのご説明があり、子育てをしながらいか

にキャリアを積んでこられたか、その中でどう

やって道を切り開いてきたかについてお話しいた

だいた。

佐藤佳代子氏
（福岡市役所、九州大学文学部卒）

福岡市城南区役所納税課で第2係長を務めてい

る佐藤氏は、現在市税の滞納整理の仕事を行って

いる。市政だよりを隅々まで読むほど好きな福岡

市で働きたいという夢をかなえ、女性職員の活躍

推進にも携わった経験から、女性もやりたいこと

をやっていかないといけないと強く思うように

なった。キャリアとは「轍」であり、ここにある

自分だけでなく、昔からつながっていて、これか

「OpenCafé2017 ～九大女子卒業生に聞く！
　キャリア講演＆交流会」開催報告

藤田　　妙
九州大学男女共同参画推進室テクニカルスタッフ

佐藤氏の講演「自分のキャリアは、自分で決めよう」

椎木講堂２階北ホワイエ
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らもつながっていくものであるということから、

簡単にあきらめないでほしいと強く訴えた。また

自分で見て、聞いて、考えて決めることを大切に

し、困難を乗り越える力を身に着けてほしいと語

られた。

藤田淑子氏
（サントリーコミュニケーションズ株式会社、九

州大学芸術工学部卒）

２児の母として仕事に子育てに奮闘中の藤田氏

は、サントリーのインハウスデザイナーとして自

社の商品のパッケージやコンテンツのデザイン、

企画提案を行っている。仕事が楽しくて大好き

だった藤田氏は、出産前は一日中仕事をする生活

だったが、出産が転機となり生活が激変した。自

分の為だけに時間を使い、努力すれば出来ていた

ことが、今は家族の為の時間が増えたため、これ

までと同じやり方では出来なくなった。そこで考

え方を変換させることが大切ということに気づ

き、アイデアをひねり出し、様々な工夫をされて

きた。女性には「変わる才能がある」と語り、変

わることで視野が広がり新しい発見が生まれ、成

長するので、その状況を楽しんでほしいという

メッセージを送られた。

三宅賀子氏
（ラクオリア創薬株式会社、九州大学大学院薬学

府卒）

三宅氏は出産、育児の真っただ中で転職を果た

し、現在は創薬ベンチャー企業で市場調査や営業

活動、アライアンス活動などに携わっている。就

職・結婚・出産・転職といった節目において常に

「先の先の先を考える」ことを心掛けてきた。こ

のことは普段から身に着けておくべきことだと語

り、また「全ての事にはわけがある」ので、壁に

ぶつかり、悩んだとしても必ずそれには意味があ

ると考えている。さらに仕事は手段であり目的で

はないので、何のために仕事をしているのか、正

しく理解することが大切だと訴えた。最後にこれ

まで関わってきた方への感謝を述べられ締めくく

られた。

後半では、質疑応答と参加者を交えた交流会が

行われた。質疑応答では「女性のキャリアチェン

ジについてどう思うか」という質問に対し、代表

して藤田氏から「異業種からキャリアチェンジし

た人が入ることで活気が出るので、何か売り込め

ることを伸ばしアピールすることが大切」と述べ

藤田氏が手掛ける商品のデザイン

三宅氏から後輩へのメッセージ 
「仕事は手段、目的ではない」
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られた。また「学生時代に身に着けたものが仕事

にどのように生かせているか」という質問に対し

ては、三宅氏が「実習とアルバイトの両立でタイ

ムマネジメント力が身についた」と回答された。

また懇談会では学生時代の過ごし方、子育てと

仕事を両立させる秘訣、九大ブランドの良さなど

について、和やかな雰囲気で意見が交わされた。

参加者からは「九州大学の魅力を感じた」「女

性として社会で活躍できるよう努力を重ねていき

たいと思った」といった感想が寄せられた。

ライフイベントが多い女性がキャリアを形成す

る上で、そのことをネガティブにとらえるのでは

なく、自分自身を見つめなおし、将来を考える良

いきっかけとして、変化を楽しみながら成長して

いくことが大切だということを３名の方の講演か

ら感じた。これからキャリアを築いていく学生に

とっても、またそれを見守る立場にとっても、今

後の糧となるような内容だった。

最後に九州大学言語文化研究院の山村ひろみ教

授が参加者へ、自分の将来は自分の心で自分で決

めること。そして達成するためにはたとえ回り道

をしても、あとになってよかったと思える時が

きっとあるので、今日の講演を思い起こして役立

ててほしいという言葉を贈られた。

登壇者と参加者の交流会
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１. 事業の概要
　本事業は文部科学省科学技術人材育成費補助事業の一環として2015年度から開始され、九州大学は

「研究環境の改善やそれに向けた機関内の意識改革、女性研究者の裾野の拡大、女性研究者の研究力の

向上及び上位職への積極登用に有効な、部局横断的な取組みなどを行う大学等を支援する」特色型に初

年度に選定され3年目を迎えた。事業期間は2015 ～ 2020年度の6年間で、前半3年間に補助金が交

付される。本事業は男女共同参画推進室が中心となって推進している。

2. 事業計画
　九州大学ではこれまで文部科学省の補助事業「女性研究者支援モデル育成」（2007 ～ 2009年度）、「女

性研究者養成システム改革加速」（2009 ～ 2013年度）を活用し、大学独自の取組みとの相乗効果によ

り、研究環境の整備に加え女性教員数を5年間で1.5倍に増加させるなど女性研究者支援のフロントラ

ンナーとしての役割を果してきた。本事業では、さらに女性が活躍しやすい大学を目指して以下の4項

目を柱に種々の取組みを実施している。

　（１）両立支援のための環境整備（配偶者帯同雇用を含む）

　（２）男性教職員のワーク・ライフバランス意識啓発

　（３）女性研究者の研究力向上と裾野拡大

　（４）女性の上位職への登用促進

　これらの取組みを通じ事業終了時の2020年度末までに女性教員比率が15％以上、教授、准教授の

それぞれの女性比率が7％、13％以上になることを目指している。

3. 2017年度における活動内容について
　本年度の活動内容について上記項目順に紹介する。

（１）両立支援のための環境整備（育児シッター、学外での研究活動実施）

　休日や夜間など小さな子どもを保育園に預けられない時間帯、あるいは病児・病後児さらには出張

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業の
活動について

上瀧恵里子
九州大学男女共同参画推進室 教授
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時の対応などを考慮し、多様な保育形態の支援の1つとして、大学が契約した育児シッター会社の利

用料金の一部補助を2016年1月から開始し、2017年12月までに16人が登録している。また研究

補助者雇用支援のニーズも高かったため、前年度に引き続き実施した。

　一方1月の大学入試センター試験の際には、試験監督者等の子どもの一時託児を2015年度は箱崎

地区と伊都地区の2か所で、2016年度は伊都地区の1か所で、2017年度は箱崎地区と伊都地区に加

え、試験監督の比較的多い西新地区の3か所で実施した。

　学外での研究活動実施に向けた環境整備に関しては、2016年度に実施した「在宅勤務制度」を先

行導入している大学のヒアリング調査結果を踏まえ、本学での導入について検討している。

　配偶者帯同雇用制度

　優秀な研究者を採用し定着させるために研究者カップルを採用する配偶者帯同雇用制度の導入に向

け、本学でも2015年度から検討を開始した。男女共同参画推進室でも執行部への提言の纏め、シン

ポジウムの開催、近隣大学との意見交換等を実施した。その結果、2017年2月に本学のアクション

プラン「世界最高水準の研究とイノベーションの創出」に関する戦略的人事制度の1つとして導入が

決定された。7月には実施要項が整備され、総長によるプレス発表が行われた。また12月には地元

テレビ局による導入の背景に関する取材・報道がなされた。

（２）男性教職員のワーク・ライフバランス意識啓発の推進

　女性が働きやすい環境を整えるには、その周囲の男性のワーク・ライフバランスへの理解が不可欠

である。そこで男性教職員の意識啓発に向け、2017年7月に言語文化研究院にて「介護と仕事の両

立セミナー」のタイトルで部局FDを実施した。

　また、ライフイベントだけでなく仕事と生活の両立についての意識啓発を図るため、男女を問わ

ず13名のさまざまな立場の教職員が仕事と生活の調和に関するエッセイを纏めた冊子「Work & Life 

from Balance to Integration」を作成し、配布した。

　さらに男性研究者への支援としてシングルファーザー研究者に対する研究補助者雇用支援も2016

年度から開始し、2018年度は仕事の都合で配偶者（妻）と別世帯にあり、当該子どもと同居する男

性研究者にも対象を広げることとした。

（３）女性研究者の研究力向上と裾野拡大

　本事業では出産による研究の一時中断後、研究現場へ復帰した女性研究者に研究費支援を行い、

2017年度は11名が支援を受けた。本支援はその後の研究費獲得、論文執筆、キャリアアップに繋がっ

ているが、開始後3年が経過したため、対象や支援内容の見直しを検討している。

　女性研究者の研究力向上に関しては、その活躍ぶりを可視化しアピールすることも大切である。本

年度発行するダイバーシティニュースでは「九州大学で活躍する女性研究者」のインタビュー連載を
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開始した。また部局や分野の枠を超えた学内の女性研究者間の交流促進のため「九州大学女性研究者

データベース」を作成中であり、3月8日には女性研究者の活躍を紹介するシンポジウムを開催する。

なお、11月9日開催のセミナーでエルゼビア社のSciValを活用した本学の男女別の論文業績分析結

果が紹介され、女性教員の活躍が九州大学を支えている戦力になっていることがデータで示された。

このことは、大学執行部、部局長にもニュースとして伝えられ、業績を客観的データで示すことの重

要性が認識された。　

　このほか、研究者間の共同研究の可能性を探るネットワーキングワークショップも沖縄科学技術大

学院大学（OIST）との間で継続しており、本年度は3回目を１月９～ 10日にOISTにて開催し、その

後の研究者交流が続いている。また、女性研究者のスキル向上支援として大学院学生も対象に、英語

の論文執筆、プレゼンテーション等の能力向上のセミナーを6月、7月、12月（2回）、2月、3月に

開催した。

　裾野拡大に関しては、10月21日の本学のアカデミックフェスティバル企画の一環として「九大女

子卒業生に聞く! Open Café 2017」など、女子学生が女性のロールモデルと直に対話できる企画を

実施した。

（４）女性の上位職への登用促進

　大学及び部局執行部を主な対象とする「ダイバーシティ推進トップセミナー」を12月14日に開催

した。3回目となる今年はシカゴ大学ラルフ・ルイス記念特別社会学教授の山口一男氏をお迎えし、「日

本におけるダイバーシティ推進と女性の管理職・専門職登用の課題」と題して講演頂いた。具体的デー

タに基づいた日本の雇用慣行における問題点の指摘がなされた。

　各部局における学生及び職階毎の女性比率をグラフ化した「女性活躍総合評価」については2017

年度のデータを基に分析を行った。女性の比率に関し、学生あるいは助教層の比率は高いにもかかわ

らず、教授・准教授層に女性がほとんどいないなど、部局や分野毎の特徴も出ており、年度内に各部

局へ公表する予定である。本評価については他機関の関係者にも一部紹介しているが、わかりやすい

と好評を得ている。

　以上、主な４つの取組みのほか、推進室のスタッフが他機関のイベントに参加した際の報告を学内限

定ページに掲載して情報共有を図り、上記活動内容も随時公開頁に掲載するなどホームページによる情

報発信を充実させている。また「ダイバーシティニュース」の発行により、事業内容の取組みを学内外

にも広報している。

　本事業は6年の事業期間の半分を経過したところであり、これまでの取組みの結果を検証しながら、

大学全体にとってより良い女性研究者支援、男女共同参画推進のあり方を追求し、ダイバーシティ研究

環境の実現に向けて努力していく。
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１．はじめに

　九州大学では、2017年から配偶者帯同雇用制度が実施されることになった。この制度は、同居を望

む研究者同士の夫婦を、九州大学に同時にまたは連続して採用することで、優秀な研究者の確保や定着

を図ることを目的としている。この制度の導入に向けて、九州大学男女共同参画推進室では、2015年

からワーキンググループを結成し検討を重ねた。女性研究者の採用、登用促進と研究者カップルに関す

る帯同雇用、同居支援等については、国内の大学でも取組が行われているが、学術的研究は十分に進ん

でいない。したがって本稿では、主に欧州の研究者カップル（Academic Couples）、女性研究者（Female 

Researchers）、共働きカップル（Dual Career Couples）に関する学術研究の一部を紹介し、次にスタン

フォード大学で常勤研究者を対象として実施された調査概要を紹介する。さらに、ワーキンググループ

が制度実施に至るまでに行った調査として、米国等の大学における帯同雇用支援の状況を紹介する。

２．女性研究者と共働きカップルに関する学術研究

　研究者のキャリア支援として、研究者カップルに関する帯同雇用、同居支援は、日本だけでなく欧

州でも重要な課題として認識されているが、データベースの構築の問題から学術的な研究は多くない。

数少ない研究の中で例えば、Girod et al. （2011） は医学分野において約32％が研究者カップルであり、

その内約70％のカップルは、両者が共に医学分野である。また、この分野の研究者カップルは他のカッ

プルより業績（論文数）に優れており、他の研究職への応募確率が高いことも明らかにしている。一

方、Bellas （1997）は、分野を限定しなければ研究者カップルとそうでない研究者を比較して、業績の

差はないことを指摘している。またFrank et al. （2011） は、STEM分野で研究者カップルのワークライ

フ・コンフリクトを分析し、職位、性別、子供の年齢などでそれが異なることを指摘している。さらに、

Wolf-Wendel et al. （2000） は、大学を含めた研究機関の研究者カップルへの支援についての現状や目

的をまとめた調査結果を考察している。

　一方、女性研究者が給与、昇進などに差別的扱いを受けているかどうかについては多くの研究が蓄積

されていると同時に、ワークライフ・バランス、学生のパフォーマンス、大学の経営に対する影響を分

高等教育機関における配偶者帯同雇用支援の現状と課題

武内真美子
九州大学男女共同参画推進室准教授
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析した研究なども多い。

　給与・昇進に関する研究としては、Rama et al. （1997）は昇任する女性の業績が男性より多いこと

を指摘し、Mixon and Trevino （2005）は、昇任による性差は業績では説明できず、差別が存在する可

能性を指摘する。Sabatier （2010）は、昇任について、生存期間分析を行った結果、昇任を促進する要

素（例えば、学位取得大学、業績、プロジェクトの運営など）が、性別によって根本的に異なることを

示し、男性と女性では昇進戦略が異なることを明らかにしているが、このような内部でのパフォーマン

スについて、Leisyte （2014）では女性教員のほうが男性より講義にウェイトを置きやすいことを示唆

している。Ginther and Khan （2004） は、経済学の分野で、業績は教員給与を決める重要な要因である

ことを示しているが、同様の業績であっても女性研究者が男性より教員のポジション（tenure）を獲得

できていないことを示唆している。同様にCarlin et al. （2013）も、研究業績は女性より男性がより給

与に反映されていることを示している。Doucet et al. （2012）は、カナダの大学の給与および教授への

昇任の決定要因を分析しており、ジェンダー格差は、大学の人事考課の実務の程度に左右される可能性

を示している。一方では近年、Kahn （2012）は、オーストラリアの人事データを用いた分析では、昇

任によるジェンダーの格差は部分的には縮小していることを示している。

　また、女性教員のワークライフ・バランスに関しては、Ginther and Hayes（2003）、Drago and 

Colbeck（2003）が、女性の教授は男性の教授と比較して子供の数が少ないことを示しており、

Armenti（2004）は、女性の教授がtenureのポストを得たあとでも、出産を先延ばしにしていること

を示している。Ginther and Khan （2009） も、博士号取得後15年以内に学童を持つことは、男性の昇

任に有意に正の影響を与えるが、女性には負の影響を持つことを示している。アメリカの多くの大学

は、任期つきの教員については、育児期間を在籍期間に入れない方針を打ち出しているが、Drago and 

Colbeck （2003） は、女性のほうがキャリアへの影響を考え、あえて教育負荷の削減のような措置を利

用しないことを指摘している。一方、Morrison et al.（2011）をはじめ近年の研究では、性別に関わら

ず親になることと教授への昇任に相関がないことを示している。

　教員の性別が学生に与える影響に関しては、Rask et al. （2016）は、女子学生が少数派の学部で、女

性教員がロールモデルの役割を果たす可能性を指摘している。Artz and Welsch （2014）は、教員の性

別が学生の成績と関連することを示しており、Sav （2012）は、テニュアトラックのポジションに就く

女性教員の増加は、学生の卒業率を高める可能性を指摘している。またRothstein （1995）は、高等学

校における女性教員の割合が、女子学生の労働市場における所得には直接影響を与えないが、より上位

の学位（修士、博士号）の取得に影響を与えることにより、間接的に正の影響を与えることを認めている。

　以上を整理すると、様々な要因をコントロールした上で女性研究者が差別的扱いを受けていることを

示唆する研究は多いが、観察できる格差自体は縮小傾向にあり、特に学生のパフォーマンスに対しては、
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女性研究者がポジティブな影響を与えていると指摘する研究は多い。

　次に、共働きカップルについては学術分野のカップルに限定しなければ、労働、家計、生活への満足

度などの側面から分析する研究が多く蓄積されている。共働きといっても、Hall and MacDermid（2009）

でも指摘されているとおり、夫婦の労働と家事の役割分担については様々なタイプがあり、大きく分け

て、共にフルタイム雇用、夫がフルタイムで妻がパートタイム雇用、夫がフルタイムで妻が専業主婦と

いう組み合わせは代表的なパターンである。また、教育水準や職業について類似する配偶者の選択は、

“Assortative mating”（配偶者のマッチング）として知られている。ここでは共にフルタイムに限定した

サンプル、もしくは分析の一部に共にフルタイムの夫婦を使用した研究を紹介する。

　妻の就業と夫婦が一緒に過ごす時間の関係について、Glorieux et al. （2011）は夫婦が一緒に過ごす

時間が多いほど、生活の満足度を高めるという観点から分析を行い、妻が働いているかどうかは、夫婦

が一緒に過ごす時間にほとんど影響を与えないが、長時間労働や夫婦の勤務時間が異なる場合には影

響が大きいことを示す。これまでに、夫婦の家事役割分担に関する研究も多く蓄積されている。Ando

（2012）は、妻がパート労働する夫の家事労働は、性別役割分業の理論に基づくが、妻の家事労働は雇

用形態に関わらず自律理論に基づくことを実証している。またCraig and Baxter （2016）は、共働き夫

婦の家事のアウトソーシングは、家事の総量を軽減するが、夫婦の家事配分にはほとんど有意な影響を

与えないという結果を提示している。Kobayashi et al. （2016）は、日本の共働き夫婦に関する分析の

結果、共働き夫婦のいずれか一方がより家事を負担した場合、性別にかかわらず婚姻の満足度が増加す

ることを示した。Bures （1995）は、共働き夫婦のデータを用いて、配偶者のサポートが仕事のストレ

スと関係し、その影響は男性の場合に大きいことを明らかにしている。日米を比較した興味深い研究と

してStrober et al. （1998）は、スタンフォード大学と東京大学の卒業生への追跡調査によるデータを

分析した結果、スタンフォード出身の卒業生の43％以上が配偶者と同じように家事を分担しているが、

東京大学卒の女性の12％と男性の8％のみが家事の分担を公平にしており、これは日本人全体の平均

的割合とほぼ同じであることを示した。また、東京大学の卒業者で家事を分担する比率は共働きの夫婦

で高く、性別役割分業に関する経済理論とも一致する。

　以上のように共働きカップルについては、家事の分担や一緒に過ごす時間の長さが婚姻生活の満足度

やストレスに影響を与えていることを示している研究は多い。しかしながら、同居を前提としたデータ

に基づく分析を行う研究が大半である。

　先行研究の知見を踏まえ、次章で紹介するスタンフォード大学の調査は、全米主要大学の常勤研究者

に対して実施され、研究者カップルの雇用に関わる状況を明らかにした非常に貴重な調査結果であると

言える。
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３．アメリカの研究者カップルの現状について、スタンフォード大学における調査結果

　スタンフォード大学では2006年に研究者カップルに関する調査に着手した。この調査では、アメ

リカの13の主要な大学における9000人の常勤の教員から情報を集計しており、報告書“Dual Career 

Academic Couples: What Universities Need to Know”は、Web上で公開されている。なお、九州大学で

はスタンフォード大学歴史学科教授のLonda Schiebinger氏を招聘し国際シンポジウムを開催して、こ

の報告書の内容について御講演をいただいている。

　この調査によれば、既婚教員の配偶者のうち、36％が被雇用者、36%が教員、13％が専業主婦（も

しくは主夫）であり、14％が未婚である。この割合は、1989年から変化はないが、大学における帯同

雇用は、1970年代で3％、さらに2000年以降には13％へ増加した。アメリカでは配偶者帯同雇用支

援を行うことは、有能な教員を確保するための手段として期待されており、その必要性については3つ

の重要な理由が挙げられる。1つは、卓越性である。研究者カップルは大学が彼らを支援しているかど

うかに関わらず職を探すが、大学にとっては彼らを支援することが大学間の競争に勝つ手段となりうる。

2つめは、多様性（ダイバーシティ）である。雇用において性別と人種におけるダイバーシティを推奨

することを次世代は求めており、その1つの手段が帯同雇用である。3つめは、生活の質（QOL）である。

帯同雇用は生活の質の向上を通じて、教員の生産性を向上させ、それは長い目で見て大学の投資を保証

することになる。

その結果明らかとなった主な知見を以下に15項目挙げる。

　　１.トータルで72%の教員は共働きであり、雇用に関する何らかの配慮を必要としている

　　２.   全教員の内、研究者カップルの割合に変化はないが、2000 年以降に帯同雇用（の実績）は

13％に上昇した。教員全体の10％が帯同雇用により採用されており、その内2％が同時に採

用されている。また、8％が先に雇用された教員（First Hire）に続いて、パートナー（Second 

Hire）が採用されている。研究者カップルの雇用は、ジェンダーの問題と関連して、より多様

性のある、平等かつ競争的な職場環境を創出すると考えられている。なぜなら、女性研究者は

男性研究者と比較して研究者を配偶者にする可能性が高い（調査では、女性研究者の40％が研

究者を配偶者に持つが、男性研究者の場合は34％である）。したがって、帯同雇用も女性研究

者が適用される割合が高くなり、女性研究者の採用と定着につながる。

　　３.   研究者カップルである女性側は、彼女達のキャリアの決定が配偶者の雇用機会に影響を受ける

と報告している。彼女達は配偶者が適切な雇用機会に恵まれない時に、採用のオファーを断る

ケースもある。このような事実は、大学が非常に優秀な女性を獲得する場合に重要な課題と成

り得る。
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　　４.   帯同雇用は、女性研究者の比率が低い分野（工学、理学など）で重要である。なぜなら、専門

分野が同じカップルの比率は自然科学分野で高く、特に女性の科学者の83％は、配偶者と専門

分野が同じである。

　　５.   近年は、女性がFirst Hire（先に採用される）になるケースが増え、Second Hire（後に採用される）

になるケースが減ってきている。

　　６.   First Hire（先に採用される）の女性教員の大半（53%）が、配偶者にも同じポジションを望ん

でいる。大学は、男女平等を達成するために洗練された帯同雇用を実践する必要がある。

　　７.   大学が帯同雇用を支援していることを明文化することは、そこで働く教員の啓発になり、帯同

雇用を周囲が理解することを促進する。

　　８.   帯同雇用の一つの問題として、Second Hire（後で採用される）の研究者の資質がネガティブに

受け取られることであるが、調査の結果では、後で雇用されたものが同じ分野の研究者と比較

して劣っているという事実はない。

　　９.   しかしながら、Sequential（連続した採用）について、調査時点ではFirst Hire（先に採用される）

は、Second Hireより高いポジションを獲得している。

　　10.   Joint Hire（同時雇用）のカップルの現在のポジションは、50％以上が教授の職であり、その

地位は、Sequential（連続した採用）のケースよりも高い。

　　11.   逆に、Independent Hire（独立した採用）やSolo Hire（片方のみ教員）のケースの現在のカッ

プルのポジションは、Sequential（連続した採用）のFirst Hire（先に採用される）の教員より

も相対的に低い。

　　12.   帯同雇用のカップルの73％は同じ分野に所属する。その比率は、Independent Hire（独立した

採用）では59%であり、Solo Hire（片方のみ教員）のケースでは47％に下がる。

　　13.   研究者カップルが外部からの教員職のオファーを断る理由として、第1位は、パートナーが異

動先の土地で十分な職が得られない。第2位が別のオファーがあり留まることを選ぶ。第3位

がパートナーもしくは子どもが転居を拒む。が挙げられている。

　　14.   First Hire（先に採用される）の約50％から60％は、Interview（面接）の時点で配偶者の同居

の問題を認識している。

　　15.   部局が、帯同雇用が必要だと考える根拠として、質の高い教員の定着と著名な教員の獲得が挙

げられている。
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　調査から得られた以上の知見から、研究者カップルは、配偶者のポジションの獲得と併せて、自らの

雇用への支援を求めている現状が確認されており、大学にとっても質の高い教員の確保として、帯同雇

用支援に取り組む意義が確認されている。

　上記の調査結果を踏まえ、九州大学男女共同参画推進室が2015年12月から2016年2月にかけて実

施した「研究者を対象としたワークライフ・バランス支援に向けての調査」では、回答者の12%が「着

任時から配偶者とは別居」しており、「着任時は別居していたが、配偶者がその後職を得るか、もしく

は職を得ずに同居」することになった回答者を含めると、雇用に伴う別居の経験者は20%以上となる。

さらに、着任時は未婚であった回答者を含めると、全体の約40％の回答者が「帯同雇用支援制度があ

れば利用したい」、もしくは「着任時に制度があれば利用した」と回答している。

４．アメリカの大学における帯同雇用支援等の取り組み例

　前章で紹介した調査結果を踏まえ、アメリカ等の主要大学における帯同雇用支援の事例を簡単に紹介

する。
図表　アメリカ等の大学における帯同雇用支援の例（2015 年 9 月現在 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

大学名 Stanford UC 
Berkeley

Pennsylvania 
State Michigan UtahState Minnesota Bucknell Cornell Wright 

State Virginia North 
Carolina Victoria Wisconsin-

Madison

プログラム
名

Stanford 
Family 
Matters 

Partner 
Hiring 
Program
Dual 
Career 
Service

Dual-
Career 
Program

Dual 
Career 
Program

Dual 
Career 
Assistant 
Protcol

Dual 
Career 
Services

Dual-
Career 
Program

Dual 
Career 
Program

Dual-
Career 
Support

Office of 
Dual-Career 
Recruitment

Dual Career 
Couples 
Employment 
Assistance 
Program

Dual Career 
Couples 
Employment 
Assistance

Dual-
Career 
Couple 
Assistance 
Program

支援部局
Faculty 
Development 
and Diversity 
Office

Office for 
Faculty 
Equity
CALcierge

（for Non-
academic 
employment）

Steve 
Hayes

Cathy 
Berrigan,Dual 
Career 
Coodinator,Office 
of the Provost

Andi 
McCabe, 
Assistant 
Provost

Dr.Mary 
Everley, 
Director 
Relocation 
Assistance 
Program 
Office of 
Human 
Resources

Phyllis 
Brust, 
director, 
Dual 
Career 
Office

Kelly 
Wagstaff, 
Dual Career 
Program 
Manager
Recruitment 
and 
Employment 
Center

―
U.Va. Dual 
Career 
Recruitment

Mary 
Olbrich,Executive 
Assistant/
Employee 
Recognition 
and Dual Career 
Couples Program 
Coordinator
King 223

the 
director 
of faculty 
renewal 
and 
academic 
leadership 
initiatives

Laurie J. 
Mayberry, 
Assistant 
Vice 
Provost

基金
（一時金） ○

個別相談 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

履歴書、
査読対応、
プレゼン
テーショ
ンなどの
支援

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ネット
ワークの
活用※ 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キャリア
プラニン
グの支援

○ ○ ○ ○ ○ ○

現在の求
人情報の
提供

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

独立した
求人情報
の提供※ 2

○ ○
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ワーク
ショップ
開催

○ ○

地域の求
人システ
ムを活用
した支援

○ ○ ○ ○

包括的な
地域の求
人情報の
提供

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

配偶者の
所属機関
の間で双
方の履歴
書共有※ 3

○

転居補助 ○ ○ ○ ○

公共サー
ビスの情
報提供

○

管理職への
情報提供※ 4 ○

子育て支援 ○

リーフレット
作成 ○ ○ ○ ○

HERC（コ
ンソーシ
アム）※ 5

○ ○ ○ ○ ○

※1 ネットワークとは、ボランティア、同窓会、教員で構成された協会などが挙げられる。
※2 独立した求人情報とは、研究者カップルに対する独自の求人を指す。
※3 離れたカップルの双方の所属機関の上層部が、相手方の履歴書・CVを共有するもの。
※4 プログラムがどういうものかを説明する管理職向けの冊子を作成し、情報を提供する。
※5 Higher Education Recruitment Consortium(HERC)：http://www.hercjobs.org/

　表に示すように、主に帯同雇用支援に関わる施策を担うのは、大学のキャリアセンターに該当する部

署である。一連の支援施策の有無は、2015年９月に各大学のホームページから得られた情報を掲載し

ている。ここに挙げた大学では、帯同雇用支援として大学の求人情報の提供のほか、個別相談、履歴書・

面接準備へのフォローアップ、ワークショップの開催などを行っている。プログラムを実施するための

人件費の確保のため、基金を設けている大学もあり、大学の教員ポストの求人が少ないことに加え、専

門分野の多様性に対応するために地域の包括的な求人情報を提供したり、地域の大学、研究機関と連携

したコンソーシアムを形成している大学もある。一部の大学の担当センターへは、メールで支援の効果

について問い合わせたが、回答を得られないか、もしくは追跡調査ができていない状況とのことであっ

た。つまり、大学側は支援情報を公開するが、職を得るかどうかは研究者の自発的行動に懸かっており、

個人情報の観点からも深く踏み込んだ支援・調査は行っていないと推察される。

　日本の大学にも先進的な取り組み事例として、北海道大学および弘前大学が帯同雇用に関わる施策を

実施した実績があり、各大学へヒアリングを行ったが、いずれもカップルの一方が任期付き、もしくは

ポスドクのポジションへの着任など限定的な実施に留まっている。
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４．さいごに

　2017年に九州大学で配偶者帯同雇用制度が導入されるまで、男女共同参画推進室の関係者をはじめ

多くの方の御尽力があった。ワーキンググループは、本稿で紹介したアメリカ等の大学の支援について

の調査結果などをもとに導入に向けた検討を重ねた。また、国際シンポジウム、研究者カップルを招聘

したセミナーを開催し、福岡県内の主要大学に出向いて意見交換を行った。配偶者帯同雇用は、大学の

予算の確保、部局のニーズとのマッチングなど様々な課題が挙げられていることも事実であるが、大学

にとっては質の高い教員の確保という戦略の一つになる。九州大学で導入された配偶者帯同雇用制度は、

研究者の一般的なキャリア支援、ワークライフ支援としてではなく、明示的に優秀な研究者カップルの

確保を目的とし、国内の大学では初めての本格的な施策として導入された。

　本稿で述べたとおり、学術分野においては研究者カップルについての十分な研究は蓄積されていない。

また、アメリカの各支援部局でも支援者の追跡調査が困難であることから、支援の効果を把握できてい

ない。今後、国内の各大学が女性研究者の登用促進、帯同雇用支援などの施策を有効に実施し評価して

いくためにも、研究者のデータセットの構築が不可欠である。
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各セッションのテーマは、以下のとおりである。

プレナリーセッション（写真１、２）

１．ジェンダーの歴史と未来

２．アジアにおける深刻な問題への女性の貢献

３．ジェンダーに基づくイノベーション

４．科学の社会的責任

パラレルセッション

１．  女性参画拡大により期待されるイノベー

ション上の利点の具体化

２．  ダイバーシティ推進に係る評価手法の提示

３．  スポーツにおける身体とジェンダー ･サイ

エンスの推進

４．  男女共同参画推進のための研究者情報の整

備と活用

５．  中等教育における女子学生の文理選択の健

全化

平成29年５月25日（木）、26日（金）の２日間、

一橋講堂（東京都千代田区）にて、国立研究開

発法人科学技術振興機構、日本学術会議、Portia 

Ltd. が主催する Gender Summit10 Asia-Pacific が

開催された。Gender Summit10 は、性差を科学

の重要な要因と捉え、研究とイノベーションの質

の向上を目指す国際会議である。2011年に欧州

委員会が中心となり発足し、欧州・米国に次いで、

アフリカ、アジアでの開催が実現し、今回はじめ

て日本で開催されることになった。　

アジア各国を中心に23か国、産学官の関係者

をはじめ600名以上が参加した今大会は、「ジェ

ンダーとダイバーシティ推進を通じた科学とイノ

ベーションの向上」をテーマに開催され、以下の

プレナリーセッションとパラレルセッションで構

成された。

 

Gender	Summit10	Asia-Pacific 参加報告

武内真美子
九州大学男女共同参画推進室　准教授

写真１　プレナリーセッション 写真２　プレナリーセッション開催のメイン会場
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通じて、人財が最大限に活用され、科学とイノベー

ションの向上によって、新たな価値が創出される

ことは持続的な社会に不可欠なことであり、その

ために多様な分野の研究者がネットワークを構築

することの重要性を改めて認識できた。

注　  本参加報告は、下記サイトを参考にして執筆

している。

　http://www.gender-summit10.jp/jp/index.html

６．  男性・男子にとってのジェンダー平等

今大会では、特に女性の視点を含めた多様な視

点を尊重し、ダイバーシティ推進、女性の参画拡

大により何が期待できるかというテーマを軸に、

ダイバーシティによるイノベーションへの挑戦、

研究分野としてのスポーツ、女性活躍を支える人

材育成として女子中高生、男性の育成にも議論が

及んだ。

男女の差を重要な要因と捉え研究とイノベー

ションの質の向上を目指すことによって、はじめ

て新たな価値が創出され持続的な科学技術の進歩

が期待でき、男女の性差を考慮して研究開発を進

めることによりはじめて全ての人に適したイノ

ベーションの創出が可能となる。その具体的な方

法として、研究者自身および研究内容の評価手法

や、そのためのアカデミックな分野の情報の整備

なども議論された。

いずれのセッションでも登壇者のプレゼンテー

ションのあとには、会場の参加者と活発な質疑応

答が行われていたことがとても印象的であった。

また、メインおよびサブ会場以外ではポスターと

ブースの出展が行われており（写真３）、ジェン

ダー、サイエンス、イノベーションなどの分野か

ら非常に興味深いテーマが報告された。さらに、

このようなセッション以外にも、初日には東京

ドームホテルで夕食会が開催され、各国からの参

加者が交流を深めるよい機会となった。

九州大学からは若山正人（理事・副学長（研究・

産学官連携担当））、杉山由恵（数理学研究院教授）、

上瀧恵里子（男女共同参画推進室教授）および武

内真美子（同准教授）、溝上顕子（歯学研究院講師）

が参加した。ジェンダーとダイバーシティ推進を

写真 3　ポスターセッション
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域出身で国際的に活躍する女性研究者による7件

の招待講演で、内容は学術的なものはもちろん課

題解決に直結する政策面にも及んだ。参加者の多

くは専門外の分野の講演にも熱心に耳を傾け、活

発な質疑応答がなされた。講師とタイトルは表１

2017 年 5 月 25-26 日 に 東 京 で 開 催 さ れ た

Gender Summit 10 Asia Pacific に 続 き、 翌 週

の 29-30 日に、場所を沖縄科学技術大学院大

学（OIST）に移してサテライトイベントであ

る Gender Summit 10 Satellite Conference in 

Okinawa が開催された。OIST の Machi Dilworth

副学長が中心となり、科学技術振興機構（JST）、

琉球大学、九州大学がオーガナイザーを務め、

Frontiers of Science in Asia-Pacific「アジア太平洋

地域における研究の最前線」をテーマとし、会期

中アジア・太平洋地域を中心に10カ国以上、お

よそ80名の参加があった。

1日目の前半は昼食を挟んでアジア・太平洋地

Gender	Summit	10	Satellite	Conference	in	Okinawa 開催報告

上瀧恵里子
九州大学男女共同参画推進室　教授

表１　招待講演　講演者及びタイトル

Dr. Dwikorita Karnawati, Indonesia
“  Socio-entrepreneurial Strategy to Support Society Innovation Driven by 
Higher Education”

Dr. Rubiyah Yusof, Malaysia “  Advances in Automatic Tropical Wood Recognition System”

Dr. Yoosoon Chang, USA
“  Do Shocks to Income Distribution Permanently Change Consumption 
Distribution?: Time Series of Cross-Sectional Distributions with 
Common Stochastic Trends”

Dr. Yuko Kakazu, Hawaii（USA） “  Mapping Young, Extremely Low Metallicity Galaxies”

Dr. Huey-Jen Jenny Su, Taiwan
“  Confronting Challenges of Future Environment: A Public Health 
Perspective”

Dr. Elizabeth (Liz) Dennis, Australia “  Hybrids, Hybrid Mimics and Food Security”

Dr. Ye Zhang, Japan
“  Design and Synthesis Active Soft Materials Inspired by the Living 
Systems”
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る “Advancing Gender Equality in STEM through 

Design and Assessment”の講演があり、直前のパ

ネル討論とも関係が深い内容であったため、食事

をとりつつ皆、熱心に耳を傾けた。最後にパフォー

マンスとして琉球の音楽と舞踊が紹介され、初日

を終了した。

2日目はオプショナルツアーとして、OISTの研

究施設のほか、沖縄の伝統文化や海洋生態系に触

れる場所への見学が実施され、参加者間の情報交

換や、交流を深める貴重な時間となった。

本会議では、幅広い分野の研究者が一堂に会

し、専門外の多様な学術研究に触れる機会となっ

ただけでなく、これまであまりGender に関係す

る問題になじみのなかった研究者にとっても世界

の趨勢や日本の置かれた現状などを知る機会とな

り、「参加してよかった」との称賛の声が上がった。

また、会場となったOISTの「おもてなし」に多

くの参加者から感謝の言葉が寄せられた。

のとおりである。

また、ポスターセッションでは「九州・沖縄ア

イランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea）」

加盟大学から大学院生、若手研究者を中心に自然

科学系分野で30件の発表があった。その内訳は

医学系 10 件、農学系 3 件、化学系 4 件、数物系

13件であり、沖縄の美しい海を一望できる見晴

らしの良いポスター発表会場で、熱心な議論が交

わされた。

プログラムの後半では、“Current Status and 

Future Opportunities for Women Scientists in 

Asia–Pacific”をテーマに、Gender Summit の創始

者でもあるイギリスのDr. Elizabeth Pollitzerがモ

デレータを務め、招待講演者を登壇者としてパネ

ル討論が行われた。それぞれの出身国、活躍して

いる国での現状や課題、今後の展望などについて

意見表明があり、非常に熱のこもった興味深い討

論となった。

Conference Dinner の時間帯もDr. Lily Yuによ

OISTによるConference Report は下記URLから確認頂けます。

https://groups.oist.jp/ged/post/2017/08/14/conference-report-gender-summit-10-satellite-

conference-okinawa
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1. はじめに
2017 年９月に米国の「インターナショナル・

ビジター・リーダーシップ・プログラム」（The 

International Visitor Leadership Program: 以 下

IVLP）という３週間の研修に参加した。IVLPとは、

米国国務省が1942年から実施している人材交流

プログラムで、毎年異なるテーマで3000人ほど

海外からの研修生を受け入れている。今回私が参

加したのは、「Advancement of women in STEM 

fields」 （STEM 分野における女性進出）をテー

マ に し た プ ロ グ ラ ム で、STEM と は、Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics （ 以

下、STEM）の略である。今回の研修では、ワシ

ントンD.C.、ニューヨーク州ロチェスター市、テ

キサス州オースティン市、そしてアリゾナ州フェ

ニックス市の４つの州を訪問し、現在の米国にお

けるSTEM分野の女性進出を支援するための制度

やネットワーク、また具体的な取組みを見聞きす

る機会を得た。

今STEM分野での女性進出が求められているの

はなぜか。それは、女性がSTEM分野にさらに進

出することで、女性ならではでの視点からの技術

開発や革新的技術進歩が期待されているからであ

る。また、そこで大事なことは、女性がリーダー

シップをとることができる地位にいることであ

る。女性が意思決定過程の場で意見を述べること

ができる、あるいは意思決定ができる立場にいる

ことにより、女性の意見やアイディアが実践に反

映されやすくなると言われている。グローバルな

技術開発が進む中でSTEM分野への女性参画が今

のSTEM関連産業の弾みとなる。そのようなメッ

セージがアメリカで発信されてきており、STEM

分野の女性起業家も増えてきているが、同時に新

たな課題もある。日本でもSTEM分野における女

性の進出の必要性が取り上げられ始めているな

か、女性のSTEM分野での進出に何が必要なのか

ということを念頭に研修を受けた。

この論文では、「気づくこと」、そして「つなが

ること」の２つのキーワードが女性の社会進出に

貢献する必要要素としてあるのではないかという

ことを事例を挙げながら報告する。そこで、２章

では連邦レベルで制度面から２つの柱となってい
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る意識改革と教育改革について取り上げ、３章で

は大学レベルでのSTEM分野の女性進出に向けた

促進プログラムを紹介する。そして、４章では、

社会における STEM 分野の女性進出のための取

組みとして女性起業家たちが立ち上げたGirls in 

Tech の紹介をし、最後に、５章で日本の大学で

も応用可能なプログラムの提案を行う。

2. 連邦レベルにおける STEM 分野の女性進
出のための取組

（１）気づくこと

連邦レベルでの改革の柱として、「組織の意識

改革」の必要性に目が向いている。現在、無意識

のバイアス（Unconscious bias）といわれ、無意

識のバイアスが引き起こす組織内の性的差別の存

在を実証する研究が多く行われている。１つの実

証研究として、同じ教員が別々の名前で、オンラ

インで教材を用いて教えた際のクラス評価の差を

示したものがある。この研究は、１つのグループ

には女性教員の名前が示され、もう１つのグルー

プには男性教員の名前が示されるが、実際は２つ

のグループとも同じ教員がオンラインで教える。

そして評価に差があるか調査した。学生には性別

は名前で推測する以外はわからないようにしたと

ころ、コース履修後の授業評価では女性教員に対

する学生の評価はより辛口であることがわかっ

た。また、学生は、女性教員には、優しく接して

ほしいなど、男性教員には求めない付加的な支援

を期待し、それが得られないと評価が下がること

もわかっている。これらの研究では、女性教員

は、男性教員よりもよりよい講義と、より多様な

ケアを学生に提供することが求められることを示

した。もう１つの無意識のバイアスは、オーケス

トラ団の団員選抜で、カーテンの後ろで演奏をす

ることで誰が弾いているか性別がわからないよう

に行われた事例である。普段は男性団員がより多

く選抜されていたが、性別がわからない形で能力

を測ったところ女性団員が統計的有意差もってよ

り多く選抜された。この研究では、男性団員がよ

り力強い演奏をするだろうという無意識のバイア

スが働くために、それを取り除く評価の仕方が重

要であることを示している（１）。

無意識のバイアスを認識するうえで大事なの

は、誰でも無意識のバイアスを持っていることを

理解・意識していくことではないかと思う。それ

が、無意識のバイアスに取り組む第一のステップ

となるためである。ハーバード大学が出している

オンラインで無意識バイアスの存在を認識できる

テストがあり、Implicit Association Test（略して

IAT）と呼ばれている（２）。日本語にもなっている

のでぜひ男性、女性に関わらずテストを受けてみ

ることから始めると良いのではないだろうか。そ

れによって自分でも気が付いていない自分を知る

ことにつながる。米国では部局長など主要なポス

トに就く際に、このテストを受けることになって

いる企業や大学が増えている。背景には、意思決

定レベルにいる層の意識改革は、女性が働きやす

い環境作りに貢献する効果につながると言われ

ていることがある。また、ニューヨーク州のロ

チェスター工科大学（RIT）で行われている無意

識のバイアスを取り除く取り組みとして、理事

や副理事といったシニア教員の中で女性に対す

る無意識のバイアスが存在するという認識を持

つ理事（Advocates）を増やす縦のつながりを作

り、そして、育児を行っている男性教員（Allies）

と一緒に啓発セミナーを行い横のつながりを持つ
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“Advocates & Allies”というプログラムがある。

また、無意識のバイアスセミナーを行う際の工

夫は、「無意識のバイアス」意識改革トレーニン

グであることを意識させないセミナーの名前やセ

ミナーでの内容に意識改革トレーニングの要素を

盛り込んで行うことが必要である。それにより、

性別に関係なく参加者を募ることができる。例え

ば、「Effective Learning（効果的な学び）を取り

組むためのセミナー」といった形で、学生や教員

を巻き込んで学べる環境作りの中にトレーニング

を組み込むことで、より多くの参加が見込めるよ

うに工夫している。

（２） つながること

もう一つの連邦レベルでの改革の柱として、人

手不足といわれているSTEM技術職の労働市場に

着目し、教育からSTEM労働市場につなげるため

の人材育成を行う教育改革が進められている。人

手不足の背景の１つには、大学で得る知識や技術

と企業が求めるそれらとの間に乖離があることが

挙げられており、実際に大学で機械やモノに触れ

ながら行う研究を通じて学問を学ぶことにより、

STEM分野での女性の貢献が促進できるという考

え方が広がっている。そこで企業の求める知識や

技術的なニーズを大学あるいはコミュニティカ

レッジのカリキュラムに組み込んで教える取り組

みが行われている。コミュニティカレッジとは専

門の技術や知識を学べる高等教育機関で、職業訓

練・技術訓練コースがあり、２年で卒業単位が取

れるが４年制大学への編入も可能である。しかし

４年大学を卒業しても、教育への投資に見合う就

職を見つけることが困難であるという状況が生ま

れており、むしろ２年のコミュニティカレッジで

しっかり技術を身につけて就職につなげることで

地域経済が底上げされるのではないかと言われて

いる。就職難を解決し、大学卒業生の就職率アッ

プにもつながることから Win-Win の教育システ

ム改革であると言われている。

3. 大学における STEM 分野の女性進出のた
めの取組

（１）気づくこと

次に、大学レベルの取り組みとして、前述のロ

チェスター工科大学（RIT）の事例を用いて大学

で行われているメンター制度と女子学生支援につ

いて紹介する。メンター制度は、学生にも教員に

も行われている制度である。学生の場合は、指導

教員とは別に指導・相談役となる先輩や若手の教

員が学生をサポートする制度となる。また、教員

の場合も、専門分野の上司とは別に仕事やワーク・

ライフバランスについて相談役となる先輩教員

や、部局の外の教員が若手や中堅の教員をサポー

トする制度である。メンター制度は、学生や若手

教員の成長を促すとともに、彼らのメンタル面で

のサポートとなり組織への定着を促している。

ここで少し筆者のキャリアを振り返ると大学、

大学院、そして現在に至るまで、実に様々なメン

ターに恵まれてきた。マンチェスター大学で務め

ていた時も、メンターを持つことは自然なことで

あった。ポスドクのときにメンターであった先生

とは、今でもメールの交換をしている。また、九

大の女性研究者枠支援には、メンター制度があり、

２名のメンターに指導・相談役になっていただい

た。とても親身にアドバイスを頂き、研究者とし

て目標設定をする際に大変参考になり、またメン

ターに相談をすることで組織の中の自分の居場所
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を見出し、活力を頂くことが出来た。メンターの

存在はキャリア形成やワーク・ライフバランスを

考える上でとても大事だと思う。

（２）つながること

次に、RIT の工学部独自の WE@R.I.T. という女

子学生支援の取り組みを紹介する。プログラムの

事務体制は、資金集めやプログラムを企画・運

営するProgram Coordinator １名と３名の事務体

制、そして当日の司会等のプログラムを担当する

工学部の女性教員１名で成り立っている。３つの

大きなプログラムを走らせており、第１に小学生

を対象にした実験体験、第２にRITからオファー

をもらったがまだ入学を最終決定していない学生

を対象にした１日体験、そして第３にすでに入学

が決まっている学生を対象に、新学期が始まる前

に大学に来て先輩学生と簡単な実験を一緒に行う

３日間の体験で構成される。

それぞれに、女性教員と女子学生がお互い知り

合い、これから自分が進みたい、あるいは進むこ

とを決めた専攻にどのくらい女性がいるか認識

し、これから始まる大学生活の中で連帯感を生み

出すことを目的としている。それにより、同じ科

目を異なる曜日や時間で履修して同じクラスにい

なくても学年ですでに知り合った学生と励まし

あって進学できる環境が生み出されることで安定

した学生生活が期待できる。

これらのプログラムは、５年間でRITにおける

工学部の女子学生の割合を全体の 15% から 30%

に上昇させた。機械工学部などは特に女子大生が

志半ばで専攻を変えるなどあきらめてしまうこと

が多かったが、RITの学位取得者は男子学生が入

学者数の65％であるのに対し、女子学生は85％

となった。女子学生が少ないコースで女子学生同

士を意識的につなげることでメンタル支援につな

がっているという。

課題として挙げられることは、大学の段階で

は、STEM分野の女子学生数を増やすことはすで

に難しいとされる点である。実際、５、６歳から

STEM分野に関心が広がるように働きかける必要

があるといわれている。そこで、RITでは小学生

を対象としたプログラム（WE@RIT Engineering 

Open House）を行っている。小学生を対象とし

たアウトリーチが重要で、毎年11月の土曜日に、

５年生から９年生までの女子を招待して、科学実

験などの活動を行う。今年が３年目で、女子と親

と、高校の先生が参加する 500 人規模のイベン

トとなっている。女子大学生は、イベント参加す

ることでロールモデルの役割を果たしている。

もう１点の課題として、教員は、研究ネット

ワークを広げる関心は高くてもワーク・ライフバ

ランスをはかるうえで、時間的な制約があるとい

うことが挙げられる（３）。特に育児をしている場

合、30代から40代に重なる。しかし、その時期は、

その後の研究を形成していくうえで国内あるいは

国外で研究ネットワークを広げて研究を深化させ

ていく上で重要な時期とも重なる。ネットワーク

は最先端の研究の情報交換の場でもあり、研究を

展開する場でもあるため、このロスは大きい。こ

の課題は、女性はライフイベントのなかで直面す

ることであり具体的な策が望まれる。この点につ

いては最後の部分で提案したいと思う。

4. 社会における STEM 分野の女性進出のた
めの取組－気づくこと・つながること
最後に、社会におけるSTEM分野の女性進出の
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ための取組を紹介する。現在、Girls in Tech （GIT）

という女性起業家で作るネットワークが世界で

広がっている（４）。GIT は女性起業家や女性技術

者を支援するためのNPO団体で、2007年にアメ

リカのサンフランシスコで設立された。Girls in 

Tech は、ヨーロッパやアフリカ諸国、そしてこ

こ日本も含め、世界63支部もの国と地域に広がっ

ている。日本では、2016年に60番目のGITとし

て日本支部が立ち上がった（５）。GIT では女性技

術者や起業家たちは、３つの理念のもとに活動を

行っている。１つ目は自己啓発、技術や起業家と

してのノウハウを身につけることで革新的かつ賢

明、そして女性起業家として声を挙げられる自信

につながるような活動（Empowerment：自己啓

発）、２つ目はつながること、技術を用いること

で自分たちの将来や民主的な社会を形成する活動

（Engagement：場や機会の提供）、３つ目は教育、

STEMのカリキュラムやプログラムを通じて学び

の場あるいはスキルを伸ばす場を提供する活動

（Education：教育）、である。主な活動は、働く

女性の自信につながるような意識向上（気づく）

やネットワーキング（つながる）に焦点を当てた

ものである。また、アリゾナ州のGirls in Techの

例を挙げると、理念の３つ目の教育活動として、

地域の子供たちのSTEM的なスキルを伸ばすイベ

ントを開催し、地域に還元している。このような

イベントでは、STEMのフィールドの企業にブー

スを出資してもらうことにしており、企業は、自

分たちの企業の宣伝となる。同時に、子供たちに

とってはどのようなSTEM分野でのキャリアパス

があるのかといった情報を得る場となっている。

子供たちに将来のSTEMフィールドの職業の選択

肢があることを子供たちの視点から提供するなど

工夫している。このような機会は、STEMの専門

に進む子供たちの潜在的な人口を増やすことにな

る。なお、これらの地域に還元する活動費の８％

は、起業家からの献金で賄っており、残りの資金

は、定期的に企業を対象とした資金集めイベント

や資金集めをして集めている。

5. 最後に―研修で得た知見からの提案
今回の研修で見聞きした知見は、STEM分野に

おける女性進出のための活動すべてではない。ま

た、本報告で紹介したことは、今回の研修で得た

全ての情報を網羅しているわけではない。しかし、

研修を通じて見聞きし、議論を重ねるうえで、大

学として取り込めるプログラムとは何か、を考え

てみたときに今回報告した「気づく」と「つなが

る」を広げていくような活動を通じて、組織とし

て無意識のバイアスが存在することの認識を高め

たり、浸透させていくことが実はとても重要なこ

とではないかと考えている。特に教員支援として

は、「気づく」というキーワードから無意識のバ

イアスの存在を気付かせるプログラムとメンター

制度の導入を行っていくことが最初の手掛かりに

なるのではと思う。メンター制度は、女性のみで

アリゾナ州の Girls in Tech 代表を訪問
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なく男性教員にも広げていくと良いと思う。縦割

りの中で横の人間関係を広げる機会が少ない中

で、自分の専門の外あるいは部局の外にメンター

が存在することは、研究者がキャリアを考えたり、

ウォーク・ライフのバランスをとる際にいろいろ

な視点からアドバイスを得る大切な環境づくりと

なる。

また、「つながる」というキーワードから、女

性の国際的なネットワークを広げるプログラムを

国内の複数大学と申請していくことを提案する。

具体的には、海外のトップ大学の女性研究者と日

本の複数の大学でお見合いをするようなネット

ワークづくりができるプログラムが作っていける

と良いのではと考えている。例えば、日本に来て、

日本の良さを知ってもらいながら、近い分野の研

究者あるいは補完的な分野の研究者と共同研究の

可能性を探るようなワークショップを開くような

プログラムである。今、国際共同研究が求められ

ている。お互い連帯感をもって女性同士の研究者

が共同研究のための研究お見合いを展開すること

は、海外の共著者と成果を出していくことにもつ

ながる。このような支援も今必要となっているの

ではないだろうか。

謝辞：  九州大学男女共同参画推進室の支援により

IVLP の研修に参加することができた。ま

た派遣にあたり、資料準備の際に、上瀧先

恵里子教授に相談に乗っていただき温かい
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審査総評

2016 年度ジェンダー研究に取り組む学生への研究助成プログラム

野々村淑子
九州大学男女共同参画推進室 学生教育等部門長　
人間環境学研究院 教授

2010年度から始まった学生対象のジェンダー研究助成制度は、2016年度で７年目を迎え採択者は

のべ80名が採択された。このようなジェンダーの視点を持つ研究を促進することを目的とした学生支

援の活動は、国内では珍しい取り組みとして評価されている。公募は、毎年６月頃に開始され、助成の

対象は学部および21世紀プログラムの学生、博士前期・後期課程の学生である。男女共同参画推進室

学生教育等部門の教員の審査により、助成対象者と金額が決定される。公募に際し、学内の広報はポス

ターの掲示だけでなく、３年前からは学生ポータルやホームページによる情報提供も行っている。ポス

ターは、制度の開始初年度から学生教育等部門の室員であった、芸術工学研究院の尾方義人准教授に依

頼している。視覚的にも学生たちの記憶に定着するよう、周知を拡げる目的で、デザイン自体に変更は

加えず、毎年同じデザインのポスターを掲載することにしている。

これまでに助成対象になった研究の領域としては、経済、芸術、医療、介護、メディア、防災、臨床

心理、政治、スポーツ、文学、歴史、建築、発達心理、漫画、労働、教育が挙げられ、対象領域は年々

広範囲に広がってきている。本助成は他分野から応募を募り、学生の教育を目的としているため、でき

るだけ多くの研究計画を採用することに合意してきた。2016年度の公募より、学生教育等部門の教員

全員による透明性の高い審査方法を導入しており、研究計画の審査基準をより明確にし、審査について

時間をかけて配分額を決定している。また、審査委員からは研究設計、研究内容について厳しいコメン

トも出され、学生へフィードバックしている。

2016年度は、16名の応募があり16名全員を採択した。採択者の内訳は、博士課程10名、修士課程

６名であり、所属は人文科学府、地球社会統合科学府、人間環境学府からの応募が多く、芸術工学府、

歯学府からの応募もあった。

2017年２月21日に「ジェンダー研究に取り組む学生への研究助成プログラム平成28年度報告会」

を箱崎理系地区21世紀交流プラザⅠで実施し、採択者による研究報告会が開催された。

報告会では、労働や教育、政治、文化や社会、心理や病理の領域での性差、セクシュアリティ、DV、

性暴力、LGBTQなどのテーマについて、現代日本のみならず、イスラムや中国、イギリス、植民地朝
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鮮など、多様な場をフィールドとした研究についての発表がなされた。

本報告会は、ジェンダーやセクシュアリティの視点から異分野の学生がそれぞれのアプローチで研究

を報告することによって、相互に刺激し合い、あらたな知見を得て、より深い洞察、あらたな研究テー

マの発見に繋げていくことが期待されている。今回の報告会でも、発表者と参加した教員、学生との間

で活発なディスカッションが行われた。

なお、この研究助成プログラムは、採択者の研究成果を３月末に報告書にまとめており、2016年度

の採択者と採択テーマは下記のとおりである。

2016年度採択者と採択テーマ一覧
名前 所属 学年 タイトル

辻　　大地 人文科学府 M1
8-10世紀アラブ・イスラーム世界におけるセクシュアリティと

「男色」

坂田　　舜 人文科学府 M1 トルコ共和国初期における性道徳―女性像・男性像・家族像から―

柴田　里彩 人間環境学府 M1 教育行政における性的人権保障理念の変容に関する考察

賀　　　佳 芸術工学府 M2 広告から見るジェンダー　—女性の仕事の変遷

出口未和子 人間環境学府 M2 中学校における勢力保持者の性別の違いが学級集団に与える影響

黄　　慶旭 人間環境学府 M2 1920 ～ 40年代朝鮮の奉安理想村に関する研究

Tianqi Zhang 地球社会統合科学府 D1 Living in Japan: Voices of Queer Foreigners in Japan

Hao Xiaoyang 地球社会統合科学府 D2 The Treatment of Sexual Violence in War Crimes Tribunals

劉　　訳聡 歯学府 D2
Gender matters in cell level: impact of microglia gender 
differences in Alzheimer’s disease

譚 テイテイ 人間環境学府 D2
Gender Equality within the family: Swedish and Japanese father’s 
changing role in postmodern society

草野　　舞 人間環境学府 D2 20世紀初頭イギリスにおける優生思想の展開と子ども

隈部　　歩 人文科学府 D3 ジェンダーから読み解くジョージ・マクドナルド作品の死生観

片岡　　徹 地球社会統合科学府 D3 ドメスティックバイオレンス（DV）とジェンダー及び男性学

宮島　　健 人間環境学府 D3
パパは帰りたいけれど帰れない：時間外労働における多元的無知
の役割

張　　暁蘭 地球社会統合科学府 D3 中国人結婚移住女性に対する日本語自律学習支援に関する研究

大場　　麗 人間環境学府 D3
大学生のジェンダー意識のアセスメント――風景構成法を用いた
深層へのアプローチ

　注）所属および学年は、平成29年２月時点
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観や構造を捉えようと試みた拙稿［辻2017］に

基づいて、当時のセクシュアリティの構造につい

て概説し、またその問題点を示す。紙幅の都合上

その結論を中心に述べるため、詳細については拙

稿を参照いただきたい。

性的なテーマを主題として扱った当時の史料

は、その性質上非常に限られている。その中で

ほぼ唯一のまとまった記述を有するものとし

て、著名な文人ジャーヒズ al-Jāḥiẓ（d. 868）に

よる『ジャーリヤとグラームの美点の書Kitāb 
Mufākhara al-Jawārī wa al-Ghilmān』（以下MJGh
と略記）という散文体の小論がある。これは、性

的対象としてジャーリヤ（基本的に少女・女奴隷

を表すアラビア語）とグラーム（基本的に少年・

男奴隷を表すアラビア語）ではどちらが優れてい

るかについて、各々の支持者が議論を行うという

形式をとる文学作品である。拙稿ではこの史料を、

①「ジャーリヤ」と「グラーム」という語がそれ

ぞれ指す具体的な人物像、②史料上に現れる「ム

ハンナス」という語が示す人物、③ジャーリヤ、

グラームそしてムハンナスに対してなされる評価

と、成人男性に対してなされる評価の比較、④性

交の場面における受動と能動の役割、という四点

1. はじめに

一般にイスラーム社会において、同性間での恋

愛・性愛関係は現在に至るまで禁忌だとされる。

しかしその一方で、歴史的にイスラーム世界で記

された史料には、同性間での性愛関係にまつわる

記述が多く存在する。

そこで本稿では、同性間性愛は禁忌とされつつ

もなぜ史料上に広く現れるのかという問いかけを

しつつ、当時の性規範や構造の一端を明らかにす

ることを試みる。今回は８-10世紀アラブを対象

とする。当時のアラブ・イスラーム世界とは、現

代にまで通底するイスラームの倫理的・精神的観

念が固定化し、それと同時にセクシュアリティに

まつわる法整備や観念が浸透した時期である［ア

ハメド 2000: 93-97］。そのため、当該時代を歴

史学的に検証することは、現在のイスラーム世界

でのセクシュアリティを考えるためにも有意義だ

と考える。

2. 当時のセクシュアリティの構造

本章では、以前筆者が当時のセクシュアリティ

成果報告

８-10 世紀のイスラーム社会における性区分
―「男らしさ」・「女らしさ」という記号

辻　大地
九州大学大学院人文科学府　修士課程２年
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成人男性との区分が曖昧な点、そして身体的には

成人男性でありながらも受動的な性交を好むがた

めに「非・成人男性」の区分で捉えられるムハン

ナスの存在が曖昧な点の二点に起因する。

当然、「非・成人男性」という概念はある種の

分析概念であり、客観的・身体的には成人男性で

ある者が含まれることに矛盾はない。例えば、奴

隷は身体的に成人していても、イスラーム法では

「言葉を発するモノ」であり、また同時に「社会

的な死」の状態にある「無能力者」「半人前」の

存在であった［清水 2015: 11-16］。このことか

ら奴隷は身体的に成熟していようが、解放されな

い限りは社会的に少年や少女と同じ扱いを受けて

いた。しかし、セクシュアリティの構造の中で奴

隷とムハンナスとを比べた際、決定的に異なるの

は、ムハンナスが受動の側を嗜好することは批判

の対象だという点である。すなわち客観的・社会

的な見られ方として、そもそも非成人男性として

見られる奴隷と異なり、ムハンナスは成人男性と

して見られる場合があり、そのために構造を逸脱

したものとみなされることがあったのである。こ

こに区分の「揺らぎ」がある。そこで以下では同

じくMJGh を中心に扱いながら、何をもって成人

男性と「その他（＝「非・成人男性」）」とが分け

られるのかという問いに答えてみたい。

3. 成人男性と「非・成人男性」との境界

（１） グラームから成人男性への移行の境界

まずは狭義のグラームと成人男性との境界が何

に基づくのかということについて考えてみたい。

前述のように、グラームは身体的な性は男性であ

りながら成人男性とは区別される。「グラーム」

から考察した。

その結果、まず「ジャーリヤ」と呼ばれ得る対

象は少女や女奴隷に限らず女性全般を指していた

のに対し、「グラーム」と呼ばれ得る対象は少年

や青年、または奴隷をはじめとする社会的に成人

とみなされない男性のみを指すということがわ

かった。また史料上に現れる「ムハンナス」とい

う存在は、先行研究でも指摘されるように［Pellat 

et al. 1986; Rowson 1991］、身体的には成人し

た男性であるが、性交の際に受動の側であること

を嗜好する者を意味していた。そしてこの三者の

美点とされるものは、肌の滑らかさや体つきのし

なやかさなど、共通して受動的な性の対象として

の評価だったのに対し、成人男性の美点とされる

ものは高貴なことや裕福なこと、男性器が大きい

ことなど婚姻や能動的な性交の主体としての評価

であった。以上を踏まえると、当時のセクシュア

リティの場において重要だったのは、性交の際の

能動と受動という明確な役割分担であり、その

各々の分担を担う区分は、男／女という身体的な

性に基づく区分ではなく、成人男性／「非・成人

男性」（成人男性以外とも言い換えられる）とい

う一種の揺らぎを含む区分だと指摘できる。ここ

で言う「非・成人男性」とは、先のジャーリヤや

グラームを含めた人々であり、具体的には女性と

少年・青年さらには、奴隷、ムハンナスといった、

成人男性とみなされない人々全般を指す。

以上のように、拙稿［辻 2017］ではMJGh の

記述を言説的に分析することによって、当時のセ

クシュアリティの構造の一端を見出した。しかし、

上の結論部での成人男性と「非・成人男性」との

区分における「揺らぎ」とはどのようなものなの

か具体的でなく、不満が残る。これはグラームと
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男性である者」として、次に進みたい。以下では

この「髭が生えるまで」という記述を手掛かりに、

ムハンナスと成人男性の境界、さらには「非・成

人男性」と成人男性との境界について考える。

（２） ムハンナスと成人男性との境界

MJGh での髭についての記述に着目してみる

と、ムハンナスと関連する記述もいくつか見受け

られる。その中でも特筆すべきものが以下の逸話

である。

　  ムハンナスが言った。「ああ、女性たちよ。

あなたたち女性は性交への欲求ばかりを考え

ており、あなたたちがそれより好むものは何

もない」と。そこで彼女は「あなたは、その

欲望（性欲）のために男性としての性質か

ら女性としての性質へと移り、ついにはあ

なたの髭を剃りさえした」と言った［MJGh: 

127］

注目すべきは、ムハンナスが性欲を満たすため

に男性から女性へと自らの意思で移行した者だと

認識されていること。そして、その印として髭を

剃っていたということである。また、ムハンナス

が否定的に捉えられている点も重要であろう。こ

れは、「グラームとは時に、かつては髭に覆われ

ていたのにもかかわらず、男性たちの欲望を掻き

立てるために自らの髭を抜きさえする、恥知らず

な者」［MJGh: 122］というジャーリヤ支持者か

らの非難からも確認できる。これらのことから、

ムハンナスは自らの意思（性的な欲求）によって、

セクシュアリティの構造に逆らい、成人男性と見

られることを拒む者として捉えられているとわか

という語が一般的に、少年や青年、奴隷（前述の

ように奴隷は「半人前」の存在であった）と訳さ

れてきたことからも、彼らが成長することによっ

て（奴隷の場合は解放されることによって）、「非・

成人男性」から成人男性の区分へと移行すること

は想定できる。しかしその境界は未だ不透明であ

る。

まず少年・青年に対して用いられる語について

整理する。MJGh において身体的な性が男性で、

グラームと呼ばれ得る者についてまとめると、一

般に「少年」や「思春期の者」など、やはり年齢

が低い層の男性を指す傾向にある。その中でも比

較的年齢が高い男性にも用いられる「若者fatā’」

という語は成人男性にもグラームにも用いられて

いるが、より低い年齢層の者に用いられる「若人

ṣibā’」や「まだ髭のない者amrad」という語にな

ると、グラームに当てはまる場面でしか用いられ

ることはない。やはり、純粋に年齢こそがグラー

ムと成人男性との境界を規定する要素なのだろう

か。

ここで、MJGh における興味深い記述を一つ引

用しておきたい。「グラームについては、彼らの

美しさとその両頬の純粋さが保たれるのは、大抵

10年間ほどである。髭が生え、まだ髭のない者

amradの段階を過ぎるまでなのだ」［MJGh: 122］

という記述である。これによると性の対象とし

てのグラームと呼ばれ得る者の年齢は10歳ごろ

から髭が生えるまでの年齢だとわかる。確かに、

MJGh 中にも、グラームに髭がないことが美点と

される記述があるし［MJGh: 98, 111］、他の史

料にも髭のないグラームが好まれたという記述は

多い［Murūj ４: 318; Kuttāb: 208］。本節では一

旦、グラームとは「髭が生えるまでの身体的性が
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ても、こうした美点はイスラーム的な徳目とも結

びつき、勇敢さや献身性、気前のよさといった美

点がムルーアとされた。これは教友であるアナス

Anas の「ムハンマドは男性たちの中にある女ら

しさmuwannathと、女性たちの中にある男らし

さ mudhakkara を呪った」［MJGh: 101］という

言葉からも窺える。また、女性の「男らしさ」は

欠点であったが［MJGh: 101: 135］、その一方で

ジャーリヤの「グラームらしさ」は美点であった

［MJGh:95］ことは、成人男性と「非・成人男性」

との対比を明確に表しているという意味で、注目

に値する。

女性の性愛について記した史料は非常に少数で

はあるが、以下のようにセクシュアリティの場に

おける女性の「男らしさ」について記した記述も

ある。

　  ４人の女と４人の男がいる［場合］。１人の

男らしい男と１人の女らしい女とでは、彼が

彼女の優位に立つ。１人の女らしい男と１人

の男らしい女とでは、彼女が彼の優位に立

つ。１人の男らしい男と１人の男らしい女と

では、二人が二匹のヤギのように互いに突き

合う。１人の女らしい男と１人の女らしい女

とでは、二人は良いことへは向かわず、幸せ

にならない［Aghānī 16: 87］

この記述からは、セクシュアリティの場におい

ては、男女という身体的性よりも「男らしさ」「女

らしさ」が能動と受動の役割を決める要素であっ

たということが窺える。そして、この引用の下線

部にあるような「男らしい女」についての具体例

として捉えることのできる逸話が以下に挙げた

る。そして、そのことは「恥知らず」と言われる

ように否定的なこととして考えられていた。

こうしたムハンナスの例を見てみると、単純に

髭が生えてくるということが身体的成熟を表すた

めに、成人男性と「非・成人男性」とを分ける指

標となったとは言えない。歳を重ね、身体の成熟

度は成人男性と客観的に捉えられる者でも、髭を

剃るという簡単な行為によって、「非・成人男性」

の区分で捉えられる者となり得る。ここで考える

べきことは、年齢にかかわらず髭の有無が何らか

の基準を満たす要素の一つとなっており、その基

準を満たすことで成人男性として捉えられるよう

になるという可能性である。

（３） 「男らしさ」「女らしさ」という記号

まずは、上で引用した、ムハンナスの評価につ

いて再び見てみると、ムハンナスは元々「男の性

質」を持っていたが、それから「女性の性質へと

移った」者とみなされており、そして「ついには」

「髭を剃りさえする」［MJGh: 127］。これが否定

的に捉えられていることも先に確認したが、より

詳細に言うとここで否定的に捉えられている点

は、髭を剃ったこと自体ではなく、男の性質から

女の性質へと移行したこと、すなわち身体的には

男性でありながらも女性の性質（女らしさ）を手

に入れたことだと考えられる。

実際当時のイスラーム世界の成人男性におい

て、「男らしさ」が重視されていたことは知られ

ている。本来「男らしさ」という美点は前イス

ラーム期からのアラブ遊牧文化における徳目であ

り、男性の理想的な行動倫理としてフトゥーワ

futūwa（若者らしさ）と並んでムルーア murū’a

（男らしさ）が強調された。イスラーム期に入っ
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MJGh 中の記述である。

　  メ デ ィ ナ に「 緑 の サ ッ ラ ー マ Sallāma al-

Khaḍrā’」と呼ばれる恥知らずの女がいた。彼

女はムハンナスとともに捕まった。彼を張型

kīrinjで犯していたのである。そこで彼女は

総督のところに連れていかれた。総督は彼女

を叩いて痛みを与え、またラクダに乗せて引

き回しの刑に処した。彼女を知っているある

男が彼女を見かけて、「ああ、サッラーマよ。

これは何としたことだ？」と尋ねた。そこで

彼女は答えた。「黙りなさい。この世で最も

不当なものは男性である。あなたたちは皆、

いつだって我々を犯す。もし万一、我々女性

があなたたち男性を犯すということになった

時には、あなたたちは我々を殺すことだろう」

［MJGh: 135］

この逸話では、女性であるサッラーマが能動の

側として、身体的には成人男性であるムハンナス

を犯す形で性交をし、そのために両者とも捕らえ

られる。そしてその後もサッラーマは、女性がい

つも性交の際に受動の側であり、さらに能動と受

動が逆転した際には、男性は女性を殺しさえする

と不満を言っている。ここからも、女性の「男ら

しさ」は受動であるムハンナスを犯すこと、すな

わち「男らしさ」とは身体的な性に関わらず、性

交の際に能動の側に立つことがその一つの要素で

あるということが窺える。そしてその構造は、逸

脱や逆転が起こった際には、罰せられ、殺される

こともあり得るほどに厳格なものだったのであ

る。

このように考えてみると、「女らしい」男や「男

らしい」女は批判を伴いつつも存在を認識されて

いた。そして、先の「髭がある」という記号は男

らしさを、「髭がない」という記号は女らしさを

それぞれ表すものであったと言えよう。同様に、

「受動での性交を好む」というレッテルもそれが

女らしさを表す記号の一つであり、こうした様々

な記号が複合的に付されることで、ある人物が男

らしい人物か女らしい人物かが判断されたのであ

る。成人男性と「非・成人男性」との間の「曖昧

さ」は、この複合性に由来していたのだと言えよ

う。そうして「男らしい男」こそが成人男性とし

て認識される一方、女性はもちろん身体的には男

性でありながらも「女らしい」と判断された者は

「非・成人男性」の区分で捉えられ、性の対象と

もなり得たのである。この他にも、その「様々な

記号」には相手との関係性や状況、そして医学的

な見解など様々な記号による複合的なものであっ

たことが諸々の史料から窺えるが、紙幅に限りが

あるため、それらについては稿を改めたい。

4. おわりに
本稿では、以前に拙稿で提示した８-10世紀の

アラブ世界におけるセクシュアリティの構造をい

わば叩き台とし、さらに議論を進めることができ

た。すなわち、ここでは成人男性と「非・成人男性」

との区分において、「揺らぎ」として曖昧なまま

であった、グラームと成人男性・ムハンナスと成

人男性の各々の区分を規定する要素をそれぞれ考

察した。それによって性愛の場においては「男ら

しさ」という記号が付されることで成人男性、「女

らしさ」という記号が付されることで「非・成人

男性」と、それぞれ区分されるという可能性を示

した。ここで重要なことは、「らしさ」を定める
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要素は一つではなく、髭の有無や性交の際にどち

らの側であることを好むか、さらにはその場の状

況や相手との関係性など複合的な要素によって規

定されたということである。まさにこの複合性こ

そが「揺らぎ」の原因だったのである。

こうした「男らしさ」や「女らしさ」といった

観念はギリシア・ローマ世界を始め地中海世界全

般における名誉観念とも関連するものであると考

えられる。今後は「イスラーム世界の同性愛」と

いう本質主義的な想定に基づくのではなく、地中

海世界や例えば前近代日本の男色文化など、多文

化の比較という視点にも注意して議論を進めてい

きたい。
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翻訳　

Eliminating	forced,	coercive	and	otherwise	involuntary	
sterilization:	an	interagency	statement,	OHCHR,	UN	Women,	
UNAIDS,	UNDP,	UNFPA,	UNICEF	and	WHO
国連人権高等弁務官事務所、UNウィメン、国連エイズ合同計画、	
国連開発計画、国連人口基金、国連児童基金、世界保健機関による	
機関間声明「強制的、強要による、または非自発的な不妊手術の撤廃」1

山下　　梓　弘前大学 男女共同参画推進室 助教

えでの合意なしに不妊手術の対象とされ続けてい
る（６etc.）。物質依存とともに生きる人々のよ
うに、強要による不妊手術のリスクにさらされて
いる人々もいる（17 etc.）。男女ともそのような
行為の対象とされてはいるものの、女性や少女の
方が、不均衡に影響を受け続けている（９etc.）。
　完全で自由かつ十分な説明を受け理解したうえ
での合意なき不妊手術は、国際的、地域的、国
内的人権機関から、非自発的、強要による、ま
た / あるいは強制的行為であり、健康に対する権
利、情報に対する権利、プライバシーに対する権
利、子どもの数や出産間隔について決める権利、
家族を形成する権利、差別から自由である権利を
含む基本的人権の侵害であると、さまざまに指摘
されてきた（21, para 23 2 etc.）。人権機関は、強
制的不妊手術について、拷問または残忍な、非人
道的なもしくは品位を傷つける取扱いや刑罰から
の自由に対する権利の侵害とも認識してきた（34 
etc.）。
　国際人権機関や職能団体は、不妊手術に関する
決断は政府の押し付けによる恣意的要件の対象に

はじめに

　避妊手段の中でも、不妊手術は、個人やカップ
ルにとって生殖をコントロールする重要な選択肢
である。不妊手術は、世界で最も広く用いられて
いる避妊手段の１つである（１）。インフォーム
ドコンセントを得て適切な臨床基準に沿って行わ
れる場合、精管切除や卵管結紮等の不妊手術は、
永続的に生殖をコントロールできる安全で効果的
な手段である（１etc.）。本文書において、不妊
手術とは、生殖を制限しようとする意図に基づく
介入にとどまらず、生殖能力の喪失が二次的結果
である状況も含むものとする。
　他のあらゆる避妊手段と同様に、不妊手術も、
個人の完全で自由かつ十分な説明を受け理解した
うえでの合意によってのみ行われるべきものであ
る。しかし、国によっては、HIV とともに生きる
人々、障害のある人々、先住民族やエスニックマ
イノリティ、トランスジェンダーやインターセッ
クスの人々を含む特定の人口集団に属する人々
が、完全で自由かつ十分な説明を受け理解したう
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されるべきではなく（36 etc.）、また、そのよう
な行為から個人を保護する国家の義務は、そのよ
うな行為が医療従事者等の個人により行われる場
合を含めて、私的領域にも及ぶものであるとして、
強要による人口政策や計画を明白に非難してき
た（35, para 15 etc.）。強要によるかつ / または強
制的な女性の不妊手術は、女性に対する差別と暴
力の一形態ともとらえられてきた（25 para 24m 
etc.）。いかなる非自発的、強要による、あるい
は強制的な不妊手術も、自主性や身体的不可侵性、
与益の原則、無加害原則の尊重を含む倫理的原則
の侵害にあたる（37 etc.）。
　本文書は、強制的、強要による、または非自発
的な不妊手術の撤廃に貢献することを目指すもの
である。本文書は、避妊と家族計画の手段として
の不妊手術が、存在し、アクセシブルで、容認さ
れ、良質で、差別、強要、暴力から自由であるべ
きであること、また、法令、政策、実践は、不妊
につながる処置の提供が、当事者個人の完全で自
由かつ十分な説明を受け理解したうえでの意思決
定に基づいて提供されることを確実にすべきこと
を再確認する。本文書は、強要による不妊手術の
防止と撤廃に向けた基本理念を強調し、また、法
律上、政策上、サービス提供上の行動についても
提言を行うものである。本文書は、科学的エビデ
ンスに基づき歴史上及び現代的実践から教訓を引
き出すものであり、国際人権規範及び基準に依拠
するものである。
　本声明は、文脈と、人権機関や職能機関、倫理
機関が特定の行為をどのようにとらえているかに
沿って「非自発的な」「強要による」「強制的な」
という言葉を用いる。

背景

　人類の遺伝的構成の改善を目的とした強要によ
る及び非自発的な不妊手術は、1870 年から 1945
年の優生学全盛期に人口と公衆衛生の管理の手段
となった（45 etc.）。20 世紀初頭には、強要によ
る不妊手術を許可し奨励する法律が、ドイツ、日
本、アメリカを含む多くの国々で成立した。多く
の人々、とりわけ障害のある人々や、エスニック
マイノリティ、宗教的マイノリティ、他のマイノ
リティの人々が、合意なく不妊手術を受けさせ
られた（45 etc.）。第２次世界大戦後の数年間で、
ほとんどの国々が、優生思想に基づく不妊手術を
止めるべく、また、インフォームドコンセントの
要件を強化するべく法律や実践を見直した。しか
し、優生思想に基づく不妊手術と決別するのによ
り長い年月を要した国々もある（53 etc.）。
　1960 年代から 1990 年代の間には、強要による
不妊手術が、個人の権利に配慮されることなく、
人口管理の手段として用いられた国々もある（ア
ジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカを含む） （57 
etc.）。不妊手術に対する合意を確実なものにす
るため、食料、金銭、土地、住居の申し出、脅し、
罰金、処罰を含むさまざまなインセンティブや強
制的圧力が、誤解させるような情報とともに用い
られた。いくつかの政府による事業のもとでは、
不妊手術の目標値を達成した医療従事者には報酬
が用意され、達成できなかった者は職を失うリス
クに直面した（７ etc.）。とりわけ、貧困の中で
暮らす人々、先住民族、エスニックマイノリティ
の人々が、そのような事業の対象とされてきた（７ 
etc.）。多くの国々において、情報をアクセシブ
ルな形態や地域の言語で入手できず、処置が行わ
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れる前にインフォームドコンセントが得られるこ
ともないままである（62）。さらには、処置が安
全ではなく不衛生な状況で行われ、術後ケアがな
い場合もある（７ etc.）。
　トランスジェンダーやインターセックスの人々
のように、不妊手術に関連して歴史上長く差別や
暴力の対象とされ、今日までそれが続いている集
団もある。そのような侵害は、例えば、トランス
ジェンダーやインターセックスの人々が、望む性
別と一致する出生証明や他の法的文書を得る際に
不妊手術を求められることがあるように、さまざ
まな法律上や医療上の要件にみられる（15 etc.）。
とりわけインターセックスの人々は乳幼児期に、
本人や親、後見人のインフォームドコンセントな
しに外見上や他の医療上不要な、不妊につながる
手術の対象とされてきた。そのような行為につい
て、国際人権機関や国内裁判所は、人権侵害であ
ると指摘している（15 etc.）。

Forced,	coercive	and	otherwise	involuntary	
sterilization	 of	 persons	 from	 specific	
population	groups
特定の人口集団の人々に関する強制的、強
要による、または非自発的な不妊手術

女性［省略］

HIVとともに生きる女性［省略］

先住民族とエスニックマイノリティの少女
と女性［省略］

障害のある人々［省略］

トランスジェンダーの人々とインターセッ
クスの人々

　多くの国々において、トランスジェンダーと多
くの場合インターセックスの人々も、性別肯定

〔ジェンダーアファーマティブ〕措置や法律上の
性別変更の要件として、しばしば望まない不妊手
術を求められている（16 etc.）。
　国際的及び地域的人権機構やいくつかの憲法裁
判所によると、国によっては最近の法改正にみら
れるように、これらの不妊手術要件は、身体的不
可侵性、自己決定、人間の尊厳の尊重に反するも
のであり、トランスジェンダーやインターセック
スの人々に対する差別を引き起こし、永続化させ
得るものである（15 etc.）。
　インターセックスの人々は、乳幼児期や幼少期、
非自発的に、生殖能力の全部または一部の終了に
結び付く可能性のあるいわゆる性標準化〔セック
スノーマライジング〕や他の措置の対象とされる
ことがある。非典型的な性的特徴をもって生まれ
た子どもたちに対しては、本人や親のインフォー
ムドコンセントがないままに、また、その子の意
見が考慮されることなく、しばしば、その生殖器
官に対して外見上や他の医療上不要な手術が行わ
れている（64 etc.）。結果的に、そのような子ど
もたちは、心身の健康に生涯にわたる影響を与え
るような不可逆な措置の対象とされているのであ
る（64 etc.）。
　不妊に至る医療的措置は、時に、ガンのリスク
削減を含む健康上の利益を理由に正当化され得
る（152）。トランスジェンダーやインターセッ
クスの人々に対して、そのような措置が勧められ
る場合があるが、薄弱なエビデンスに基づく提案
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であったり、生殖能力を保持できる代替手段に
ついて議論されないままであったりすることがあ
る（151 etc.）。親は、完全な情報が欠如している
ような状況も含めて、インターセックスの子の
代わりに手術に合意してしまうことが多い（151 
etc.）。
　人権機関や職能機関、倫理機関は、インター
セックスの人々の医療上や手術における措置に関
連して、完全で自由かつ十分な説明を受け理解し
たうえでの合意の確保と（64 etc.）、可能な場合
には、子が十分な説明を受け理解したうえでの判
断をするのに十分成長するまで、不可逆な医療上
の侵襲的措置を先延ばしすることを提言している

（15 etc.）。医療従事者が、身体の多様性や、性的
なまた関連する生物学上及び身体的多様性につい
て教育や研修を受けること、また、専門職が、手
術や他の医療上の措置による影響について患者や
その親に適切に情報を提供することも提言してい
る（149 etc.）。
　性別自認に基づく差別は、国際人権機関から、
人権侵害であると指摘されてきた。人権機関は、
トランスジェンダーやインターセックスの人々に
対する深刻な人権侵害を批判し、トランスジェン
ダーやインターセックスの人々が、他の人との平
等を基礎として、強要や差別、暴力を受けること
なく、不妊手術を含む避妊のためのサービスを含
む保健サービスへのアクセスを認められるべきで
あると提言してきた。人権機関はまた、トランス
ジェンダーの人々に関するいかなる強制的な不妊
手術要件も撤廃するよう法改正を勧告してきた

（39, para 21 etc.）。

不妊手術サービス提供のための基本理念

　あらゆる避妊手段の使用に関連して、すべての
人が自発的で十分な説明を受け理解したうえでの
選択がなされることを確実にするため、特別な配
慮が払われるべきである（３）。このことは、永
続性が意図されることから、とりわけ不妊手術に
おいて重要である。
　避妊のための不妊手術サービスや個人の永続的
不妊につながる処置の提供との関連においては、
以下の原則を尊重されたい。

意思決定における自主性

　個人の尊厳や身体的及び精神的不可侵性の尊重
には、その人に、生殖に関する自主的な選択を
する機会を提供することが含まれる（40, para 22 
etc.）。完全で自由かつ十分な説明を受け理解し
たうえでの意思決定にみられる自主性の原則は、
医学的倫理における中心的テーマであり、人権法
に具現化されている（168 etc.）。人々は、不妊手
術を選択することも拒否することもできる。自主
性の尊重とは、不妊手術が永続的な措置であり他
の永続的ではない生殖のコントロールの手段もあ
るという情報を提供したうえで、その人が自分に
とって最善の決断をできるように、医療従事者、
他の支援者、家族によるあらゆるカウンセリン
グ、助言、情報が非指示的であることを求めるも
のである（119）。完全で自由かつ十分な説明を
受け理解したうえでの合意の必要性を盛り込んだ
明確なガイドラインを設けるとともに、そのよう
なガイドラインが専門職や一般、とりわけ当該集
団に十分に理解されるようにするべきである（92, 
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para24）。
　障害のある人々は、国連障害者権利条約に定め
られているとおり、避妊手段や不妊手術について
意思決定をする際、支援を必要とする場合がある

（114, art12 3）。その支援が当事者の権利や選択を
尊重し、利益相反や不当な影響がないこと、また、
その支援が均衡のとれたものであり状況に応じた
ものであることを確実にするために、保護が必要
な場合もある。国際人権法は、自由に決定するこ
とや、完全で自由かつ十分な説明を受け理解した
うえでの合意を行うことが機能的に不可能にみえ
るあるいは法的に制限されている障害のある人の
不妊手術に関するすべての事例において、これら
の手続的措置を求めている（117, art12）。
　避妊のための不妊手術も治療のための不妊手術

（例えば、月経のマネジメント）も、緊急的措置
ではない。将来の妊娠の防止を目的とした不妊手
術は、医療上の緊急性を理由に正当化され得ず、
インフォームドコンセントの一般原則からの逸脱
を認めてしまうことになる。将来の妊娠がその人
の生命や健康を脅かす場合であっても、当該個人
が直ちに妊娠しないことを確実にする他の避妊手
段が存在しており、当該個人には、不妊手術につ
いて十分な説明を受け理解したうえでの選択をす
るのに必要な時間と情報が与えられなければなら
ない（37）。例えば、後に帝王切開の必要が生じ
た場合に、妊婦と、１つの選択肢として不妊手術
を議論することが考えられる（170）。
　避妊のための不妊手術に第三者（配偶者、パー
トナー、医療職、公務員）の同意や許可を求める
ことは、意思決定の自主性や人権の享受を損なう
ものである。不妊手術に賛成または反対の決断を
するにあたり、個人が、インセンティブによって

誘導されたり、誰かに、それが配偶者、パートナー、
他の家族、法定後見人、医療従事者、公務員であっ
ても、強いられたりするようなことがあってはな
らない（28 etc.）。

情報及び支援の提供

　安全で信頼できる避妊手段について十分な説
明を受け理解したうえでの決断をするためには、
HIV とともに生きる人々、障害のある人々、先住
民族、エスニックマイノリティ、トランスジェン
ダー、インターセックスの人々を含むすべての
人々にとって、包括的な情報、カウンセリング、
支援が利用可能な状態でなればならない。個人は、
適切に研修を受けた人から十分に説明を受ける権
利を有する。不妊手術を実施する者は、完全で自
由かつ十分に説明を受け理解したうえでの意思決
定を達成するために、当事者が容易に理解できる
言語と形態で、適切なカウンセリングとともに、
強要なく、正確かつ明確な情報を伝える責任を有
する（40, para 22 etc.）。
　不妊手術は、個人の健康上あるいは社会的ニー
ズを考慮に入れて検討されるべき多くの避妊手段
のうちの１つであり、意思決定における自主性は
尊重されなければならない（５ etc.）。不妊手術
に関する情報を検閲、保留、意図的に誤って伝え
ることは、健康や基本的人権を脅かしかねない

（174）。

医療上の記録へのアクセス

　個人の健康に関する情報への効果的なアクセス
の権利には、医療上の記録へのアクセスが含まれ
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る。すべての人は、自らの健康についてどのよ
うな情報が収集されたのかを知る権利を有する

（176, art10）。プライバシーや家族生活の尊重の
権利には、不妊手術が行われたのかどうかや、用
いられた１つ１つの措置について解明できること
が含まれる（177, para44）。医療上の記録へのア
クセスの欠如は、個人が、自分の健康状態に関す
る情報を入手したりセカンドオピニオンや術後ケ
アを受けたりすることを難しくし、司法へのアク
セスを制限する可能性もある（177, para65）。

不妊化サービス提供にあたっての非差別の
確保

　すべての個人は、子どもの数や出産間隔を決め
る権利と、平等を基礎として家族を形成する権利
を有する（167, art 16e etc.）。国家の家族計画に
関する政策は、差別的であったり強制的であった

りしてはならない（179, para ５）。
　法令、政策は、強制的、強要によるまたは非自
発的な不妊手術の実践に結び付くような偏見や差
別的態度の根絶を目的とし、すべての事由に基づ
く非差別を保障しなければならない（78 etc.）。
　健康に対する権利を尊重する当事国の義務は、
差別的慣習の強要を断つことを要請するものであ
る（40, para 14 etc.）。これには、他の人との平
等を基礎として、生殖能力を保持する権利や、不
妊手術や他の家族計画に関するサービスを利用す
る権利を有する障害のある人々、トランスジェン
ダーやインターセックスの人々の権利を尊重する
義務が含まれる。強制的、強要による、他の非自
発的不妊手術は、そのような実践の対象が、生殖
における生物学的役割や、民族、障害、健康、性
別自認、性別表現、他の地位を理由として女性で
ある場合が多いことから、複合的差別の形態とし
て現れることがある。

ボックス1.	不妊手術に関する意思決定に求められる情報

　不妊手術について人々が十分な説明を受け理解したうえでの選択ができるように提供される情
報は、利点と不利益、健康上の利益、リスクや副作用について強調するとともに、さまざまな避妊
手段について比較可能であるべきである。不妊手術に関するカウンセリングには、以下の点を含む
こと（３）：
　・  措置は永続的なものと考えられていること
　・  将来子どもを持つことを希望する可能性のある人は、他の避妊手段を選択すべきこと
　・  長期的手段、短期的手段を含めて、代わりとなる一時的な避妊手段があること（利用可能な手

段の詳細を提供する）
　・  不妊手術は外科的措置であるため、リスクを伴う場合があること
　・  不妊手術による副作用の可能性があり、術後ケアが必要となること（詳細を提供する）
　・  考えを変えてもよく、いつでも合意を取り下げられること
　・  不妊手術は HIV や他の性感染症、あるいは暴力から個人を守るものではないこと
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アカウンタビリティ、参画、救済措置への
アクセス

　アカウンタビリティは、人権侵害の防止や、法
律、政策、事業が適切に策定されかつ実施される
ことを確保するうえで、核をなすものである。ア
カウンタビリティのメカニズムは、被害者にとっ
て苦情申立と救済手続を求める手段となることか
ら、個別の人権侵害や組織的人権侵害を特定する
うえで役立つ。
　国際人権基準は、効果的なアカウンタビリティ
プロセス（モニタリングと評価を含む）や実効的
救済措置があること、また、法律、政策、事業の
策定、実施、モニタリングにおける幅広いステー
クホルダーの参画の確保を求めている（114）。
予算や公的財源の使用を含めて、法律や政策の策
定やモニタリングにおいて、HIV とともに生きる
女性、障害のある人々、トランスジェンダーやイ
ンターセックスの人々を含む個人、コミュニティ、
市民社会が参画することは、アカウンタビリティ
にとって重要な手段である（164）。
　アカウンタビリティは、多様なプロセスや組織
を通じて達成され得るもので、国により異なりは

するものの、国内的メカニズムや国際的メカニズ
ムが含まれる。例えば、裁判所、国内人権機関、
職業上の懲戒手続、国連を含む国際的あるいは地
域的人権機関への通報が挙げられる。例えば、国
内人権機関国際調整委員会は、強制的な不妊手術
の事例も含めて、生殖の権利や性と生殖の健康に
対する権利の行使に関するモニタリングに貢献し
てきた（182）。
　実効的な救済措置の権利に関して、条約監視機
関は、締約国に対し、強要による不妊手術の通報
について公正かつ効果的な調査を実施し、そのよ
うな行為によるすべての被害者に対して実効性あ
る救済措置と補償を提供するべきであると述べて
いる（26 etc.）。人々がアカウンタビリティのメ
カニズムを利用する手段をもたない場合には、法
律扶助を提供するべきである（181）。

法令上、政策上、慣行上のアクション

　生殖能力や生殖に関連して、人権機関は国家に
対し、強制を防止し、そのような侵害が起きた場
合には実効的救済措置を提供するよう、あらゆる
適切な措置を講じることを求めてきた。これらの

　・  避妊のための不妊手術を受ける判断は、その人１人のみが行う決断であること 
　情報は、その個人のニーズに照らして、理解かつ利用できる、また適切な言語と形態、口頭と
書面の両方で提供されるべきである。カウンセリングにおいては、その個人の教育レベル、身体
的または知的インペアメント、年齢等の要素を考慮すること。個人のニーズや選択に応じて、点
字や手話、シンプルなやりとり等の代替・拡大形態で提供すること（５ etc.）。障害のある人々に
は、意思決定にあたって、必要とするあらゆる支援を提供するべきである（114, art 12）。他者か
ら理解されるための手段が限られている個人に関する場合には特に、特別の注意を払い、支援を
伴う意思決定過程を要する決断が、実質的に置き換えられたりすることのないようにすること。
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措置には、完全かつ自由で十分な説明を受け理解
したうえでの合意を確保したり明確に定義する法
的枠組を強化したりすること、また、実務者や市
民がそのような措置をよく理解していることを確
実にすること、患者の権利に関する医療従事者
への研修が含まれると具体的に述べてきた（29, 
para 34 etc.）。
　以下の法令上、政策上、慣行上のアクションは、
次の人々に限定するものではないが、政府や議会、
非政府組織、医療専門職集団、倫理機関、コミュ
ニティ団体、障害者団体の代表、国際組織、国家
間や私的財団、国際的、地域的、国内的人権機関
を含む不妊手術サービスの規制、監視、提供を行
うステークホルダーに関わるものである。しかし
ながら、強要による不妊手術を防止し、そのよう
な行為を明示的に禁止し、そのような行為による
結果に対応し、加害者に責任をとらせ、侵害があっ
た場合に救済措置や補償を提供するアカウンタビ
リティについては、国家に課せられている。
　以下の具体的な提案は、非自発的、強要による、
強制的な不妊手術とその人権との関連性について
入手可能な情報の文献調査に基づくものもので、
他の項目に比べて特定の文脈において、よりあて
はまる場合がある。

法令、政策

　・  完全で自由かつ十分な説明を受け理解したう
えでの意思決定を法的に保障し、強制的、強
要による、または非自発的な不妊手術を撤廃
するため、関連する法令、政策の策定と見直
し、改正を行うこと。

　・  不妊手術に関連して、あらゆる事由に基づく

差別やステレオタイピングを禁止するため、
国際人権法と国際的倫理基準に沿った倫理的
及び職能基準を策定、実施、監視すること。

　・  子どもの不妊手術の禁止を法的に保障し、こ
のことに関して法律の見直し、改正、制定を
行うこと。医療上の必要から子どもを対象に
措置が行われそれが不妊に結び付く場合、年
齢や成長に応じてその子の見解をしかるべく
考慮し、また、意思決定に対する能力が発達
することを考慮しつつ、常に子の最善の利益
を最優先事項とすること。

　・  不妊や生殖能力の欠如に結び付く措置を、望
む性 / 性別の法的承認の前提としないことを
確実にすること。

　・  インフォームドコンセントなしに医療的措置
の対象とされるリスクの高い人々の権利を守
るため、手続上の保護を提供すること。子宮
内膜除去や子宮摘出術は不妊手術の措置とし
て定義付けられてはいないが、そのような「月
経マネジメント」のための措置に対して、適
切な法的、医療的、倫理的検討を行うこと。
その際、セカンドオピニオン、インディペン
デントアドボカシー、また他の方法が関わる
場合がある。

　・  不妊手術を実施するため、患者や不妊手術の
提供者に対してインセンティブを与えるよう
な公的あるいは私的な事業や方策を禁止し、
関連する法令、政策の見直し、改正、制定を
行うこと。

　・  不妊手術を望むすべての個人に対して、さま
ざまある避妊手段の１つとして、その手段が
得られ、かつアクセシブルで、経済的に入手
可能で、良質な不妊手術が確保されるよう、
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法律の見直し、修正、改正を行うこと。他の
すべての避妊手段とともに、個人による自発
的不妊手術サービスに財源を確保すること。
法律や政策が、不妊手術について、年齢や子
どもの数、末子年齢、婚姻の状況に関するルー
ルのような厳格な要件を課すことのないよう
にすること。

保健サービス

　・  サービスが、非自発的、強要による、強制的
な不妊手術に対して脆弱な集団のニーズへの
注意をもって、適切な臨床医療基準に基づき、
かつ、人権を尊重し実現する方法で提供され
ることを確実にすること。

　・  不妊手術についてカウンセリングを行う際、
個人の自主性や尊厳を尊重し、かつ守秘義務
を守る方法によって、措置のリスクや利点、
影響や代替手段について、アクセシブルな情
報を提供することを確実にすること。

　・  講じられるいかなる措置も、個人の完全かつ
自由で十分な説明を受け理解したうえでの意
思決定に基づくものであることを確実にする
こと。個人が意思決定をできるよう、時間と、
必要な場合には支援を提供すること。医療従
事者が、個人に対し特定の避妊手段を選ぶよ
う圧力をかけたりすることのないようにする
こと。専門職は、自身の提案に関わらず、個
人の十分な説明を受け理解したうえでの選択
を尊重しなければならない。

　・  インフォームドコンセントを得るにあたって
は、不妊手術を受ける個人の選択が、不適切
なインセンティブ、誤った情報、脅しや圧力

に影響されていないことを確実にする手段を
とること。不妊手術への合意が、医療 （例え
ば、HIV/AIDS の治療、経膣分娩や帝王切開
での出産、中絶、性別肯定〔ジェンダーア
ファーマティブ〕措置） や他の利益（例えば、
アイデンティティの承認、医療保険、社会的
支援、雇用、施設からの解放）を受ける要件
にされることのないようにすること。

　・  女性が、妊娠中に禁忌を経験している場合、
さまざまある避妊手段の 1 つの可能性として
不妊手術を提案すること。避妊のための不妊
手術について正しい医療上のあるいは社会的
指標は存在しない。

　・  将来の妊娠を防ぐことを目的とした不妊手術
は、医療上の急を要する事柄ではないことか
ら、女性が、中絶を求めたり、出産の最中で
あったり、出産直後のような完全かつ十分に
説明を受け理解したうえでの決断を行うこと
が難しい場合や不可能な場合には、処置を講
じたり、同意を求めたりすることのないこと
を確実にすること。不妊手術に関する同意は、
帝王切開への同意とは分けて考えられるべき
こと。ただし、活性分娩が始まる前にそのよ
うな判断ができる場合には、同時に議論して
も構わない。

　・  医療上の急を要さない場合で、インターセッ
クスの人の身体的ウェルビーイングが危険に
さらされている状況では、可能な場合、不妊
手術につながる治療は、本人が十分に説明を
受け理解したうえで合意をできるのに十分成
長するまで先延ばしにすること。

　・  いかなる処置の後でも、個人に対し、術後検
査とケアに関する助言が提供されることを確
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実にすること。
　・  不妊手術の処置について医療上の記録にはっ

きりと残し、当事者にとって容易にアクセス
できるよう確実にすること。

研修と意識

　・  医療従事者や政策決定者に対して、自発的不
妊手術の原則について、完全かつ自由で十分
な説明を受けたうえでの合意の内容と意味に
特別な注意を払い研修を行うこと。

　・  医療従事者に対して、不利な立場に置かれた
集団の人々への偏見や差別的態度をもたない
ように、また、これらの人々と効果的に意思
疎通が図れるように研修を実施すること。

　・  ジャーナリストに対し、性、生殖の健康、特
に不妊手術について、誤解を招くような、不
正確で、偏った情報を周知したり発表したり
することないよう、意識研修を実施すること。

　・  不妊手術に関連する人権侵害について、意識
の向上を促進すること。

支援策

　・  障害のある人々が十分に説明を受け理解した
うえで自分のために意思決定する能力を発揮
できるような支援を伴う意思決定の仕組みを
提供すること。これらの仕組みが、新たな名
前による代替の意思決定ではなく、個人の意
思と選択に対する尊重を伴う真に意思決定を
支援するようなものとなることを確実にする
こと。

　・  障害のある親が自分の子を養育できるよう援

助と支援を提供すること。
　・  障害のある女性や少女が月経周期を管理でき

る助けとなるよう、生理用品の入手や利用の
促進を含めて援助と支援を提供すること。

　・  インターセックスの子をもつ親に対して、例
えば心理カウンセリングやピアサポート、自
助グループを通じたものや、インターセック
スの子ども向けの支援も含めて、支援や情報
を提供すること。

　・  強制的な不妊手術のサバイバーに対してカウ
ンセリングを提供すること。

救済措置及び救済手続

　・  強制的な不妊手術の慣行について、救済措置
に対する権利の一環として、過去あるいは現
在の政策、慣行のパターンや実施について認
め、被害者に対し、後悔や謝罪の声明を発表
すること。

　・  強制的な不妊手術の対象とされながら自らの
状況について知らないでいる人々に対して、
適切かつ人道的な方法で通知を行うととも
に、行政上、司法上の救済措置を求める可能
性に関して情報を提供すること。

　・  加害の疑いのある者に対するデュープロセス
を保障したうえで、すべての強制的な不妊手
術の事例について迅速、自立的かつ公平に調
査し、責任が立証された場合には適切な制裁
を確保すること。

　・  強制的、強要による、または非自発的な不妊
手術措置の対象とされたすべての人々に対し
て、法律扶助を通じたものも含めて、行政上、
司法上の救済手続のメカニズム、救済措置、
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補償―犯された過ちについて政府や他の責任
機関による結果に対する補償や認知を含む―
に対するアクセスを提供すること。

　・  強制的、強要による、または非自発的な不妊
手術の対象とされた個人に対して、可能な場
合には復元措置や生殖補助医療へのアクセス
を保障すること。

監視〔モニタリング〕とコンプライアンス

　・  強制的、強要による、または非自発的な不妊
手術について、その防止と記録を目的とした、
また、是正のための政策や実施方策の採用の
ための監視メカニズムを構築すること。

　・  問題の大きさを評価し、影響を受ける可能性
のある人々の集団を特定し、包括的な状況分
析と法的分析を行えるよう、強制的、強要に
よる、または非自発的な不妊手術について
データを収集すること。

　・  不妊手術サービスの提供者は、強制的、強要
による、または非自発的な不妊手術を防止す
ることを目的とした提言が実施され、措置に
ついて適切に記録されることを確実にするよ
う、質向上プログラムを実施すること。

　・  周縁化された集団からのものも含めて、受け
たサービスについて患者からのフィードバッ
クを得られるよう仕組みを構築すること。
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機関の許可を受けて行ったものである。邦訳の質と
正確さについては訳者が責任を負う。原版と邦訳版
の間に齟齬がある場合、原版を拘束力あるかつ真正
な版とする。©Office for the Promotion of Gender 
Equality, Kyusyu University （2018）

　    原文は世界保健機関のウェブサイト（下記URL）に
掲載のものを参照した。http://apps.who.int/iris/bit
stream/10665/112848/1/9789241507325_eng.
pdf （最終閲覧2018年1月5日）

　    なお、この仮訳では、各種条約集や他の関係諸文献
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WHAT	WORKS：Gender	Equality	by	Design
by		Iris	Bohnet
The	Belknap	Press	of	Harvard	University	Press,	Cambridge,	Massachusetts,
London,	England,	2016

大坪久子　　日本大学薬学部薬学研究所 上席研究員

1.	はじめに

　昨年８月に、私たち男女共同参画学協会連絡会
は、OIST の Machi Dilworth 副学長の支援を得て、
啓発用ツールとして、リーフレット「無意識のバ
イアス-Unconscious Bias-を知っていますか？」を
作成し、公開した。無意識のバイアスが人事採用
や昇進、賞の選考等についてマイナスの方向に働
く事例を簡潔にまとめている。ファイルは連絡会
ホームページから誰でもダウンロードできる（１）。
幸いなことにリーフレットは「分かりやすく簡潔
によくまとまっている」と大いに好評を博し、官
公庁の会議、学会の理事会やワークショップ、大
学のシンポジウムや授業、そしてトップリーダー
の啓発用資料としても使っていただいている。た
だ、このリーフレットはあくまで啓発が目的で
あって、実戦（かつ実践）のためのツール（指南
書）ではない。
　では、その先はどうすればよいのか？　変革の

目的も方針もやり方も個々の組織によって当然
違ってくるだろうし、アメリカ、イギリス、EC
等の実践事例がそのまま日本に持ち込めるとは
考えにくい。そんな私が、アメリカの友人達に、

「一体、私たちはこの先どう進めてゆけばよいの
か？」と問いかけた時に、何人もの友人達から異
口同音に返ってきたのが「Iris Bohnet の “WHAT 
WORKS” を読みなさい！」というアドバイスだっ
た。2016 年春に出版された原著は分厚いが平易
な英語で書かれている。しかし、内容は著者の専
門性と経歴を反映して深く広い。

　 本 書 は 20 頁 に わ た る や や 長 い 緒 言（The 
Promise of Behavioral Design） と、Part One か
ら Part Four に至る４つのパート :“The Problem”、
“How To Design Talent Management”、“How 
To Design School and Work”、“How To Design 
Diversity”、が続き、最後に彼女の含蓄にあふれ
た「あとがき（Designing Change）」が来る。 そ

著者紹介
　Iris Bohnet 博士の専門は行動経済学、ハーバード大学公共政策大学院、ケネディスクール教授。ケネ
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れぞれのパートは２〜４つの章からなり、全体は
計 13 章からなる。そして各章の末尾には、それ
ぞれの章の内容から導かれた「３つの指針」が紹
介されている。ここが、この本のタイトル “WHAT 
WORKS” の “What” の部分にあたる。

　個々の内容の詳細にはここでは立ち入らない
が、数々の事例について、まるで話しかけるよう
に記述が続く。事例も、アメリカのみならず、英
国、オーストラリア、ノールウェイ、インド、ザ
ンビア等々の国々の政府や大学の取り組みについ
ても挙げている。それらの事例を通じて、彼女は
大学の研究室あるいは役員会議室で進められる雇
用、昇進、企業の福利厚生、政府の政策立案等々
について、無意識のバイアスが与える影響に警鐘
を鳴らし、それを越えて前進するためのヒントを
提示している。そのなかで、特に私の興味を引い
た部分をとりあげたいと思う。

2.	無意識のバイアス（Unconscious	Bias）
はそう簡単に消えるものではない

　この本の Part One にハーバード大学ビジネス
スクールの教授で、著者の友人でもある Kathleen 
McGinn の授業の事例が出ている（２）。
　McGinn 教授は、彼女の授業で学生達に、シリ
コンバレーの大立者で、ベンチャー・キャピタリ
ストであり、大成功した大変な切れ者の Howard 
Roizen の人となりや業績を説明し、「あなた方は
彼をどう評価するか、一緒に仕事をしたいか」と
問いかけた。無論、学生達は Roizen の業績を高
く評価し、「一緒に仕事をしたい」と答えた。し
かし、本当は Howard Roizen なんて実在しない

のだ。彼の本当の名前は Heidi。そして原著では、
そのすぐあとに “He is a woman.” と続く。私はこ
の下りで思わず笑い転げてしまった。何という諧
謔だろう！！　そして何という明快さ！！　その
事実を明かされた学生達は、Heidi Roizen の卓越
した能力を評価するものの、彼女を好意的にはと
らえられず、「一緒に仕事をしたいとは思わない」
と答えた。
　この事例の意味するところは深くて大きい。学
生たちは、有能な男性がトップに立つのには抵抗
がないが、有能な女性がトップの場合、その能力
を評価はしても、好ましい、一緒に仕事をしたい、
とは思えないのだ。現在の社会では、優れたリー
ダーとして求められる資質には、どうしても、決
断力に優れ、野心的で・・等々、男性のステレオ
タイプが優位に立つ。そういう意味では、女性の
リーダーは、女性のステレオタイプ（人を育てる、
他者の世話をする等々）を示しながら、男性の特
質も兼ね備えていなくてはならない。何故なら、
女性としての特質だけでは、好まれることはあっ
ても、リーダーとして尊敬はされないと著者は言
う。それでいて、リーダーとして男性のステレオ
タイプを強く出すと女性はバックラッシュを浴び
る。多くの場合、ここで堂々巡りのワナにはまっ
て先には進まない。
　上記の「Howard-Heidi の研究」は 2000 年のこ
とだが、その 13 年後、今度はニューヨーク大学
のビジネススクールで別の教授が同じ実験を行っ
た。その結果は、13 年前とは少し異なって、学
生達は、成功した女性リーダーを依然として男性
リーダーよりも「当てにはならない」と評価した
が、好まれないということはもはやなく、むしろ
一緒に仕事をしたいと答えた（３）。
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　2015 年になると、結果はむしろ逆転した。コー
ネル大学の Wendy Williams らは、全米のすべて
の州の大学の教員を対象に Assistant Professor 採
用のための仮説実験を行った。実験では、理学、
工学、経済学、心理学の各学部への男女の応募者

（いずれも仮定名）の採否を教員が評価した。そ
の結果、経済学以外では、評価者の性別に関わら
ず、女性の方がより多く選ばれたという（４）。

　2000 年 の「Howard-Heidi の 研 究 」 で 明 ら か
にされた問題点は、実は 1968 年に Goldberg に
よって報告されていたことで、その場合は、同
じ内容のエッセイの作者名を Joan T. McKay（女
性）とするか、John T. McKay（男性）とするか
で、学生に評価をさせたものであった（５）。後に
Goldberg Design と命名されたこの手法は、今で
もジェンダーバイアスを検出する有効なツールで
ある。ただ、Bohnet の場合、評価内容の継時的
な変化を重視している。つまり、私たちに進むべ
き道とその先を、希望を持たせる形で予感させて
いるところが凄いと思う。

3.	大学や組織のバイアスを制御する	“D	→	E	
→	Sign”のすすめ

　本書における彼女の主張のひとつは「個人の無
意識のバイアスが容易に消えないのなら、むしろ、
大学や組織でバイアスをコントロールしよう」と
いうものだ。「私たちの周りには不平等はないー
Sexism does not exist here.—と言う考えが、実
は最も危険だ」と彼女は主張する。まるで、目隠
しをされて歩いているようなもので、気づいた時
にはジェンダー・ギャップは閉じられないほどに

開いているという。そうならないように、「デー
タをとりつづけ （Deta） 、実験をし （Experiment） 、
明確な道標を持とう （Signpost）」との呼びかけ
が Part Four に出てくる。

　本書に繰り返し出てくる “Design” という言葉
は、著者が読者に対して、山積する難問解決のた
めの設計図（デザイン）を与えるのではなく、実
は、D → E → Sign （post） という３つの連携した
ステップを意味している。それがこの本の最後
の最後で分かるという仕掛けだ。 Bohnet は本書
の中で “What does not get measured cannot be 
fixed.”と述べている。どのような組織であっても、
特に、選択や決断に関するステップに「無意識の
バイアス（Unconscious Bias）」がかかわってい
ることを示すには、データをとる（measure）こ
とが最初にすべきことだ。データをとってバイア
スの存在を可視化することで、組織は次に何をす
べきか （Behavioral Design） がはっきりわかるは
ず、というのが著者の主張である。

4.	チームをつくる

　初めにも触れたが、各章の末尾に掲げられた
「３つの指針」は、合計 12 章分 36 項目にわたり
（第１章には、指針はない）、すべて Designing 

Gender Equality —で始まる。大変示唆に富むの
で、その一部、特に女性研究者支援にも係わる印
象深い項目を英文のまま挙げておきたい。 まさ
に、その通りと思うものも、思わず笑ってしまい
そうなものも、耳の痛いものもある（付録参照）。
ここに挙げていないものもバイアスを制御する上
で勿論重要である。
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　Bohnet が特に強調していることに、組織ある
いはチームの作り方とその運営の仕方がある。こ
れは大学ならば、教授が率いる個々の研究チーム
から、学部の教授会、理事会までをも意味する。
どのようなチームを作れば、バイアスを抑えるこ
とが可能なのか、メンバーの力を十二分に引き出
し、成果をあげ、目標を達成できるのか？　彼女
は critical mass（必要不可欠な量） を大切に考え、
同時に Tokenism を徹底して排除する。Tokenism
とは、申し訳程度の努力をすること、員数合わせ
をして満足すること、周りに引きずられて、おざ
なりでノルマをこなすこと、といった意味だが、
それはバイアスの解消には無効で、成果には結び
つかず、結果としてジェンダー平等にはむしろ
害をなすという。“Stop simple diversity training 
focused on raising awareness.”, “Stop showering 
women （and men） with generic leadership 
development training.” 等の指針はこれに相当す
る。

　 し か し、 一 方 で、 彼 女 は ク オ ー タ 制 の 意 義
も主張する。「３つの指針」でも以下のように
述 べ て い る。“Increase the fraction of counter-
stereotypical people in positions of leadership, 
through quotas or other means.”　これは、実は、
名古屋大学理学部生命理学科の森郁恵教授がおっ
しゃったこととほとんど重なる。森教授は 10 年
もの間、教授会で唯一の女性教授であったが、名
古屋大学の女性研究者支援事業の後押しもあり、
女性教授が３名にまで増えたとき状況が全く変
わったと述べられた（私信）。次に続く “Seeing is 
believing.” という言葉からも、Bohnet がクオー
タ制によって女性の数を増やしたその先を見てい

ることがよくわかる。森教授とおなじく「その先」
を確かに見たのだ。
　Tokenism に陥らず、かつ critical mass を満た
すまでに、女性リーダーを育て上げることが大
切なのだが、そのためには、「３つの指針」の
な か で “Build leadership capacity by supporting 
people with the resources required for success, 
including mentors or sponsors and networks.” と
述べている。これは研究者を育てる道程と全く同
じだ。

5.	最後に

　Iris Bohnet は素晴らしい経歴の人である。こ
の本の内容は、彼女がハーバード大学公共政策
大学院ケネディスクールの学部長に招聘され、
ケ ネ デ ィ ス ク ー ル の Women and Public Policy 
Program（WAPPP）のディレクターとしてチー
ムを率いたおよそ 10 年間の実践の成果がまとめ
られたものである。行動経済学者である彼女に
とって、それまでに培ってきた識見と手法を駆使
して、個人や組織がより良い決定ができるように、
社会がジェンダー・ギャップを狭めることができ
るようにチャレンジするためには、この職はこの
上ない実践の機会を与えたと思われる。そこで
彼女が気づいたことは “Making better decisions 
means making unbiased decisions. Much like 
other biases, gender biases hold us back.” と言う
ことに集約される。

　この著書を読む前には、私は、全米の大学で、
しかも理工系の女性研究者支援事業の代表格、
ADVANCE Program で、いくつかの先進的大学の
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リーダーと言われてきた女性教授たちでさえ、な
ぜ、あれほどに彼女を高く評価したのか不思議で
あった。しかし、読み進むうちに、彼女自身の行
動経済学者としての広くて深い識見と D-E-Sign
という言葉に集約される、大胆かつ緻密で細心な
実践の事実に圧倒された。経済学者として、人と
資源の流れとそれが生み出す物や現象に対する確
かな目は、同じ Data-based Evidence を生かすと
いっても、理工系（STEM）のそれと比べて一層
視野が広いと思う。彼女が書いていることのか
なり多くが、私ですら気づいている場合は多い。

（例えば、“Know that fathers with daughters are 
more likely to care about gender equality.”）
　 し か し、 そ こ か ら、 各 章 末 に か か げ ら れ た 
Designing Gender Equality —「３つの指針」を
編み出すまでに、彼女は、自分のチームを率い
て、一体どれだけの試行錯誤をくりかえしたこ
とだろう。彼女の最後の指針は、“Hold people 
and organizations accountable for their follow-
through.”「個人も組織も自分たちが進めている
ことを、最後まで責任を持って続け（させ）なさ
い」という言葉で結ばれている。
　私は、この本を、女性研究者支援事業の現場に
係わる人々とともに、自分のチームを持つ男女す
べての教授、准教授の皆さんに是非とも読んで欲
しい。そして、それ以上に、大学や研究機関の執
行部、理事会の方々に読んで欲しいと切に思う。
トップの力量次第で、未来はどれだけでもよい方
向に変わり得るのだから。

付録
Designing Gender Equality 
— 各章の「3項目の指針」より抜粋

 ・ Stop simple diversity training focused on raising 
awareness.

 ・ Have people negotiate on behalf of others.
 ・ Stop showering women (and men) with generic 

leadership development training.
 ・ Build leadership capacity by supporting people 

with the resources required for success, including 
mentors or sponsors and networks.

 ・ Collect, track, and analyze data to understand 
patterns and trends and make forecasts.

 ・ Measure to detect what is broken and refine 
interventions. Experiment to learn what works.

 ・ Evaluate comparatively and hire or promote in 
batches.

 ・ Use predictive tests and structured interviews 
to evaluate candidates. Do not use unstructured 
interviews.

 ・ Create environments inclusive of different risk type.
 ・ Diversify the portraits on the walls of your 

organizations.
 ・ Increase the fraction of counter-stereotypical people 

in positions of leadership, through quotas or other 
means. Seeing is believing.

 ・ Know that fathers with daughters are more likely to 
care about gender equality.

 ・ Include a critical mass of each subgroup in teams to 
avoid tokenism.

 ・ Combine average ability with complementary 
diversity of perspectives and expertise to maximize 
team.

 ・ Set both long-term targets and specific, short-term, 
achievable goals.

 ・ Hold people and organizations accountable for their 
follow-through.
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書籍紹介　

『男が育休を取ってわかったこと』など
池田大志著　セブン＆アイ出版	2014 年

奥村加奈永
鳥取大学男女共同参画推進室　事務補佐員

一般的にメディアで取り上げられるとき、ワー
ク・ライフ・バランスとは、「仕事」と「家事・
育児」のバランスを取ることであるという伝え方
がしばしば見られる。そして、そのときに使われ
るワーク・ライフ・バランスという言葉に、「ワー
ク」と「ライフ」は対義語であるという意味が込
められることも多い。「ワーク」は仕事・義務・
つらいもの、「ライフ」は家庭・楽しい・素敵な
もの。それは、ワーク・ライフ・バランスを主に
意識しなければならない世代が、仕事と家庭の両
立を念頭に置いているからでもあるだろう。しか
し、「ライフ」とは決して、家事や育児だけを指
すのではない。「仕事と生活の調和」という本来
の意味を正しく理解している人がどれくらいいる
だろうか。そう、「ライフ」＝「家庭」ではなく、

「ライフ」＝「生活」と考えなければならないのだ。
私も含め、これを忘れている人は意外と多い気が
する。

「生活」の中にはいろいろなものが含まれる。
楽しく素敵な部分もあれば、やらなければならな
い必須の部分もある。この場合、前者は余暇や趣
味という「自分自身の時間」のことであり、後者

は家事や育児といった「必須の時間」である。
「ワーク」と「ライフ」のバランスを取らなけ

ればならない、という言葉の罠が、私たちを苦し
めることはないだろうか。私たちに必要なのは、

「仕事」の時間を減らし、そのぶん家事・育児な
どに費やす時間を増大させることではない。家事・
育児なども効率的に行い、「自分自身の時間」を
増やすことが、真の調和に繋がる。

「仕事」で業務を進めるとき、無計画に始める
人はいない。その業務に関わる人全体でチームを
組み、いかに効率的に業務を行うかを話し合いな
がら適宜軌道修正し、最終的に最もよい結果を出
せるように努力する。家事・育児などでも同じこ
とだ。家庭内のプロジェクトと考えれば、今まで

「やらなければならない」と感じていたことも、
実は必要のないことだったと気づくかもしれな
い。その結果、お茶の一杯でもゆっくり飲める時
間ができたならば大成功だ。

どうしても夫（または妻）の協力が得られなく
ても構わない。「これは計画を立て、効率的にこ
なさなければならないことである」という新たな
考え方を得るだけで、精神的な負担はかなり減る
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のではないだろうか。
このように私自身も問題意識が高い、「ワーク」

と「ライフ」のバランスを考えるにあたって、役
立ちそうな書籍３編を紹介したい。

・		『２人が「最高のチーム」になる	ワーキングカッ
プルの人生戦略』

　小室淑恵、駒崎弘樹
　英治出版　2011 年　

この書籍では、ワーキングカップル（共働き夫
婦）について、夫婦をひとつのチームとしてとら
え、どのようにすれば仕事も家庭もうまくまわす
ことができるのか、実践的な方法を紹介している。

序章のタイトルで、読者自身の結婚観について
問いかけているのが興味深い。夫が外で働き、妻
が家にいるという「片働き」の思想はもはや過去
のものだ。しかし現在子育て真っ盛り世代の男性
には「片働き」の家庭に育った人が多く、それが
普通だという思想が根強く残っている。そして上
司はその親世代、まさに「片働き」を実践してき
た人たちで、共働きや家事・育児の分担に理解が
ない。序章では、共働きはリスクを減らすことだ
と明言されている。そして夫婦の双方が仕事と生
活を両立させることが重要だとの意識啓発を行っ
ている。現在、専業主婦志望の若い女性が増えて
いるとはニュースでもよく聞く。そのような女性
たちにも、この章を読んでほしい。今しっかり稼
いできている夫は、明日も健康とは限らない。病
気になったり、事故に遭ったり、朝起きたら死ん
でいることだってあるだろう。そのときに自分が
専業主婦のままでいて、自分の収入と言えるもの
が何もなく、その上子どももいたら……考えると
背筋が寒くならないだろうか？　職を探したくて

も、何年も働く現場から離れていた人はなかなか
雇ってもらえない可能性が高い。共働きとは万一
のときに困らないためのリスク分散なのである。
夫も妻も、このような意識が必要だろう。

仕事と生活を両立させる共働きの夫婦こそが、
今の時代に求められている姿であると序章では説
かれており、このような意識・考え方が広まるこ
とも有意義だと感じる。

第１章から第５章までは、両立のためにどうす
ればいいかが具体的に紹介されている。各章では、
コミュニケーション、時間、妊娠・出産、育児、
お金と５つの戦略について学ぶことができる。特
に重要なのが第２章の時間戦略だろう。

小室氏の執筆部分で頷けたのは、「段取り力」
と「組織力」を身に着けて磨くこと。そして「自
分しかできない」ことを作らない、ということで
ある。これは仕事でも家事・育児でも全く同じ
で、いかにスムーズに進行できるか、計画の段階
でしっかりと練っておく。何かあればすぐに相談
できる体制を整えておく。そして大切なのが、自
分でないとできないということがないように、自
分に何かあったときにさっと誰かを頼れるように
常に心がけておくということである。その場合、
人に任せた結果自分のやり方と違っていても気に
しないという神経も養っておかねばならない。こ
こができていないと、結局は自分で何もかも引き
受けるはめになり、自分のための時間はどんどん
減っていくのだ。

心強いのは、すぐに使える家事分担の方法が
載っていることと、家事サポートの便利グッズの
一覧もあることだ。家族に役割分担をしてもらう
のが楽になるほか、自分だけで何もかもやらなけ
ればいけない人にも役に立つ。
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駒崎氏の執筆部分では、自分のキャパシティを
把握し、コントロールするということが重要であ
ると認識させられた。私自身、家事や育児を自分
一人がやっているような気になり、いらいらする
ことがある。しかしそれは必ずしも夫ばかりに責
任があるわけではない。「日々やらなければなら
ないこと」のリストに、本当は必要のないものや、
それほど急いでやらなくてもよいことまで含めて
しまい、一杯一杯になっているからではないだろ
うかと反省させられた。夫が「あなたも働いてい
るのだから（今日はやらなくてもいいよ）」と言
うとき、「今日やらなくても、明日結局私がやら
なければならないのに」とつい思ってしまう。し
かしその言葉の裏には「僕にとってそれはさほど
重要な案件ではない」という意味が隠されており、
なぜそう思うのか夫に訊いてみることも大切だ。
また「頼んで初めてやってくれる（つまりは頼ま
なければやらない）」こともしばしばあり、それ
もいらいらの原因だ。けれどおそらく夫の中にも

「頼まれなくてもやる」重要度の高い家事と育児
があるはずで、そこから外れたことはやらないの
だろうから、あらかじめそれを把握し、任せるよ
うにすればよい。

私も夫もまず自分のキャパシティを洗い直すこ
とが急務であろう。その上で、「これは必要」「こ
れ以上は無理」そういうことをお互いに伝えてい
けば、問題は徐々に解決していくと思われる。

そして終章では家事や育児に留まらず、「もっ
とも大変な介護への関わり」にも触れている。

正直に言うと、私は家事や育児が苦手である。
嫌いとまでは言わないが、それほど好きではなく、
また、あまり向いていないことも確かだ。だから
こそ外で自由に働いている（ように見える）夫に

対していらいらすることが多くなるのだが、その
ような私ですら「これからは、なんとかできるか
もしれない」と思わせてくれたのが本書である。
家事や育児は好きではない、向いていないと思い
ながらも「妻だから」「母だから」と必死に頑張っ
ている女性の方々に、またそうしたことを妻や母
が考えているとは知らない家族に、是非読んでほ
しい一冊である。

さて、「そう言われても男に何ができるのか、
もっと具体的に知りたい」「家事や育児を積極的
にやる夫とは、特別な存在なのではないか」ある
いは「ある程度はやってくれているけれど、自分
よりも家事や育児を頑張る時間が夫にもあってい
いではないか」など、様々なことを考える人も多
いだろう。そこで、もう一歩先を行く生き方、考
え方を得られる書籍を紹介してみたい。

・		『新しいパパの働き方』
　NPO 法人ファザーリング・ジャパン
　学研教育出版　2014 年　

ほとんどのワーク・ライフ・バランスに関する
書籍が女性の立場に立って書かれているのに対
し、本書は男性がワーク・ライフ・バランスを実
現するにはどうすればいいかを詳しく示した内容
となっている。

第１章を読んでわかるのは、従来の性別役割分
担意識に縛られ、苦しめられているのは男性も同
じであるということだ。その束縛の度合いはもし
かすると男性のほうが強いかもしれない。女性で
あれば「子どもがいるから」「家のことも大変だ
ろうから」と徐々に周囲に認知されていきやすい
のに対し、男性は「奥さんがいるんだからわざわ
ざきみがしなくていいだろう」「男なんだから家
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庭よりも仕事を優先させるべきだ」という言葉や
雰囲気からなかなか逃げ出すことができない。現
に私の夫なども、かつて、残業をするのが当たり
前という風土の職場で仕事をしてきた。自分の仕
事が終わっているときですら上司の無言の圧力に
よって帰れないこともあり、子どもの顔を見る時
間が少ないことに嫌気がさしているようだった。

また、子どもが生まれたから仕事を増やし、残
業代を稼いで収入をより得なければと考えている
男性も多い。そのような姿勢は立派だが、果たし
て今の時代にどれだけ沿っているだろうか。もし
かすると妻はなかなか家に帰ってこない夫に対し

「収入のことより、５分でいいから早く帰って育
児を替わって！　いったい誰の子どもなの！」と
思っているかもしれないのだ。ここで肝に銘じな
ければならないのは、育児は期間限定で、親の代
わりは誰にもできないということである。主に働
く母親に対して使われがちなこの台詞は、そっく
りそのまま父親にも当てはまることを忘れてはな
らない。

それを踏まえ、本書では新しい働き方として第
２章で「育キャリ」と称して３つのロールモデル
を提案している。仕事重視だが子育ても頑張る「上
昇志向パパ」、自らが家庭の司令塔となる「家庭
志向パパ」、状況に応じて働き方を変えることの
できる「柔軟志向パパ」。どれを選ぶのも自由で
ある。それぞれについてメリットとデメリットが
挙げられていて、ワーク・ライフ・バランスを実
現したいがどうしていいのかわからない、これか
らの父親たちをサポートしてくれる。

そして第３章では子どもたちとの関わりについ
て、第４章では今日からできる両立の実践テク
ニックについても述べられており、「育キャリ」

を目指す男性には必読の一冊である。
さて、『新しいパパの働き方』はいわば入門書

である。「そんなことはもうよく知っていて、実
践もしているよ」という男性、また「時代の先端
を行く子育てパパはどのようなことを考え、何を
やっているのか知りたい」と思われる方々には次
の書籍を推薦する。

・		『男が育休を取ってわかったこと』
　池田大志
　セブン＆アイ出版　2014 年

書籍の内容紹介に移る前に、育児休業を取得す
るには何が必要か、あらためて考えてみたい。

育休制度が整っているだけでは不十分である。
重要なのは育児休業の取得実績が過去にあり（前
例がないとはねつけられ、それを覆すために多大
な労力を払わなければならないケースも存在す
る）、なおかつ長期にわたって休んでも許される

（不利益な扱いを受けない）職場風土があること
だ。現状では、この条件を満たしていることが難
しい場合がある。その結果、産休が明けてすぐに
復帰しなければならなかったり、あるいは産休が
終わり次第退職しなければならなかったりすると
いうことになる。

その結果、本来ならば育休を希望している母親
全員が、希望する全期間にわたって取得できるの
が理想であるのにそうはなっていないだろうと感
じるときがある。

私自身は、育児休業は取得していない。当時の
勤務先ではアルバイトの待遇で育児休業制度の適
用対象外であり、最初から期待はしていなかった。
さらに子どもの預け先も見つからないだろうと予
測がついたため、辞めて育児に専念することも覚
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悟していたのだが、子連れ出勤の了解があっさり
と下りた。代替要員がいなかったからだろうが、
おかげで出産後に復帰することができた（休んだ
間は無給）。しかしこれがまれなケースであると
の想像はつく。ほとんどの母親は、産休ですらお
そるおそる申請するような職場にいるか、もしく
は育休の延長も可能な恵まれた職場にいるかの二
極になっているのではないだろうか。

父 親 は ど う だ ろ う か。 男 性 の 育 休 取 得 率 は
2.65％１に留まっている。少しずつ上昇してきて
はいるものの、やはり、育休を取るのは特別に
恵まれた父親であるとの印象が否めない。さら
に育休を取った期間においては、「５日未満」が
56.9％１と最も多い。３か月以上取る者となると
ほぼ皆無である。最近、夫と育休の話をした。「あ
のときあなたが取ってくれてもよかったんだけ
ど」という私に対し、夫は「取れるわけないよ」
と一蹴せず「それもよかったかもね」と返答して
いたが、おそらく夫が考えたのも、せいぜい数日、
長くて１週間ではなかったかと思う。

『男が育休を取ってわかったこと』の著者、池
田氏は、そんな時代の最先端を行く男性であると
感じた。総合病院の勤務医という決して時間に余
裕があるわけではない職業にも拘わらず、半年の
育児休業とその後の復帰というミッションをこな
したのだ。育休取得の実現に際して、池田氏には
いくつかの幸運が味方したことも事実である。ま
ず、皮膚科医という、それほど緊急性の高くない
科が専門であったこと。直属上司の理解が得られ
たこと。池田氏の妻が外科医という激務をこなし
ていたため、池田氏の育休取得が周囲に納得され
やすかったこと。しかしたとえそれがなくても、

「育休を取りたい」という池田氏の強い思いと努

力があったからこそ、半年もの育休が実現したの
である。「育休を取りたいがどのように職場に切
り出せばいいのかわからない」「育休を取ったは
いいがちゃんと子どもの世話ができるだろうか、
職場復帰ができるだろうか」、少しでもそう考え
る男性は本書を手に取ってみるべきである。

世の中の流れがどのように動いているかとは関
係なく「男が育休を取ってどうなるんだ」「母親
の代わりはできないだろう」という意見を持つ人
もまだ多く存在するのではないだろうか。そのよ
うな人も本書を読んでほしい。男が育休を取った
らどうなるか、その答えのヒントがここには書い
てある。また、「父親に母親の代わりはできない」
という考えが実は幻想であるということもよくわ
かる。育児をするにあたって、父親にできないこ
とは「おっぱいをあげる」ことだけなのだ。あと
は男女関係なく、子どもの世話は十分にできる。
母親の中からは「パパは子どもをちゃんと見てく
れていなくて注意が足りない。一人でお世話がで
きるか心配だ」という声も聞かれるが、おそらく
は子どもと関わる時間が少ないためにだんだん
と、見るべきことが見えなくなってきてしまって
いるだけなのだと思う。「自分一人で子どもを見
るのだ」という目的意識を持って世話をすればケ
アレスミスも減ってくるということが、本書を読
み進めるにつれて納得できる。

そしてこの本の最後には、ベビースキンケアに
ついての章も設けられている。私の子どもはもう
幼児であるが、本書の出版時期に重なって生まれ
てきた。このベビースキンケアのことだけでも事
前に知っておくことができたらと残念でならな
い。なぜなら、私が非常に「苦痛、かつ、毎日ど
うしてもやらなければならない育児」の筆頭であ
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ると感じている「入浴」の常識がひっくり返され
てしまったからだ。出産前後にもっとワーク・ラ
イフ・バランスを意識し、いろいろな本を読んで
いればきっとこの書籍にも出会えたことだろう。
このスキンケア方法をやってみることには抵抗が
あるかもしれないが、必ずしも実行しなくてもい
い。「毎日絶対にお風呂に入れてやらなければい
けないわけではないのだ」と肩の力を抜き、実際
に１日ぐらいお風呂を抜き、「なんだ、なんとも
ないじゃないか」と安心し、その結果、お茶の一
杯でも飲む時間ができたであろう、そのことがと
ても残念なのである。育児で頑張りすぎ、がちが
ちに凝り固まっている母親たちは、この章だけで
も読んでみると精神的にずいぶん助かるのではな
いだろうか。

以上、私自身のエピソードや意見なども交えな
がら、３冊を紹介した。ワーク・ライフ・バラン
スに関する書籍は、時代の流れもあって膨大な数

が出版されている。本稿を執筆するにあたり何冊
も読んだが、あえてこの３冊を取り上げたのは、
私が日頃疑問に感じているテーマを解決してくれ
るのにぴったりだと思ったからである。

育児や家事、果ては介護といったことは、必須
であり、仕事と同じように管理をしなければなら
ないものであると私は感じている。これらの「や
らなければならないこと」を管理して効率よく行
い、「自分自身の時間」を増やすことは重要だ。
そうすれば仕事と生活の調和は自然に取れ、豊か
で充実した人生を送ることに繋がるだろう。私た
ちはなんのために生きるのか、よりよく生きるた
めにはどうしたらいいのか、それをもう一度考
え、自分らしい人生を全うするための足がかりと
して、この３冊の書籍を紹介した次第である。

１厚生労働省ＨＰ「平成 27 年度雇用均等基本調査」
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型)事業の紹介、帯同雇用制度導入、イベントの

実施報告を含め男女共同参画推進室の活動などを

記事として取り上げている。

また、今年度内に男女共同参画推進室の活動を

紹介するリーフレットも日本語・英語版の両方で

作成し、全学教職員へ配布のほか、当室の活動を

広く紹介する冊子として学外にも配布予定であ

り、オープンキャンパス、アカデミックフェスティ

バルなどで高校生、在校生、卒業生にも配布予定

である。

学内の教職員に対してワークライフ・バランス

に関わる意識啓発についても部局単位のFD・SD

を実施した。６月に、男女共同参画推進室武内真

美子准教授により新任係長研修を実施した。７月

は、言語文化研究院にてWLB啓発活動を行う法

人から講師を招聘しFDを実施した。また９月に

は基幹教育院にて男女共同参画推進室上瀧恵里子

教授によるFDを実施、10月には馬出地区にて４

部局合同FDとして東北大学大学院医学系研究科

の大隅典子教授の講演「無意識のバイアスからの

解放：ダイバーシティのススメ」および公開討論

会を開催した。

企画広報環境整備部門では、企画広報と子育て

支援などの環境整備を担当しており、担当領域が

広範にわたるため、部門内でワーキンググループ

( 以下、WG) を構成し、課題解決を図っている。

2016 年より①企画広報 WG、②環境整備 WG、

③広報誌ポリモルフィア編集委員会の３つWGに

わかれて活動をしている。

1. 企画広報WG

企画広報WGでは、学内教職員の意識啓発を目

的に、推薦された教職員13名（内女性６名、男

性７名）にワークライフ・バランスに関わるエッ

セイの執筆を依頼し、冊子としてまとめたものを

2017年12月に公刊した。文章だけでなく、写真、

デザインにもこだわり大変良い仕上がりとなっ

た。この冊子は2018年１月に全学の教職員を対

象として配布された。

一方、毎年年度末に発行しているニュースレ

ターについても企画広報 WG が担当し、第 17 号

を2018年３月発行予定である。冒頭の特集であ

る部局長インタビューは、女性研究者比率が全部

局で最も高い歯学研究院長に実施した。また、ダ

イバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色

2017 年度　企画広報環境整備部門活動報告

伊藤裕之
九州大学男女共同参画推進室
企画広報環境整備部門長
大学院芸術工学研究院教授
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2. 環境整備WG

男女共同参画推進室のオフィスは、2017年９

月に箱崎キャンパスから伊都キャンパスの新中央

図書館２階に移転した。新オフィスは多目的ス

ペースを備えており、セミナーや報告会などの実

施が可能となった。また、休養室にはソファーと

冷蔵庫、ポットなどを置き、カーテンで間仕切り

ができるようにしており、搾乳・授乳などのニー

ズにも対応した。子育て支援については、従来、

病児保育や休日保育の必要性について議論してき

たが、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティ

ブ（特色型）」の補助金によって育児シッター利

用支援が開始され、ニーズへの対応がなされるこ

とになり、全国展開している育児シッター派遣を

行う会社と契約し、小さい子どもがいても学会出

張先での育児シッター利用が可能となった。2017

年末時点で、利用登録者は計16名、その内５名

複数回の利用実績がある。また大学入試センター

試験時に従事する教職員に向けて伊都・箱崎の両

キャンパスおよび西新プラザで一時保育を実施し

た。利用者は教員３名、子供は計４名となった。

また、在宅支援制度の導入について2016年度

に他大学の事例のヒアリング調査を終えており、

その資料をもとに今年度中にワーキングとしての

意見をまとめる予定である。

3. 広報誌『ポリモルフィア』の編集員会

2016年３月にポリモルフィア創刊号を公刊し

ており、2018 年３月公刊予定の第３号の編集

を進めている。この広報誌は、編集委員会を設

け、掲載記事の検討、簡易査読等を担っている。

2017年３月に公刊された第２号には２編の投稿

があり、学内レフェリーによる査読の結果、１編

を査読付投稿論文として掲載した。今年度末に公

刊予定の第３号は、冒頭の特集として2017年12

月に実施したダイバーシティ推進トップセミナー

のシカゴ大学山口一男教授の講演「日本における

ダイバーシティ推進と女性の管理職・専門職登用

の課題」の抄録、および 2017 年 11 月に実施し

た女性研究者エンカレッジメントセミナー「ジェ

ンダーの観点からの論文業績分析報告～世界と日

本の違い：男女別研究論文数とインパクト分析の

結果から～」を収録するなど充実した内容を掲載

予定である。

4. その他

当部門全体の活動として、2015 年 12 月から

２月に実施した本学の研究者を対象とした「ワー

クライフ・バランス支援に向けての調査および

キャリア・ライフ支援に向けての調査」に続く第

２回調査を2018年１月から２月に実施予定であ

る。前回の調査は、特に育児支援にかかわる内容

に重点が置かれたが、今回の調査は「ダイバーシ

ティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」の

成果を計る目的もあり、広報誌への意見、セミ

ナー、FD の参加状況、配偶者帯同雇用制度、セ

ンター試験時の一時保育サービス、出産・育児復

帰者支援などの施策への意見も尋ねる内容となっ

ている。これらの調査結果は報告書としてまとめ、

今後の部門内で施策の企画・検討に役立てる予定

である。
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2. 学内外への情報発信

福岡市が実施する「中学生のためのキャリアデ

ザイン啓発事業」に当室の女性教員3名を福岡市

内の公立中学校に派遣し、キャリア講演を行った。

また、8月には、箱崎キャンパスに於いてオープ

ンキャンパス企画「将来の夢に向かって！～キャ

リアデザインってどんなこと？」を出展した。現

役生の協力もあり、高校生、先生、保護者をはじ

め来場者数は約 100 名となった。さらに福岡県

女子中高生進路選択応援事業に協力し、理学部の

オープンキャンパスでは県内から申し込みがあっ

た高校へ個別プログラムを実施した。

2017 年 10 月に開催されたアカデミックフェ

スティバルでは、伊都キャンパス椎木講堂におい

て、「Open Café2016 ～九大女子卒業生に聞く！

キャリア講演＆交流会」を出展した。今年度で5

回目となる本イベントには卒業生、教職員、高校

生をはじめ約40名の参加があった。女性のキャ

リアをテーマに、社会で活躍中の九州大学卒業生

（OG）から、福岡市役所 佐藤佳代子氏（文学部

卒）、サントリーコミュニケーションズ株式会社 

藤田淑子氏（芸術工学部卒）、ラクオリア創薬株

式会社 三宅賀子氏（大学院薬学府卒）の3名の方々

学生教育等部門における主な活動と今後の
課題

1. 「ジェンダー研究に取り組む学生への研究
助成プログラム」

2010年度から始まった本プログラムは、2017

年度も継続して実施され、8年目を迎えた。6月

から8月まで学内掲示および九大ホームページに

て募集を行った結果、修士課程、博士課程に在籍

する計14名の学生から応募があった。提出され

た研究計画を学生教育等部門の室員全員で審査を

行い、13 名が採択された。採択された学生の所

属は、人間環境学府が2 名、地球統合科学府が5

名、人文科学府が 5 名、法学部生が 1 名である。

2018年2月20日に研究助成を受けた学生による

報告会を開催予定である。毎年、多岐にわたる興

味深い研究計画が提出されているが、応募者への

教育的な意義から審査員から厳しいコメントも出

される。今年度中には、報告書を発行する予定で

ある。また、今年度は報告会を伊都キャンパス新

中央図書館2階の男女共同参画推進室新オフィス

にある多目的スペースで開催し、報告会の後には

発表者と室教員、参加者の懇親会を開催した。

2017 年度　学生教育等部門活動報告

野々村淑子
九州大学男女共同参画推進室 学生教育等部門長
人間環境学研究院 教授
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集中講座（中級）」、７月には「科学英語論文プレ

ゼンテーション集中講座～ポイントで学ぶ英語口

頭発表の心得」2017 年 12 月に「英語論文執筆

集中講座（中級～上級）」を開催した。小野義正

先生の講義は、参加者から大変好評であり、引き

続き2018年2月には、本学に在籍する外国籍の

教員、大学院留学生を対象として「留学生のため

の英語論文執筆集中講座」を実施予定である。ま

た英語論文の書き方セミナーに関しては、リンク

サイエンスの川上輪子氏に講師を依頼し、2017

年12月に伊都キャンパス新オフィスの多目的ス

ペースで「科学英語論文ライティングセミナー初

級編」を実施し、2018年3月に馬出地区でも同

様のセミナーを開催予定である。このセミナーで

は、これからジャーナルへの投稿を検討する学生

や若手研究者を対象として、タイトルの魅せ方や

アブストラクトの書き方、文法のトレンドなどを

講義いただいた。

一方、主に女子大学院生に対象として毎年実施

している TOEIC セミナーは、2018 年 3 月に九州

大学博多オフィスで開講予定である。

5. 次世代女性リーダー育成セミナーの開催

当 部 門 の 歯 学 研 究 院 武 洲 准 教 授 の 発 案 で、

2018年3月に馬出キャンパスで、次世代女性リー

ダーをテーマにセミナーを開催することが決定し

た。このセミナーでは中国の生命科学研究の第一

線で子育てと両立しながら活躍している若手女性

研究者を招き、九州大学の同世代の女性教員や学

生とディスカッションすることによって女性リー

ダーのあり方を考える企画である。若手研究者の

意識啓発となることが期待できる。

にご講演いただいた。会の後半では、質疑応答と

参加者を交えた懇談会が行われ、学生時代の過ご

し方、子育てと仕事を両立させる秘訣、九大ブラ

ンドの良さなどについて、和やかな雰囲気で意見

が交わされた。

今後の活動については、引き続き高等学校との

連携方法について検討が必要であり、イベントを

実施する際の集客方法についても課題が残った。

2017年9月から男女共同参画推進室のオフィス

が伊都キャンパスに移転したこともあり、来年度

のオープンキャンパスおよびアカデミックフェス

ティバルの出展方法については、今後部門で検討

予定である。

3. 学内におけるジェンダー関連授業の開講

主に学部下級生を対象として2015年度から開

講している「キャリアデザイン」に関する講義は、

今年度は男女共同参画推進室上瀧恵里子教授およ

び武内真美子准教授の2名が担当し2017年度も

通年で実施した。今年度から開講形式がクォー

ターとなったため、各期では「キャリア形成論」

「ワークライフバランス論」「男女共同参画の観点

から」「人的資源管理論」を4テーマで講義が行

われた。また、オムニバス形式で実施している「女

性学・男性学」の講義は来年から正式に男女共同

参画推進室の開講する講義として位置付ける予定

である。

4. 大学院生を対象とする啓発・研究活動支援

理化学研究所の小野義正氏に講師を依頼して、

2017年6月に「若手研究者向け　英語論文執筆
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度内に各部局へ公表する予定である。

2. 女性研究者エンカレッジメントセミナー

例年学内外で活躍する女性研究者を講師に開催

していたが、今年はエルゼビア社が2017年３月

に発表した「ジェンダーの観点からの論文業績分

析報告」を解説するセミナーとして11月９日に

開催した。同社のシニア・マネージャーに世界的

な傾向と日本の傾向との相違点を解説頂くととも

に、SciValを活用した本学の男女別の論文業績分

析結果について本学 IR 室から解説頂いた。ここ

では本学の女性教員の業績が具体的数値として示

され、特に2009年度以降「女性枠設定による教

員採用・養成システム」で採用された女性教員の

業績が高いことがデータで示された。

本セミナーの内容は本学の女性研究者をエンカ

レッジするだけでなく、女性の増加が業績低下に

繋がるとの無意識のバイアスに陥りがちな研究者

に対し、客観データを示すことで認識を改める良

い契機となる。大学執行部とも相談の上、12 月

25日の大学マネージメント・ミーティング、及

び１月18日の部局長懇談会で本内容を紹介した。

女性研究者支援部門では、女性研究者の増加策

と上位職への登用及び女性研究者支援プログラム

の企画立案をはじめ、女性研究者支援や研究力向

上に関する業務全般を担当している。2017年度

は以下の取組みを実施した。

1. 女性教員上位職の登用、職階別比率の改善

女性の上位職登用へ向けた大学及び部局執行部

への意識改革を主たる目的とするダイバーシティ

推進トップセミナーは、2015年度の開始後３回

目を迎えた。本年度は12月14日にシカゴ大学ラ

ルフ・ルイス記念特別社会学教授の山口一男氏を

お迎えし、「日本におけるダイバーシティ推進と

女性の管理職・専門職登用の課題」と題して講演

頂いた。日本の雇用慣行に残る間接差別も含め、

具体的データを基にした説得力のある御説明で

あった。

各部局における学生及び職階毎の女性比率を

グラフ化した「女性活躍総合評価」については

2017年度のデータを基に分析を行った。女性の

比率に関し、学生あるいは助教層の比率は高いに

もかかわらず、教授・准教授層に女性がほとんど

いないなど、部局や分野毎の特徴も出ており、年
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3. 女性研究者研究力向上セミナー

学生教育等部門と協力し、英語論文執筆・プレ

ゼンテーション能力向上に関するセミナーを開催

した（2017 年６月、７月、12 月（２回）開催。

2018年２月、３月も開催予定。詳細は学生教育

等部門を参照）。

4. 出産からの復帰者支援

女性研究者の研究力向上支援の一環として出産

を経て、研究現場へ復帰した女性研究者に対す

る研究費支援を2015年度から開始し、本年度は

11人が支援を受けた。2016年度までに支援を受

けた研究者には、他大学へのキャリアアップ、論

文数の増加、研究費獲得などの成果がでている。

開始から３年が経過したため次年度以降の支援方

法について対象・内容の見直しを検討している。

5. 多忙な女性研究者への研究補助者雇用支援

九州大学では出産・育児や介護などのライフイ

ベント、あるいは社会貢献により多忙な女性研究

者を対象に研究補助者雇用経費の支援を行ってお

り、女性研究者支援部門は本支援の審査や支援内

容の見直しなどについて協力している。本支援は

半期ごとに30名前後の女性研究者を支援してい

るが、2018年度からは同一理由による支援回数

に制限（６回）を設けることした。また、昨年度

開始のシングルファーザー支援に関しては、「配

偶者（妻）と別世帯で、当該子どもと同居する者」

まで対象を広げ2018年度の追加募集を行った。

本部門で制度導入を検討した「教授または准教

授として本学に着任後、出産した女性教員」を対

象とした研究補助者雇用経費支援は、2014年の

開始以降、現在までに４人の女性准教授が支援を

受けている。

6. 女性研究者研究活動交流

女性研究者の研究力向上とグラント申請につな

がる共同研究推進のため、女性研究者ネットワー

キング・ワークショップを沖縄科学技術大学院大

学（OIST）との間で毎年開催している。３回目

の今年は１月９-10 日に OIST で開催され、本学

から女性研究者５名（教授３、助教２）が研究発

表を行い、先方の研究者と活発な意見交換を行っ

た。またその後の研究者交流も続いている。

また、本学の女性研究者の研究活動が学外のみ

ならず学内でもあまり認知されていないことか

ら、女性研究者活躍の可視化を図るため、本学の

女性研究者の研究活動を広く紹介する「女性研究

者データベース」冊子を作成する。さらに３月に

は学内女性研究者間の研究交流を推進するための

女性研究者シンポジウムを開催する。

7. 研究者カップル意見交換会

本年度から開始が予定されていた本学の配偶者

帯同雇用制度を意識して2017年３月に配偶者と

同世帯及び別世帯それぞれ一組ずつの研究者カッ

プルによる意見交換会を開催し、好評であった。

今年度はさらに一歩進めて別機関から同一機関

に勤務することになった研究者カップルを招いて

意見交換会を３月23日に開催する予定である。
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8. 交流ランチ会

前年度までキャンパス毎に開催していた女性研

究者交流ランチ会も一巡したため、今年度は男女

共同参画推進室を会場に奇数月の第１木曜日を定

例開催日として、女性研究者のみならず、女性職

員、男性教職員も対象としたランチ会を開催し、

女性研究者支援につながる事項について意見交換

をしながらの交流ランチ会を開催している。

テーマは「あなたも利用できる支援制度」（５

月）、「仕事と子育て。“困った”を共有しましょう」

（７月）、「男女共同参画推進室　伊都新拠点のご

紹介」（11月）、「育メン・育ボスについて考える」

（１月）であった。（９月は移転のため休会）色々

な立場の参加者から、今後の活動に資する意見を

頂いたほか、参加者間のネットワークも形成され

ている。

9. 女性研究者活躍促進プロジェクト及び表
彰について

本学の女性卒業生からの「女性研究者・女子学

生支援のために寄付をしたい」との要望に応え昨

年度創設した「九州大学女性研究者活躍促進プロ

ジェクト」基金は、九州大学基金の使途特定プロ

ジェクトとして、本年度から本格的に寄附を受け

付けている。また本基金を財源とし、女性研究者・

女子学生を表彰する賞の創設を準備中である。

10. その他の活動

本年度は５月 25-26 日に「ジェンダーとダイ

バーシティ推進を通じた科学とイノベーションの

向上」をテーマに東京でGender Summit 10 Asia 

Pacific 国際会議が開催された。そのサテライト

イベントが「Frontiers of Science in Asia-Pacific

（アジア太平洋地域における研究の最前線）」を

テーマに５月29-30日に沖縄科学技術大学院大学

（OIST）で開催された。本学男女共同参画推進室

も企画・準備段階から当日の運営までオーガナイ

ザーとしての役割を果たし、80名に及ぶ参加者

を集め、大変活気あるイベントを開催できた。こ

のサテライトイベントへの貢献により、Gender 

Summit 10事務局より協賛機関（Partners）とし

ての認定を受けた。

また、女性研究者支援に関しては2007年度か

ら実施している国際学会派遣支援・論文校閲経費

支援は、男女共同参画推進室とは別に研究活動基

礎支援制度の中で継続されている。2009年度以

降、女性教員増加に大きく寄与した「女性枠設定

による教員採用・養成システム」は文部科学省の

事業評価でも最高の S 評価を受けたが、2014 年

度からは「第２期 女性枠設定による教員採用・

養成システム」として2018年度まで継続実施中

である。これらの窓口は、事務局研究・産学官連

携推進部研究企画課が担当している。
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