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巻頭言　「ポリモルフィア」創刊にあたって

青木玲子
九州大学理事・副学長（男女共同参画担当）
男女共同参画推進室長

　九州大学男女共同参画推進室では、平成17年度より「男女共同

参画活動報告書」を年度ごとに作成し、本学における男女共同参画

に関わる情報発信を行ってきました。活動報告書の創刊から10年

の年月を経て、九州大学における男女共同参画の取組は大きな発展

を遂げ、学内における男女共同参画に対する認識も深く浸透するこ

ととなり、掲載されるべき内容も多岐にわたるとともに、広報誌と

して期待される役割はより大きなものとなりました。

　この状況に鑑み、平成27年2月男女共同参画推進室部門長会議

において「現在の活動報告書をより充実したものにする」という基

本合意が得られ、さらに男女共同参画推進室会議の承認を踏まえ、

企画広報環境整備部門では、新広報誌WGを立ち上げ検討を行って

きました。その結果「活動報告書」を発展的廃刊とし、創刊にいたっ

たのが、「ポリモルフィア」です。

　本誌の最大の特徴は、研究論文等の発表媒体の性格も有する総合

的な広報誌であることです。従来の広報機能に加えて、大学におけ

る男女共同参画に関する議論の醸成(課題の探求および提言等)及

び男女共同参画全般を構成する諸分野(少子高齢化、ジェンダー、

女子労働、ワークライフバランス等々 )における社会的課題の探求

と提言を行うことにより、学術領域での研究の活性化―社会的議論

と学術的議論との相互的発展効果の創出をねらいます。

　ご尽力くださった近藤加代子先生(男女共同参画推進室企画広報

環境整備部門長)、編集委員を務めてくださいました各先生方(鮎澤

純子、豊崎七絵、エレン・ヴァン=フーテム、糟谷直宏、池田美奈子、

武内真美子)及び職場環境室に心からお礼をお申し上げます。

2016年3月31日　　　
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特集１			

ワークショップ「科学と教育分野及び労働市場における女性の参
画拡大を科学する」抄録

本ワークショップは、学術や教育分野及び労働市場において女性が少数派であり、女性の意見が十分に
反映されているとはいえない現状を鑑み、データに基づいた科学的な分析によって女性の参画を効果的
に拡大する方策と女性の参画の拡大により何が起こるかを考察し議論することを目的に、九州大学に国
内外の多彩な論者を招いて、2015 年 11 月に開催された。

残念ながら、全体を掲載することはできないので、以下に抄録の形で紹介する。

まず基調講演では、NSF（アメリカ国立科学財団）のケリー・クレイグヘンダーソン副局長により、
NSF の活動とりわけ彼女が所属する SBE( 社会科学・行動科学・経済学局 ) の役割、STEM（科学、技術、
工学、数学）分野の女性参画と女性の参画拡大の科学の可能性について言及された。

次に、北海道大学経済学研究科大野由夏教授、北海道大学公共政策大学院安部由起子教授、本学持続可
能な社会のための決断科学センター錦谷まりこ准教授、大学院人間環境学研究院山下亜紀子准教授から、
経済学、公衆衛生学、心理学等それぞれの研究分野の視点から女性の参画拡大を考察し、現状と今後の
あるべき姿について講演が行われ、

最後に、パネルディスカッションでは、九州大学男女共同参画推進室長の青木玲子理事の進行のもと、
講演者それぞれの研究分野がどのように女性の参画拡大に貢献できるか、また、女性の参画拡大がキャ
リアに与えた影響、研究と男女平等について、来場者を交えた活発な討論がなされた。
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2015年11月16日
九州大学伊都キャンパス伊都ゲストハウス

プログラム

　　開会挨拶　
　　　井上眞理　　九州大学副理事・男女共同参画推進室副室長
　　基調講演　
　　　ケリー・クレッグヘンダーソン　アメリカ国立科学財団,社会科学・行動科学・経済学局　副局長

　　　大野　由夏　北海道大学大学院経済学研究科　教授

　　　錦谷まりこ　九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授

　　パネルディスカッション
　　　司会　青木　玲子　九州大学理事・副学長,男女共同参画推進室長

　　　大野　由夏　北海道大学大学院経済学研究科　教授

　　　錦谷まりこ　九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授

　　　安部由起子　北海道大学公共政策大学院　教授

　　　山下亜紀子　九州大学大学院人間環境学研究院　准教授

　　閉会挨拶　
　　　井上眞理　　九州大学副理事・男女共同参画推進室副室長　
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第１部　基調講演
“The Science of Broadening Participation of Women in Science and 
Education Fields and the Workforce”

ケリー・クレッグヘンダーソン
アメリカ国立科学財団社会科学・行動科学・経済学局副局長

皆さん、こんにちは。ご参加ありがとうございます。九州大学を訪

問する機会、そして参画拡大の科学について簡単にお話しする機会

を頂きありがとうございます。

今日は参画拡大の科学の中でも一番有益な側面についてお話しした

いと思います。次に、NSF(アメリカ国立科学財団)がサポートして

いる過去6 ～ 7年のこの分野の活動について少しご紹介します。そ

の中で、このデータを集めて結果を分析するような活動が、いかに

して女性の参画拡大のための皆さんの活動、科学、教育分野、そし

て労働市場における女性の参画拡大に役立つかということについて

お話しします。

1 図1は、NSF(National Science Foundation: アメリカ国立科学財団)

の概要です。NSF(アメリカ国立科学財団)はNSFがサポートする様々

な研究分野に特化した幾つかのオフィスから成っています。NSFは

政府の連邦機関の一つです。約70億ドルの年間予算を持っており、

幅広いスペクトルの研究分野において基礎研究をサポートするのが

私たちのミッションです。今日話をする研究分野は社会科学です。

NSFには、社会科学・行動科学・経済学の研究をサポートする部局

SBE(Social Behavioral & Economic Sciences)があります。この図で、

中段の左端にあたる部局です。
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2 図2は、SBE(Social Behavioral & Economic Sciences: 社会科学・行

動科学・経済科学)局によってサポートされているプログラム(Core 

Programs)の一覧です。幅広く網羅的で、私たちが考える分野のほ

とんどが含まれます。社会科学の中に含まれるものは、ほぼ全て私

が所属する部局でカバーされていると言っていいと思います。女性

の参画拡大の科学もこの中に入っています。

女性が十分に参画していない分野というのが日本でもアメリカでも

たくさん存在します。われわれが焦点を当てているのは、幾つかの

核となる研究分野であり、NSFがサポートしている分野に含まれて

います。この分野では男女の参加率は大きな差があり、目を覆いた

くなるような惨状です。男性と女性では、Ph.D.を取る人数、その後、

科学分野、学術機関あるいは産業界で雇用される人数において差が

あります。

今日の話の中では、特にアメリカのデータをご紹介します。女性の

参画比率が低いところはまだたくさんありますが、特に工学、コン

ピューターサイエンス、数学、物理、経済学の分野が挙げられます。

経済学は、このリストで唯一の社会科学の分野です。心理学や社会

学とは異なり、経済学は男性と比較したときの女性の参画率がまだ

低く、全体の参画比率とは異なっている分野であるということです。

統 計 は NSF の 中 に あ る NCSES(National Center for Science and 

Engineering Statistics: 国立理工統計センター ) で取ります (http://

www.nsf.gov/statistics/index.cfm)。国立理工統計センターには、

21
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www.nsf.gov/statistics/index.cfm)。国立理工統計センターには、

21
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データを収集・分析し、科学的なトレンドを報告するという使命

があります。NCSES は、例えばどのような人が理工学系に入っ

てきているのか、数学で Ph.D. を取った人が昨年何人いたか、化

学の Ph.D. を取ったのに就業していない人がどのぐらいいるかと

いったデータを取っています。日本のNISTEP(National Institute of 

Science and Technology Policy: 科学技術学術政策研究所)と似た機

関で、同じような統計学的データを取っていると思います。

3 図3は統計局の報告の中で出された最新のデータです。工学系の各

分野において女性がどのぐらいの割合で就業しているかを上から

博士、修士、学士の取得学位毎に、そして色で区別して1993年、

2002年、2012年の各年毎に示したものです。グラフの中央の0の

ラインより左が女性の割合、右は女性の人数(千人)を示しています。

工学分野では女性が十分に参画していないことが分かります。どの

ように過去数十年間で変わってきたかということも見ることができ

ます。

4 図4はコンピューターサイエンスの分野における女性の割合と人数

を示したデータです。最近、皆さんも報告書を見られたかもしれま

せんが、興味深い結果です。実は、コンピューターサイエンスは一

時期増えたのですが、近年減少が見られています。意識の問題があ

るのかもしれません。アメリカでもコンピューターサイエンスへの

女性参画を促すためのプログラムがたくさん取られていますが、こ

のような結果になっています。

43
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5 図5は数学と統計学の分野における、女性の割合と人数を示してい

ます。この分野においても、確かに数値は上がってはいて、コン

ピューターサイエンスよりも高いのですが、まだまだ改善の余地は

あるという状況です。

6 図6は、物理学の分野における、女性の割合と人数を示したデータ

です。数値は非常に低いです。

7 最後に、図7は経済学の分野における女性の割合と人数を示してい

ます。アメリカでは、経済学は社会科学の分野の中でも女性が十分

に参画していない分野です。アメリカの人口全体及び男性と比較し

て、女性の参画率が低いです。

いろいろ話しましたが、これまでご覧になってきた統計学的な数値

が事実です。多くの人がたくさんの活動を行っており、女性の参画
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をそれぞれの分野で増やす努力がなされています。これは公正さの

観点から行われていますが、それだけではなく実用的な理由もあり

ます。女性の参画が不十分な分野で女性の参画を拡大することには、

現実的な理由もあるということです。

女性が参画したい分野において女性の参画を図ることには意味があ

ります。失業率から見てみましょう。

8 図8は科学のバックグラウンド(専門知識や学位)を持っていると、

どのぐらい失業から守られるかということを示したデータです。一

番右端が全人口の失業率、右から 2 つ目の棒グラフが科学分野の

人々の失業率です。アメリカでは、科学分野の人は他の分野の人と

比較して、失業率が低いです。これは良いことです。労働市場に参

画させることを目的に人を育てる場合、失業が少ない分野への就業

を促すことは良い考えです。

その他の棒グラフは、人種・民族で分けた場合のデータです。左端

から白人女性、白人男性、アジア系女性、アジア系男性、URM(ア

ジア人以外の黒人、ヒスパニック、その他のバックグラウンド)の

女性と男性の男女別データです。トレンドは異なってはいますが、

全ての人種・民族において科学分野の人々の失業率は低いです。科

学のバックグラウンドを持っていれば失業率が低いという勇気づけ

られる統計数値となっています。

アメリカは文化も歴史的な現実も違うので問題は複雑です。公正さ、

109
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参画の問題は、女性だけでなく、マイノリティについても考えなく

てはいけません。アメリカは社会的にも複雑であり、全てのグルー

プの人の労働市場における参画拡大を図らないといけないため、戦

略も複雑にならざるを得ません。

9 図9は理工学系分野の職業全体における各人種・性別の占める割合

を円グラフにまとめたものです。労働市場の一時点を見ていますが、

理工系の職業が多様な人種で構成されているのがわかります。

10 SBE(Social Behavioral & Economic Sciences)は、私どもNSFの中の

一つの部局の名前となっていまが、NSFがサポートしている社会科

学分野のほとんどがこの中に入っています。これは、社会科学が、

社会的につながったグローバル社会の人間としての存在に対し情

報を提供し、問題解決に寄与しているということを示しています。

SBEは人間の行動や人間が属する組織について、そして日々の生活

に対する影響、社会的な環境、経済的な力、政治的な力、社会文化

的な力など、人間、そして人間の複雑性の理解に役に立つ研究をサ

ポートします。何をきっかけとして、どのように改善することがで

きるのかということを検証しているわけです。

11 NSFでは基礎研究に対してお金を出していますが、ミッションには

応用科学も含まれます。ですから、研究というのは基礎から応用

まで一つの連続線だと考えるかもしれません。図11に示すように、

研究の中にはまず、純粋な「基礎研究」があります。基礎科学だけ

を純粋にやるもので、将来のための発見です。このような科学研

1211
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究は、究極的に言えば、例えばiPhoneが生まれるかもしれません。

一方で、純粋な「応用研究」があります。これは日常生活に非常に

役に立つものです。この研究は、基本的には今ある社会の質問や問

題に答えを出すものです。そのように両極端の研究ミッションがあ

りますが、その連続線の中間のところに、「基礎研究」だけれども

応用的な有用性も含まれた研究があります。その研究は、基礎的な

理解の深化を図りながら、社会にとっての有用性も同時に求めると

いうものです。「応用・利用にインスピレーションを得た基礎研究」

(Use-inspired basic research) と言っていいかと思います。以上の

分類を「パスツールの象限」(Pasteur’s Quadrant)と呼んでいます。

私たちが考えている参画拡大の科学というのは、利用・応用によっ

てインスピレーションを得る「基礎研究」に当たります。「基礎研究」

ではありますが、その研究は社会が抱えている問題に答えを出すこ

とを可能にするような力が含まれています。女性が様々な分野で十

分に参画していないという問題もその中の1つかもしれません。

ここで、「SBP(Science of Broadening Participation: 参画拡大の科学)

とは何なのか」をまとめます。まず、既存の社会科学・行動科学の

理論に基づいていて、過去40 ～ 50年間の研究成果に基づいたも

のです。心理学、社会心理学、社会学、それから程度の差はありま

すが政治学、経済学といったものも含まれています。既に行われた

研究を基礎とした、学際的かつ厳密なものです。様々な研究手法を

用いて、経験的実証を目的としています。科学分野の人材の効果的

な参画拡大方策の実証分析や、女性を、アメリカにおいてはマイノ

リティも含めて、参画させるには何がうまくいき、何がうまくいか

ないのか等を検証します。

このような質問に対し、参画拡大の科学は答えを提起できます。ス

テレオタイプによる思い込みはありますか？その考え方があること

によって、各個人のレベルで様々な分野・活動に参加するかどうか

影響を受けます。

「参画拡大の科学が答えを提起できる」と思われる SBE(Social 

Behavioral & Economic Sciences: 社会科学・行動科学・経済科学)

の研究課題の例をいくつか挙げます。例えば、「理工系の分野にお
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ける参画率や学位取得率の違いに影響を及ぼしている心理学的・社

会的な問題は何なのか」が挙げられます。心理学的なものや情報の

認知処理が、理工系のキャリアの選択に影響を与えているのかもし

れません。STEM というのは Science、Technology、Engineering、

Mathの略称です。基本的な質問に思えますが、女生徒に対する扱

いの違いが、女性が工学部の研究を続けていくかどうかに大きく影

響力しているかもしれません。50名いる工学部で女性が3名だけ

で教授は男性であるとき、その経験自体が、女学生が将来も工学部

でやっていく、良い成績をとる、あるいはキャリアを見付けていく

という決断にどう影響するのか見てきています。参画拡大の科学と

いうのは、こういった社会的、心理学的な側面を見ていく科学です。

他にもSBEには様々な研究課題があると思います。例えば「理工系

への参画を抑制する要因となる学習環境や職場文化の側面として、

どのようなものがあるか」。自分がこの分野で頑張って勉強してい

こうという気持ち、もしくは能力といった個人レベルの要素に、周

りの学習環境あるいは職場の文化がどのように影響するのかを見て

いきます。クラス、もしくは学部に女性が全然いなくて、女学生用

のトイレがないこともあると思います。小さなことだと思われるか

もしれませんが、そうではありません。自分たちのトイレがないよ

うな環境にいることが、本人のその後のパフォーマンスや決定にど

う影響するのかを見てきています。こういったことを、私たちは参

画拡大の科学(SBP：Science of Broadening Participation: 参画拡大

の科学)と呼び、長い間サポートしてきました。

「参画拡大の科学で何が得られるのか」。この研究を通じて、私たち

の直観とは違う事実が分かります。例えば、アメリカでも日本で

も自己主張する能力(アサーティブネス)に注目が集まっています。

女性が研究者としてやっていくのが難しいのは、十分に自己主張が

できないからだと一般に言われます。もっと交渉力があれば、キャ

リアを進め、男性と同じように成功に近づけるだろうといわれるの

ですが、カーネギーメロン大学のリンダ・バブコック先生がこの

10 ～ 15年間研究し、実証的な証拠を見たところ、女性のアサーティ

ブネスの低さ、あるいは交渉力の低さが問題ではないことが分かり
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ました。きちんと自己主張し、男性と同じように交渉できる女性は

あまり周りから好かれず、もしくは嫌われてしまい、男性に比べて

不利な状態になることが分かりました。

あるところまで来た女性はそのことを感じており、男性と同じよう

に行動したからといってうまくいくわけではないことを分かってい

るのです。コンサルティング会社は巨額のお金を使って、女性のア

サーティブネストレーニングを実施していますが、女性に交渉力が

ない、あるいはアサーティブネスがないというわけではないのです。

人事は良いことだと認識し、女性に対しアサーティブネストレーニ

ングをするのですが、本当はそうではないかもしれません。これは

科学的に参画拡大を研究することで、初めて分かってきたことです。

NSF で は 様 々 な 活 動 を 支 援 し て い ま す が、SBP(Science of 

Broadening Participation: 参画拡大の科学 ) を通じた研究が、科学

人材のダイバーシティを増やす方法を見出すために役立つことを

願っています。SBPは、社会科学に存在する研究に基づきますが、

教育分野の研究者も含まれているので、有益なコラボレーションが

自然に生まれる場だと思います。社会科学者は効果的にダイバーシ

ティを増やす方法を知っていますし、自然科学、工学の分野の人で、

自分の分野で創造的な参画拡大のプログラムを作っている人が米国

にもたくさんいます。例えば、研究者が女学生あるいはマイノリティ

の人たちに科学のキャリアに触れる夏のセミナーやトレーニングプ

ログラムを組むことがあります。ただ、何がうまくいくかという実

証的なデータなしにプログラムが作られているところがあります。

そこで、SBPによってダイバーシティを増やす方法を知る社会科学

者が、サマープログラムを作る理工学の先生たちに実証的なデータ

を提供することで効果を挙げることができます。

最後に、「参画拡大の科学によって何ができるか」考えてみましょう。

全てのレベル、つまり、個人レベル、集団レベル、社会レベルで行

動を分析して得られる情報をつかい、私たちは効果的にダイバーシ

ティを増やす方法やSTEM(理工系の分野)における参画の拡大する

必要性の根拠を得ることができると思います。

NSFでは、このような形で参画拡大の科学を支援しています。ファ



第１部　基調講演 017

ンディング ( 助成金 ) も存在し、研究を募集する方法の DCL(Dear 

Colleague Letter)というファンディングも存在します。私たちが財

団としてサポートしたいと思っている研究分野を研究者に示して、

公募する方法です。SBP(Science of Broadening Participation: 参画

拡大の科学)にも一連の助成金が出ています。

研究の結果が、予想とは違うことがあります。良い意図で、良い方

法だと信じて様々なプログラムが行われていますが、やるだけでは

なく、実証的なエビデンスが重要です。時間、資金、人々の努力を

効果的に使うためには、実証的なエビデンスが必要で、参画拡大の

科学がそれを提供します。私たちの直感とは違う例が、ダイバーシ

ティのトレーニングです。ダイバーシティトレーニングはいろいろ

なところで行われていますが、トレーニングだけでは職場のダイ

バーシティを増やせないと研究により証明されました。効果を出す

には、トレーニングだけでなく長期的にコミットメントする経営者

あるいはメンターが職場にいるという要素が必要です。科学するこ

とによって、ダイバーシティを効果的に増加させる方法が何なのか

分かってきます。

12 最後に、図 12 は中央の SBP(Science of Broadening Participation: 

参画拡大の科学)が財団の中でどのように捉えられているか示して

います。様々な局からの資金サポートによって、ユニークなエビデ

ンスを提供しています。皆さん、ご清聴いただきまして本当にあり

がとうございました。                                                                                     

（フロア1）ありがとうございます。全体的に興味深いお話でした。

多様性のトレーニング、自己主張のトレーニングはうまくいかない

という話があって面白かったのですが、実際にうまくいったものは

何か教えてほしいと思います。

（クレッグヘンダーソン）もちろん多様性のプログラムもうまくい

くのですが、条件があります。組織のトップがやっている場合、そ

れを最後までやり遂げる任務を得ている人が行う場合、組織の中で

十分に高い地位にある人がやっている場合、メンターがいる場合は

うまくいくだろうと思われます。ですから、継続的なメンタリング
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のブログラムが必要です。これら全ての条件が整って、初めてうま

くいきます。例えばある日の午後に2時間やって終わりという形で

はうまくいかないということです。

（フロア 2）非常に興味深いお話をありがとうございます。米国で

は女性あるいはコラボレーションのための特別な資金源が確保され

ているのでしょうか。

（クレッグヘンダーソン）はい、一種のメカニズムのようなものが

あります。NSF のフォーカスは、女性の参画を刺激するというも

のです。ADVANCE プログラムというものがよく知られています。

ADVANCE というのは略称です。その目的は、制度を変えていき、

それを通じて女性の参画を特定の分野で拡大して、女性がテニュア

を得て大学で教えられるようになることです。

（フロア2）日本では女性がなかなか資金を得るのは非常に難しい

です。女性のための特別な資金があれば、キャリアを進めていくた

めに非常に役に立つのにと思ったので、この質問をさせていただき

ました。
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“Broadening Participation of Women - 
Economic Analyses”

大野由夏
北海道大学大学院経済学研究科教授

上昇するという研究があります。十分に活用され

ていない土地や資源を見つけた場合、通常企業は

「絶好のチャンス」と捉えるわけですが、女性も

十分に活用されていない資源なのです。その様な

資源を有効利用するノウハウを持っている企業は

多大な恩恵を被るわけです。

女性の就労を個人レベルで考えますと、日本に

おいては成人の平均給与が 400 万円程です。多

少控えめに、40年間仕事をすると仮定したとき、

生涯年収は1億6000万円です。大学を卒業した

若い女性が働くかどうかの決断をするとき、それ

は 1 億 6000 万円の決断ということになります。

実際には男女給与格差が有るわけですが、女性が

STEM(理工学系)系の給料の高い仕事についた場

合更に大きな額になるわけです。

これらは非常にざっくりとした数字ですが、全て

のレベルで大きな便益をもたらすわけですから、

このチャンスを活用しない手はありません。では、

どうしたら良いのでしょうか？ 

まず留意しなければならないのは、企業や大学で

の「システムを平等」にしただけでは不十分だと

いうことです。キャリアに関わる選択の意思決定

をするのは社会人ではなく、小中学生の頃、特に

思春期前に方向性がある程度決まると言われてい

ます。当然のことながら、企業の就労規則や昇進

システム等を知っているわけではありませんから

周りで男の人と女の人が何をしているかを見て、

自分の将来をイメージするわけです。次の例を考

えてみてください、男女差別がまるっきり無いと

します。偶然女性が多いA と偶然男性ばかりのB

素晴らしい会議にお招きいただき光栄に思ってお

ります。ありがとうございます。

今日は男女平等というのはチャンスだという話を

したいと思います。まず、マクロ的な視点から見

ますと、グローバルには男女平等が達成されると

10年で28兆ドルの経済成長が見込めるそうです。

28兆ドルはアメリカと中国のGDPを合わせた額

に匹敵します。私たちは毎年、米中のGDPを失っ

ているのです。日本では、男女が平等であれば

GDP は 13％成長します。2 桁成長ですから、バ

ブル経済の再来ですね。これは財政赤字の2倍に

相当する巨大な数値です。政府赤字は10年もす

れば充分解消できるわけです。これは平等な就労

環境を整えた場合の数字で、女性に無理やり就労

させる数字ではありません。

では企業は男女平等で得をするのでしょうか？ 

色々な産業がありますので、一概には言えないの

ですが、一般的には企業における男女平等度が高

い方が企業の収益が高いとされています。例えば

英国では、シニアエグゼクティブの女性が10％

増えると、EBIT（利払前・税引前利益）が3.5％
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学生のSTEMの成績が悪くなるという効果です。 

一方、Active effectというのは、差別する気はま

るっきり無いにもかかわらず、相手のジェンダー

に対してバイアスがかかってしまうことです。履

歴書・研究費の応募資料・宿題等において、記載

されている名前が女性か男性かの違いだけで評価

が変わってしまうことが実験で度々確認されてい

ます。例えシステムは平等でも、教育のみならず

昇進や研究費など、客観的な評価が困難な場合に

は常にActive effectの危険性があります。困った

ことに、男性が女性を低く評価するだけでなく女

性も女性を低く評価する傾向があるので、審査員

のジェンダーバランスをとることでは解決できま

せん。しっかりとデータを収集し、「結果」のジェ

ンダーバランスを取るしか方法がありません。

この「結果」のジェンダーバランスが Passive 

effectを減らすことにも繋がるわけです。

別の研究では、メンタリングに効果があることも

実験でわかってきています。アメリカで行われた

若手経済学者を対象にした実験では、通常の１対

１のメンタリングでは無く、グループで行うメン

タリングイベントがキャリア発展に短中期的に非

常に効果があるという結果が出ました。最近の研

究ですので長期的な効果はまだ解らないのですが

という企業・産業・分野が有った場合、内情をよ

く知らない若い女性がどちらを選ぶでしょうか？

当然Aです。差別がある「かも」しれないからです。

男性は C という女性が 98％の会社を想像してみ

てください。パーセプションやイメージが非常に

重要なのです。女性が STEM(B) を避けてしまう

理由は、一つにはこの知覚的な「パーセプション

の男女不平等」が原因です。

つまり、この莫大なチャンスを物にするには、ま

ずシステムを平等にしなければならないのは当然

なのですが、システムとして男女平等であるとい

うことを「見える化」する必要があるのです。そ

の上で「パーセプションの男女不平等」を消す必

要があります。印象と言うのは個人差が有ります

し子育てや家族の状況など環境も異なり、不平等

の原因は思わぬところに潜んでいる可能性があり

ます。平等にしている「つもり」では平等にはな

らないのです。企業や大学のみならず国や自治体

レベルで詳細なデータを収集し、科学的に分析・

モニターすることが重要です。日本ではデータ収

集が不十分で、これまでしっかりした研究はあま

りされていませんが、経済学の研究結果を少しご

紹介します。 

まず、教育に於いて教師のジェンダーの影響が大

きいという研究結果が多数あります。 教師のジェ

ンダーの影響はPassive effectとActive effectの２

つがあります。Passive effect は、教師は何も行

動を起こさない場合です。教師が自然とロールモ

デルになっていたり、教師の性別からなんとなく

「女性は STEM が苦手」という先入観を持ち、そ

の結果試験に自分の性別を書かせるだけで、女子
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日本でも J-WEN という組織を作り、同じような

メンタリングのプログラムを実施しています。日

本にはメンタリングの伝統がありませんので、ま

ずメンター ( シニア ) 側のトレーニングが第一歩

でした。メンタリングイベントは1年に1 ～ 2回

行っているのですが、若手側からはやる気が出て

くるという嬉しいコメントが出ています。面白い

のは、縦横両方向のネットワーク出来つつあり、

特にメンター側のネットワークが非常に密接なも

のになっているので、短期的にはメンターの方が

恩恵を被っているかもしれないところです。メン

ター側も非常に学ぶところが多いイベントです。

男女平等は、倫理的な理由からのみ行う事ではあ

りません。これは大きなチャンス、機会です。ま

だ活用されていない資源がこの国に眠っていると

いうことです。今、経済的な停滞の時期にあり、

高齢化・人口減少の中で手を打たなければいけな

い状況ですが、そこで男女平等参画に取り組むこ

とは、個人にとっても、国にとっても、又、企業

や大学にとっても大きなプラスになります。

企業・組織レベル、国レベルでもまだまだ分かっ

ていないことが多いので、科学的な研究が非常

に重要ですが、 今日の話を通じて皆さんが何かを

やっていこうという気持ちになっていただくこと

を願っています。ありがとうございました（拍手）。

　

“Unwillingness Employment Status and 
Health among Highly Educated Women”

錦谷まりこ
九州大学持続可能な社会のための決断科学セン
ター准教授

こんにちは。九州大学の錦谷です。今日、このよ

うな会をご用意してくださいました各先生方に、

この場でお礼を申し上げます。私は公衆衛生学の

労働衛生分野を専門としているので、最近の動向

を踏まえて、研究の一部を紹介したいと思ってお

ります。

本来、労働衛生の研究対象というのは、職場にお

ける人々の健康です。最近の日本における労働衛

生上のトピックとしてメンタルヘルスの研究があ

りますが、メンタルヘルスなどの健康問題はその

職場の中だけで起こる問題ではなく、その職場を

条件付ける制度や社会の状態などが影響します。

例えば、非正規雇用者というのは、正規雇用者に

比べて健康状態が劣るといわれています。フルタ

イムで働けないような心身の状態、それから仕事

だけに専念できないような生活背景があって疲弊

しているなど、そういうことを考えれば、非正規

雇用である人々の集団を見たときに、フルタイム

で朝から晩まで働き続けることのできる正規雇用

者と比べて健康状態が劣るというのは、簡単に想

像できることかと思います。
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保障の恩恵を受けることができるわけです。それ

から、税制面でも配偶者控除などの対象となって

税金が安くなります。そのような世帯に属した上

で非正規雇用で就業していれば、社会からの恩恵

を受けることができて、自分は社会から守られて

いるという精神的な安定もあり、健康状態も悪く

ならない。ただし、未婚であれば、そのような恩

恵は一切受けられません。女性であっても、女性

特有の恩恵を受けないような立場の人に注目して

研究をしてみようというのが本研究の背景となり

ます。すなわち、女性であっても男性と同じよう

な形で働く方、専門職である女性が非正規雇用の

場合、どのような健康状態になるのかが、今日ご

紹介する研究上のリサーチ目的になります。

東京にある某国立大学の同窓会組織の協力を得て

就業と健康に関する調査を行いました。首都圏に

ある国立大学には、全国から似たようなバックグ

ラウンドを持った学生が集まります。卒業生のう

ち1515人、15％ぐらいから調査に協力してもい

いという回答を得て、調査を実施しました。男女

雇用機会均等法が施行された1986年の3月以降

に大学を卒業した卒業生で、かつ、現在就労して

いる人です。現在就労しており、かつ、労働時間

ただ、縦断研究という形で時系列を追ってみると、

雇用形態を変えることによって健康状態が変化す

るといった研究も行われています。また、働くと

いうことがそもそも経済的に自立しているとか、

社会に参加している、人のために役に立っている

といった自己効力感を高めることで、より健康に

なるということもあります。これは専門用語では

労働者健康効果(Healthy worker effect)といわれ、

この労働衛生の場では常識とされています。

日本において、男性の正規雇用者と非正規雇用者

を比較すると、もちろん非正規雇用者の方が、健

康状態が悪いということがはっきり示されます。

ただ、他の国であれば、非正規雇用の女性はもち

ろん、むしろ就業していない女性こそ健康状態が

悪いというレッテルを貼られているのですが、日

本においては必ずしもそういわれていません。こ

れまでの研究で、日本では就業せず家族や子供の

世話などをしている専業主婦の方が就業者より健

康状態は良好だということが示されています。非

正規雇用は正規雇用と非就業の間の存在だと思い

ますが、今日、日本では非正規雇用の7割が女性

であり、私の研究対象が非正規雇用者のため、本

邦の女性の労働と健康についても研究を進めてい

ます。また、非正規雇用でかつ独身であると、つ

まり配偶者がいないと、男性と同じようなパター

ンを示して、非正規雇用の女性の健康状態が悪い

ということが示されます。社会疫学から推察され

るのは、そのような社会の制度であったり身分で

あったりするものが影響して、労働者の健康を損

なっているのではないかと考えられるわけです。

先程言いました専業主婦の方がより健康状態が良

いというのは、配偶者の夫が雇用者であれば社会
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で働きたくないという意思がある場合）は、非正

規雇用の方が常に高く、このギャップは事務従事

者では小さく、専門技術職、教員など専門性が高

くなると開くという関係が見られます。

それから、大学教員だけなのですが、健康不安を

感じる非正規雇用者の割合が非常に高いです。健

康不安に関して、非正規雇用であることと不本意

就労（不本意雇用）であることの二つの要因が

どの程度健康不安に関するリスクを高めるかを、

オッズ比で示してみました。その結果、専門的な

職業に就いていると、不本意雇用である、こんな

雇用形態は嫌だったということが健康不安を2.3

倍高めるという結果が示されます。

非正規雇用だからこそ健康不安が高まるという単

純な関連性は、残念ながら専門的職業全体では示

されませんでしたが、中から大学教員の職業だけ

を抽出すると、いわゆる大学で非常勤講師をずっ

とやっているような方は、やはり非正規雇用であ

るがゆえに健康不安が強く高まるという結果が出

ました。

今回のように職業を限定して見ると、専門的な職

業に就いた場合、非正規雇用もしくは不本意就労

が強く健康に影響して健康不安を高め、そのうち

メンタルヘルスを中心に実際に健康状態を悪化さ

せることが予想されます。

結論ですが、職種を考慮しない女性雇用者全体に

おいては、非正規雇用もしくは不本意就労の健康

影響は顕著に示されません。ただ、教職などの専

門性が高い業務においては、雇用形態や就労形態

が週当たり20時間以上である女性894人を抽出

して解析を行いました。

方法としては、正規雇用者と非正規雇用者の二グ

ループへと分けて、生活習慣や健康不安等の健康

指標を単純比較しました。その後、対象集団の職

種として人数の多かった事務に従事する人、専門

技術的職業に就いている人（大学教員などの専門

性を持った人たちも含む）のグループを抽出して、

比較を行いました。最終的には、健康に関連する

要因に関して、職業グループごとに正規と非正規

に分けて、健康に影響する要因がどのぐらい利い

ているかということを検討しました。

分析から、非正規雇用の方は年に1度の健康診断

を受けていない人の割合が有意に高いと分かりま

した。また、職域で健康診断を年に1回受ける権

利があることを知らない人の割合が有意に高いと

いうことが示されました。一方で、毎朝きちんと

した食事を取っている人の割合が高いのです。ま

た睡眠が満足であるという人の割合も高いことも

示され、一概に非正規雇用であるからといって健

康状態が悪いわけではないことが分かります。こ

のあたりが女性の非正規雇用者を集めて健康かど

うかを見たときに、案外健康状態は悪くないとい

う結果につながるのだと思います。

職業グループごとに労働条件や働き方を見ると、

概して労働時間は非正規雇用の人が短いという結

果ですが、大学教員に関しては統計的な有意差が

ありませんでした。やはり非正規雇用であっても、

大学の先生というのはよく働いていることが分か

ります。また、不本意就労（本当はこのような形
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への不満が健康不安に強く影響することが示唆さ

れます。つまり、どのような職業に就くか、もし

くはどのような雇用形態で働くかということが、

働く女性にとって、特に健康面から重要なポイン

トではないかと考えられます。特に業務上の責任

が求められるような専門性の高い職業に就く女性

に関しては、非正規雇用の健康リスクが高く示さ

れるので、注意が必要です。

安倍政権が女性の労働力を求めて「みんなどんど

ん働いてください」と推進していますが、どのよ

うな職業に就くか、どのような待遇で働くかとい

うことについても十分に目を向けなければならず

ただ働けばいいという問題ではないと言えるで

しょう。これは特に健康関連の研究をしている公

衆衛生の研究者からの意見として申し上げたいと

思います。

以上です。ありがとうございました（拍手）。
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1.“On the Convergence in Female 
Participation Rates”

して説明させていただきます。日本におけ

る男女平等を統計から見ると、例えば研究

者における女性の割合は他の国と比べて大

変低いことが分かります。地域差も大きい

ということを、今日はお話ししたいと思い

ます。日本の中でも地域差があるというこ

とが一つです。

もう一つは、このような地域差は時間とともに収

束してきたという話です。収束していく理由の多

くが高学歴化と人口動態の変化によるものです。

つまり、女性の教育水準が高まっていることや配

偶関係の構成が変わってきたことが原因です。

まず、地域差を把握しやすいように、日本の47

都道府県を、①東京、②東京近郊・愛知・関西（京

都・大阪・兵庫）、③日本海側の地域、④女性就

業率が高い地域（3大都市圏を含む都府県以外で

1975年の女性就業率が高い）、⑤女性就業率が

低い地域（3大都市圏を含む都府県以外で1975

第 2部　パネルディスカッション

司会

青木玲子　九州大学理事・副学長、男女共同参画推進室長

パネリスト

ケリー・クレッグヘンダーソン　アメリカ国立科学財団社会科学・行動科学・経済学局副局長

大野由夏　北海道大学大学院経済学研究科教授

錦谷まりこ　九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授

安部由起子　北海道大学大公共政策大学院教授

山下亜紀子　九州大学大学院人間環境学研究院准教授

安部由起子
北海道大学公共政策大学院教授

（青木）こんにちは。ご紹介にあずかりました青

木です。よろしくお願いいたします。パネルディ

スカッションに入る前に、もうお二方から短いプ

レゼンをお願いしたいと思います。まず、北海道

大学公共政策大学院教授の安部由起子先生、よろ

しくお願いします。

皆さん、こんにちは。安部と申します。今

日は、私の現在進行中の研究について、未

公刊論文に基づき、進行中の研究の暫定的

な結果を紹介する目的で、その概要を要約



026 第２部　パネルディスカッション

2. “Mothers of Children with Disabilities 
and Care for Such Mothers”

方で未婚者が増えています。

なぜ地域差が縮小したのかというと、特に若い年

齢層の 25 ～ 39 歳の人たちについては、基本的

に人口構成の変化によるものと考えられます。都

市部では未婚と既婚の差が大きいのです。正規雇

用で働いている雇用者が結婚によって大きく減り

ます。未婚者の割合が上がると、結果として、女

性全体の参加率が上がります。地方と比べて都市

部の方が未婚者と既婚者ギャップが大きいので、

都市部ほど未婚者が増えて全体の就業率が上がる

影響が大きく出ます。この構成変化の結果、時間

とともに地域差が縮小した部分が大きいのです。

私の報告は以上で終わらせていただきます。ご清

聴ありがとうございました（拍手）。

（青木）安部先生、ありがとうございます。時間

の関係がありますので、次に参ります。次のスピー

カーは、九州大学院人間環境学研究院准教授の山

下亜紀子先生です。よろしくお願いします。

皆さん、こんにちは。九州大学人間環境学研究院

の山下と申します。今日はパネリストとして参加

させていただくのですが、自分の研究も少し紹介

してくださいということですので、お話しさせて

年の女性就業率が低い地域。福岡や北海道などは

ここに含まれます）の5地域に分けました。

この5地域では、25 ～ 54歳の女性の就業率は各

地域でかなり違います。日本海側地域と東京では

1930 年代にはとても大きな差がありましたが、

時系列で見るとその数値は、だんだん近づいてき

ています。このように地域差がだんだんと縮小し

ています。

実は地域差は非正規雇用と正規雇用で異なってい

ます。次に、教育水準（大卒以上か、高卒または

短大卒か）と配偶関係別（有配偶か、そうでないか）

に 1982 年から 2012 年まで見てみました。先ほ

どと期間が異なっているのは利用できるデータに

制約があるからです。高卒または短大卒で独身、

高卒または短大卒で配偶者あり、大卒で独身、大

卒で配偶者ありの属性で分けて見てみました。正

規雇用で働いている人の数を全人口で割った数値

を地域間で比較すると。25 ～ 54 歳の女性を対

象とした場合、この地域差は独身よりも配偶者が

いる場合の方が大きくなります。

さらに年齢を分けてみると、若干の収束は見られ

ますが、既婚女性の場合は時間とともに地域差が

安定しています。全体を集計すると収束している

のに、学歴と配偶関係別にみると収束はしていな

いわけです。何が起こっているのかというと、学

歴と配偶関係の構成比が劇的に変わってきている

のです。25 ～ 39 歳の年齢群における、大学未

満で未婚、大卒未満で既婚、大卒で未婚、大卒で

既婚の構成比率を 1982 年と 2012 年の状態を比

較した場合、大卒の比率が大きく増えており、一

山下亜紀子
九州大学大学院人間環境学研究院准教授
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2. “Mothers of Children with Disabilities 
and Care for Such Mothers”

り、一方で未婚者が増えています。
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安定しています。全体を集計すると収束している

のに、学歴と配偶関係別にみると収束はしていな
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お母さま方の生活は子どもの障害に伴って非常に

混乱していく過程があります。同時に、障害児へ

の対応が分からずに、いろいろ試行錯誤しながら

育児をしていきます。専門家や周囲との関係性に

支援を求めるのですが、専門家からも周りの人た

ちからも思うような支援は得られずに、むしろ冷

たい視線を受けたり、あるいは思うように支援を

得られずに非常に孤立していったりするという状

況があります。また、お母さま方自身にも、仕事

を辞めなければいけなかったり、健康上の問題が

あったり、非常にいろいろなことが生じます。子

どもの問題については非常に動くのですが、母親

自身の問題についてはほったらかしで動かないま

まで、これもお母さま方の孤立感のようなものに

つながっているのではないかと分析しました。

生活困難分析から得られた知見を簡単にまとめて

みると、子どもを育てる上での支援を求めて一生

懸命になるのですが、思うような支援を得ること

ができないということが1点目の問題です。

次に、母親のソーシャルサポートについて分析し

た結果では、サポートしてくれる人の種類が少な

いということがあります。育児一般に関しては、

父親や友達、近所の人など、17 種類ぐらいのサ

ポート源が設定されるのですが、今回の研究では

13種類しかありませんでした。また、サポート

してくれる種類ですが、子どものお迎えに行って

くれるなど、実際に育児を手伝ってくれるものは

あまりなく、情緒的なサポートに非常に制限され

ていました。母親が非常に極度に孤立している状

況が見えてくるのではないかと思います。

いただきます。

私の専門は社会学ですが、これまでの研究では介

護や育児といったケアの問題、それからそうした

ケアを地域でどうやって支えていったらいいのか

ということに取り組んできました。今日は障害児

のケアや育児について、少しお話しさせていただ

きたいと思います。

育児支援研究を続ける中で、育児の社会化から取

り残されている家族がいるのではないかというこ

とに気付きました。それは、障害児や病児の家族

です。先ほどもお話が出ましたが、非常に伝統的

な性別による役割分業が残っているような形で育

児が行われていることに気付きました。

障害児の家族に対する社会的支援について少し研

究的に調べたのですが、公私ともに支援はないこ

とが分かりました。それどころか、家族は障害児

の福祉を達成するための構成要素といわれている

のですが、むしろ障害児のウェル・ビーイングを

達成する教育やケアをすることを求められてきた

という指摘もあります。

この5 ～ 6年間、ずっと発達障害児のお母さまの

インタビュー調査をしています。今日の報告では

時間がないので結論だけなのですが、どんな生活

困難をお母様方が抱えておられるかということ、

それからソーシャルサポートについて分析した結

果をお示ししたいと思います。

生活困難について分析した結果から得られた、最

終的な概念モデルです。障害児になった時点で、
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障害児の家族に対する社会的支援について少し研
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のではないかと思っています。大野先生がおっ

しゃっていたようなパーセプションの問題や、安

部先生がおっしゃっていたような配偶者がいる方

に非常にばらつきがあることなど関連性があるの

で、ジェンダー規範やそのような家族の問題をき

ちんと同時に考えていく必要があるのではないか

と考えます。以上で私の報告を終わらせていただ

きます。ありがとうございました（拍手）。

3.	パネルディスカッション

（青木）山下先生ありがとうございました。今日

はいろいろな研究をしていらっしゃる先生方から

ジェンダーと Broadening participation について

コメントを頂きました。そこで伺いたいのですが、

How can you hold discipline contribute? い ろ い

ろな分野の先生に参加していただいたのですが、

それぞれの分野が Broadening participation とい

う課題に対して研究面からどのように貢献をする

ことができるとお考えですかという質問を、まず

ポーズしたいと思います。ケリーさん、お願いし

ます。

一方でケアラー支援が非常に進んでいる国もある

ことを知りました。オーストラリアやイギリスは

ケアラー支援が進んでいるといわれていますが、

ケアラーを前提としたケアの在り方から脱しなく

ては、問題の解決は難しいのではないかと思って

います。

まとめですが、私が調査させていただいているお

母さま方は社会的支援が非常に欠落した状況に置

かれています。なぜこのような欠落が起こるのか

というと、やはり障害児のウェル・ビーイングを

達成するための社会的な圧力があること、また、

やはり障害児の家族となった時点でジェンダー役

割が求められるものが非常に強くなってくる、ケ

ア責任が非常に強くなってくることがあるかと思

います。

このような状況の打開へ向けては、やはりケア

ラーを支援していくような議論を展開していくこ

とが大事であろうと思っています。最近のフェミ

ニズム、家族を対象とする倫理学、法学、あるい

は社会学の領域では、ケアの関係性をきちんと社

会的に支えていくべきなのだという議論が出てい

ます。一番ラディカルな議論だと、家族の単位と

しては婚姻関係が単位になっているのですが、婚

姻制度をやめて、ケアの関係を家族の基本にし

て、そこを支援すべきだという議論も出てきてい

ます。

今日のお話との関連で言うと、公的領域での平等

が常に話題になって、そちらが先行してきたと考

えます。しかし、やはり私的な領域とリンクさせ

て考えないと、本当の女性の参画・平等は難しい
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（青木）ありがとうございます。次の質問をして

よろしいでしょうか。参画拡大について研究をす

ることは、あなた自身のキャリアにどのような利

益をもたらしたでしょうか。

（大野）研究そのものではないのですが、J-WEN

というネットワークをつくりました。そのような

活動をすることによって、いろいろなベネフィッ

トがあったと感じます。まずわれわれは教員です

ので、大学院生や学部生に教える立場にあります。

卒論の指導や博士論文の指導など、学生を指導す

る立場にあるわけです。ところが、メンタリング

はもう少し成長した、分野が多少違った、もう少

し多角的な人が対象で、そういう人たちをいろい

ろな形でサポートしていくことによって、微々た

るものかもしれないのですが、教育者としての成

長があり、かなり勉強になったと思います。

もう一つ重要なのが、実は経済学者の中でも分野

がいろいろあって、研究の話になるとどうしても

自分の非常に細かい分野に集中しがちなのです。

しかし、女性経済学者を支援するという立場に

立って、女性経済学者という切り口でいくと、経

済学の中のいろいろな分野の人と知り合うことに

なります。女性経済学者のネットワークが横方向

に非常に動くので、縦横になってネットワークの

質と厚みが非常に広がったと思います。最終的に

は男性の経済学者ともいろいろコミュニケーショ

ンを取ることになって、非常に有名な経済学者を

紹介していただいて共著関係ができたり、多少分

野の違う人と共著しはじめたり、個人的なレベル

ですが、研究の方にまでプラスになりました。ど

の仕事をしていても、ネットワークがなくてもで

きる仕事というのはないので、プラスアルファの、

（クレッグヘンダーソン）私のバックグラウンド

は社会心理学です。ですから私が今日話した内容

は参画拡大のための研究なのですが、社会心理学、

社会学、心理学、経済学からの貢献が大きいです。

拡大のための科学というのは、こういった分野に

多く依存しています。それから、このような問題

についてアクセスやチャンスについて議論すると

きに、このような分野を目指そうとしている人た

ちに対する心理学的研究を、いろいろな社会科学

の分野がうまくマッチするところではないかと思

います。このような研究成果、知見を実際に結び

付けることは容易であり、また、それによって参

画拡大につなげることができると思います。

（ 青 木 ） 公 衆 衛 生 と い う 学 問 が 参 画 拡 大

(Broadening participation)に対して何か分析や提

案など、先生の今日の研究はまさにその方向が

あったと思うのですが。

（錦谷）例えば労働衛生の現場で言うと、働く場

に女性が増えてくることによって、職場環境が改

善されたり、労働条件がより良くなったりと、女

性が働きやすいというのは、結局、男性にとって

も働きやすいということにつながります。ですか

ら働きやすさや労働環境の良さというのが、結局、

公衆衛生で言うと、健康状態が良いとか、良い健

康状態で働けるといったことがアウトカムになっ

てくるのですが、そのような研究が進めば、職場

だけではなく、社会全体の男女共同参画が進む一

つのエビデンスになるのではないかと考えており

ます。
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(Broadening participation)に対して何か分析や提

案など、先生の今日の研究はまさにその方向が

あったと思うのですが。

（錦谷）例えば労働衛生の現場で言うと、働く場

に女性が増えてくることによって、職場環境が改

善されたり、労働条件がより良くなったりと、女

性が働きやすいというのは、結局、男性にとって

も働きやすいということにつながります。ですか

ら働きやすさや労働環境の良さというのが、結局、

公衆衛生で言うと、健康状態が良いとか、良い健

康状態で働けるといったことがアウトカムになっ

てくるのですが、そのような研究が進めば、職場

だけではなく、社会全体の男女共同参画が進む一

つのエビデンスになるのではないかと考えており

ます。
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しかも非常に質の高いネットワークができたとい

うのは、キャリア的にものすごくプラスだったと

思います。

（ 青 木 ） 私 も 同 感 で す。 個 人 的 に で す が、 そ

う だ と 思 い ま す。 他 に パ ネ リ ス ト の 先 生 で、

Broadening participationがプラスになったとか、

このように活用したということはありましたか。

山下先生。

（山下）教育面で私自身の経験や研究が非常に役

に立っているという実感が、最近、この研究をす

るようになってからあります。学生さんはやはり

教育の場ではまだそれほど不平等感を感じていな

いと思うのですが、いざ社会に出てたくさんのケ

ア役割とぶつかる中で、いろいろな不平等感を感

じていったり、選択を迫られたりすることがある

と思います。しかし、そのようなことがあまり目

に見えていない状況があって、私自身も病気の子

どもを持った母親の経験や、シングルマザーとし

て社会から逸脱していった経験などがあります。

そういった女性特有の役割の経験が、研究と言っ

ていいか分からないのですが、キャリアに非常に

役立っているというか、少しかも知れませんが、

学生さんにインパクトを与えられているような気

がします。

（フロア 3）今日はいろいろと興味関心のあるお

話をありがとうございました。先ほど錦谷先生の

お話にもありましたように、非正規の女性で配偶

者がいれば健康状態はまあまあだけれども、配偶

者のいない非正規雇用は、非常に不安を抱えてい

ます。中でも最近は女性の貧困ということがいわ

れており、35歳以上、40代でシングルのまま非

正規である方が増えているのではないかというこ

とで、その実態調査をさせていただきました。そ

うすると、メンタルの問題を抱えている方が非常

に多いのです。ですから、メンタルの部分での質

問の項目があるのか、それから先ほど出てきた

データでは非正規と正規だけでしたが、年齢階層

別のデータもあるのかということをお伺いしたい

と思います。以上です。

（錦谷）ご質問にあった、非正規雇用の女性に貧

困問題が起きつつあり、重要な問題だと思ってい

ます。ただ、問題がありまして非正規雇用の女性

を調査したいと思っても、なかなか調査対象にな

らないのです。なぜかというと、例えば非正規雇

用でも労働時間が短い人は健康診断の対象になら

ないので、そのような人にどう声を掛けて集めれ

ばいいか分かりません。それで、先ほど申し上げ

たように、大学の同窓会組織を通じて聞いたりし

ています。K-6など、メンタルの状態を測る質問

票には確立されたものがあるので、やればよかっ

たのですが、残念ながらこの研究ではやっていま

せん。

それから、年齢階層別のデータというと、健康状

態は年齢とともに衰えるので、当然、年齢のデー
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タを用いてトランジション的なことを見ているの

ですが、違うパネルデータで必ずしも同じようで

はなかったりして、難しい問題があります。概念

的に難しいわけではないのですが、日本のデータ

の場合、パネルデータでは、クロスセクションで

得られるような信頼度の高さが望めない側面があ

るのではないかと、個人的には考えております。

（青木）では、逆に錦谷先生がやっていらっしゃ

るような研究のためにデータを大規模に集めると

いうのは、これから非常に大事だということです

よね。

（錦谷）そうですね。私たちは健康アウトカムを

見たいのですが、非正規雇用の経済状態など、そ

れぞれの先生の関心があると思うのです。非正規

雇用が増えてきて、最近、そこにまつわる貧困の

問題などがクローズアップされたので、国の基幹

統計の一部でも、昔は就業形態が結構ずさんに聞

かれていたのが、2000年ぐらいからいわゆる非

正規雇用だと判断できるような就業形態・雇用形

態の聞き方をするようになっています。

（青木）本当は過去にさかのぼった情報も欲し

いということですね。年金情報を使って集めて

いるデータもあるみたいです。また、私が言わ

んとしたことは、できたら女性の Broadening 

participationとして分野を越えて大型科研か何か

に応募して、データを集めるのもいいかなと言お

うと思ったのですが、ご検討ください。同じ福岡

ですから。他に何か質問はございますか。

タは取ってあります。ただ、今持っているデータ

ではそういう分析はしていません

（青木） ありがとうございます。私はこういうデー

タは専門外なので、安部先生がお詳しいと思いま

すが、最近、ロンジチュージナルスタディが慶應

大学などで行われています。そういうものには、

正規雇用と非正規雇用を分けた情報などはないの

でしょうか。一つ気になるのは、Self-selectionが

かかっていることです。女性で好んで非正規雇用

になっている人と嫌々非正規雇用になっている人

がいて、それをパネルデータならピックアップで

きるのではないかと思います。最近、一部の経済

の先生が頑張って集めていデータのなかに、その

ようなことが分かるデータというのは、ないので

すか。

（安部）データは集まっているとは思うのですが、

ただ、非正規雇用ということで言うと、大卒の女

性が非正規雇用であることは大卒でない女性に比

べると少ないということがあります。もっともそ

れでも最近は増えていますが。

また、ロンジチュージナルデータについては、確

かに集められているのですが、パネルデータは、

何年も毎年やるわけですから、自ずとサンプルの

数が限られてきます。そこで本当にトランジショ

ンまで見られるのかというと、どうなのだろうな

というところはあります。当然、パネルデータで

そういう情報も集めています。私自身、パネルデー
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のメンターでもいいかもしれません。メンターと

して、あなたをいろいろなことで助けてくれる可

能性もあります。ですから、できるだけ広く探す

ことが重要だと思います。

北海道大学では、まだ取り組みはじめたばかりな

のですが、ハッピーアワーセッションというラン

チの機会を設けて、分野を問わず女性研究者が集

まれるようにし、そこでお互いを知り合うチャン

スをつくるということを、今から始めていこうと

思っています。皆さん忙しいですから、うまくい

くかどうか分かりませんが、何とかやり方を探し

ていきたいと思います。できるだけたくさんの方

を、自分の分野の外も含めて探してみてください。

また、男性がメンターでも構いません。女性でな

ければならないということもありません。

（安部）もう一つ将来のことを考えてできそうな

ことは、具体的な分野のことは分かりませんが、

経済学の分野ではアメリカやヨーロッパの方がよ

り多くの女性がキャリアを達成しています。キャ

リアと家庭を両立している研究者も多いようにみ

えます。海外にメンターを求めるというのは、昔

より今の方がやりやすくなっていると思います。

先ほど由夏先生もおっしゃったのですが、海外の

女性の研究者にメンターになってもらうのもいい

と思います。経済学の分野では、短期であれば日

本へ来たいという女性研究者がたくさんいるの

で、そのような機会を捉えて知り合いになり、後

でEメールを送って関係を続けていくということ

ができると思います。場合によっては、そこでメ

ンターとメンティーの関係が生まれてくると思い

ますので、これも一つの方法としてうまくいくか

しれません。

（フロア4）お話を頂き、ありがとうございます。

ポスドクとして、微生物学、エコロジーの分野で

研究をしています。私たちの学問分野では女性の

割合が非常に低いです。女性研究者のネットワー

クを学会の中でつくりました。皆さんご存じだと

思いますが、良いメンターを見つけることは重要

です。ところが、実際はなかなか難しいのです。

良いメンターを求めているのですが、サイエン

ティストを対象とした分野で、どうすれば良いメ

ンターのトレーニングができるのでしょうか。

( 大野）非常に難しい問い掛けだと思います。女

性がたくさんいれば、メンターになる人もたくさ

んいると思います。そして、メンターには相性が

あります。パーソナリティの問題があります。研

究者として優れているからといって、必ずしも自

分にとって良いメンターであるとは限りません。

かなりの作業が必要です。メンターは1人でいい

ということではありません。たくさんのメンター

を求めていいと思います。トピックごとに、違っ

たメンターがいてもいいのではないでしょうか。

適したパーソナリティや資格を持った方がいると

思います。また、メンターは全く同じ分野の方で

なくてもいいと思います。エコノミストがあなた
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拡大のプログラムとしては、女性の参画を拡大す

るだけではなく、女性には配偶者がいるというこ

とも考えていかなければなりません。日本では労

働力が不足していく傾向にあります。子どもを産

まなければ、人口は減っていきます。子どもを産

むためには配偶者が必要です。結婚という一つの

単位を通じて、学問分野も含めて参画拡大を考え

ていかなければいけません。そのやり方としては、

配偶者が参加するなど、モデルは国によって違う

かもしれませんが、やらなければならない重要な

ものだと思います。簡単には進みませんが。

（青木）ありがとうございました。ケリーさんが

おっしゃった夫婦という制度も、また別のワーク

ショップで将来的に取り上げたいと思います。

パネラーの皆さん、ありがとうございました。準

備を入念にしていただきまして、ありがとうござ

います。拍手で感謝を示したいと思います（拍手）。

（青木）安部先生、ありがとうございます。もう

一つ、全員が親切なわけではありませんから、諦

めないことです。「私はやりません」と言われても、

そこで諦めないことが重要です。忙し過ぎてでき

ない、あるいは関心事が違う方もいると思います。

その人のことをよく知らないうちに、答えが出た

だけで諦めるのはよくありません。他の方もいる

と思いますから、1人断られたからといって諦め

ないことが必要です。では、最後に一つ質問した

いと思います。NSFのSBE副局長に、参画拡大の

科学の最先端からコメントをお願いします。

（クレッグヘンダーソン）国際的な協力が既にあ

るので、それを活用することもできますし、でき

ればこの分野でも、アメリカではジェンダーだけ

ではなくマイノリティの問題もフォーカスされて

いるので、やはり国際的なつながりを強めるのが

非常に重要だと思います。私はやはりバイアスの

役割が大きいと思います。バイアスがどこに存在

しているのかを指摘し、それを減らす努力が必要

だと思います。

もちろんこれまでに変化、シフトがありました。

由夏先生もおっしゃいましたが、インプリシット、

すなわち無意識なバイアスがあって、それは非常

にパワフルです。期待水準が既に定まってしまっ

ている。ステレオタイプが決まっている。「こう

しなさい」という無言の圧力のようなものがある。

このような隠れたバイアスというのは、私たち全

員が持っていますが、それに気付いていません。

しかし、その影響は信じられないぐらい強いです。

お互いの関係、あるいは私たちが行う評価にも影

響しています。もう一つ申し上げたいのですが、

この分野で興味深いのは配偶者の問題です。参画

閉会の挨拶　　　　　　　
井上眞理
九州大学副理事・男女共同参画推進室副室長

登壇者と九州大学男女共同参画推進室関係者
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「第 5期科学技術基本計画　人材の視点から」抄録
ダイバーシティ推進トップセミナー

講師：原山	優子	氏
　　　総合科学技術・イノベーション会議議員

CSTIの役割

原山でございます。本日はよろしくお願いいたします。今日は特に

仕上げたばかりで閣議決定は来年になりますが、第5期の「科学技

術基本計画」そのものの資料から読み取れない部分の補足と同時に、

その中から人材の視点から何をここでメッセージとして伝えたいか

という話と、特に本日のテーマであるダイバーシティというところ

でくくる形で、なるべく短く、皆さんと議論させていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。今私が所属しているの

は科学技術・イノベーション会議というところなのですが、その役

割の一番大きいところは科学技術・イノベーション政策の基となる

考え方を提示することです。それも関連省庁が個々にやる取り組み

ではなく、全体として何をすべきか、その方向に向かうべきかを議

論するのが仕事です。

その中の大きな固まりが、「科学技術基本計画」というもので、こ

れは5年ごとに回しています。今年が最後の年で、来年4月から第

5期がスタートします。今日はそのことについて特にお話します。

それと並行して科学技術・イノベーション総合戦略というものを毎

年やっていて、３回回しました。基本的なところは基本計画なので

すが、プラスアルファの部分をこれで補っていくというやり方です。
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出発点

これまで第4期あったということで、5年ずつですから20年間です。

20年の重みを継承しながらも、新しい流れを作らなければいけな

いという要求のあるものが第5期だと思っています。

科学技術の進展そのものもありますが、サイエンスの仕方そのもの

も変わってきていて、特にグローバル化という話もあり個々の研究

者が何かを掘り下げることも大事なのですが、それだけではなく、

いろいろな人たちが相互に刺激を与えつつ新しいことにチャレンジ

しているといういうのが流れが今日だと思っています。それから科

学技術、特にイノベーションというコンセプトがここに入り込んだ

わけなのですが、カバーして考えるとなると学術界の議論だけでは

なく、産業構造の変革、社会システムの変革もしっかりと見据えた

上での政策でなくてはいけないということがあります。グローバル

な視点で日本をどういうふうにポジショニングするかが問われてい

ると思っています。

考え方

そういう前提の中で議論する際に、根底にどんな考え方があった

かを説明します。2016 ～ 2020年まで、2020年のオリンピック、

パラリンピックが来るということで、日本にとっては世界から注目

される年です。この5年の間に、これまで以上にいろいろなことが

加速されていくことを考えると、5年は長いかもしれません。でも
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逆に言えば、2020年というある種のゴールを考えなければいけな

いので、そこまで淡々と積み上げなくてはいけません。そのときに

は短く感じるかもしれません。

共通認識として言えることは、大変革時代がこれまで以上のスピー

ドでやってくるという前提です。単純にインターネットが進展し

たから、ICT が発展したからということではなくて、社会システ

ムそのもの、個人の行動の仕方そのものが、個別のアクションで

はなくて、結び付いている、そういう意味で Connectivity という

キーワードが挙げられます。それをファシリテートするのが情報の

共有であってConnectionです。それから一つの大きな潮流が、戦

略的にOpenに、さまざまな可能性にチャレンジしていくという、

Opennessというものもうまく使いこなさなければいけない時代に

なっていると思うのです。それぞれの機関、それぞれの組織、行動

範囲の枠を超えた形で何か仕掛けていく、手を打っていくことが

問われていて、そういう意味で、Co-production、Co-creation、Co-

の部分が多分カギになってくると思います。

もう一つは、ビッグデータの話です。データそのものの価値が単純

にこれも分析する対象だけではなく、世の中の構造そのものを把握

する、あるいはサイエンスの世界で言えば、何か仮説を立てて実験

計画をする、プロトコルを書いて、それで何かを検証していくとい

うロジックなのですが、それと同時に、まずは分からないけれども、

さまざまなデータを引っ張ってきて、そこから何か物が言えること
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が出てくるか、意味のある情報が取れるかということを探って、そ

こから仮設を立てることもできるわけです。発想の転換が要ります。

データ駆動型イノベーションがかなりのスピードで浸透してるし、

それがこれまでとは違うやり方をもたらしているという認識です。

Unpredictable、Unforeseeable、Transformational、であって、世

の中は変わっていくという世界観です。同時にグローバルな土俵で

もって、さまざまな行動を取らなければいけない、その中でも競争

があるし、どういうふうにパートナーを見つけていくかです。その

ためには、基本的には今、何の心の準備をしたらいいのか、心だけ

ではなくて、組織として、システムとして、条件として何を準備す

るかを探る、それを提言していくのがカギだという認識です。

大きな方向性なのですが、やはり土台となる力が必要です。そ

れ は、 人 で あ る し、 ま た 知 識 の 知 で あ る し と い う こ と で す。

Fundamentalsと書いてあります。それから、もっとさまざまな可

能性を探るという意味で、枠を超えた競争をいかに進めていくか。

その中では、これまでの知識の積み上げで作っていく知識もありま

すが、別の分野から取り入れていくという形でもって創造性、協働

がカギになるということです。

基本的には自分で納得して、何かを吸収していくということで体験、

あるいはチャレンジする機会を与える、それから学習の場をしっか

り機会として作っていくことが大事だと思っています。これまでの

価値観をある程度壊していくということもあるので、それをある程

度受け入れる社会的な受容というものが必要です。これがないと、

特にダイバーシティの話では機能しないという認識です。

　　

カギ

第5期を検討するに当たってのカギなのですが、やはり基本的な価

値観から言うと、単純に技術だけではない、Technology-drivenだ

けではないことを認識しなくてはいけない。ということは何かとい

うと、それを使う人、それを何かに活用したい人、それを受け身で

はなくて自分で行動する人たちが、究極のところは人ということ。
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人の感性というところまで取り込むことが、要求されていくのだと

思います。

同時に押し付けの技術ではなくて、共鳴と書いたのですが、いわゆ

るみんなでシェアしていくという話です。感性とか技術の共鳴は、

かなり技術屋さんの中では吸収しきれていないことがあります。そ

れを埋めることは必要ではないかと思います。

先ほど心の準備と申し上げましたが、そうは言うものの、どんどん

変わっているときに、変わらない点もあるのではないか。それは何

かと考えるとやはり人の資質であって、資質の表現の仕方は変わっ

てくるのかもしれませんが、押さえるべきところは人の資質であっ

て、その中でも価値観を社会が共有できる、これはいいことだ、悪

いことだ、これは望ましい、そうではない、そういう価値観と議論

が必要になって来ると思うし、それと同時にコンピテンスとかテク

ノロジーと書いていますが、何を押さえていくか、この辺をうまく

考えた上で、次に化けさせるものを作っていくという話だと思って

います。

価値観なのですが、最終的には、社会の皆さん、われわれが自分も

含めてなのですが、納得できる倫理観が必要だし、その中に含めた

いのが、先ほど申し上げた多様性の許容、それから共感の形成とい

うものが可能とする価値観が必要だと思います。それと同時に、日

本の中だけではなくて、グローバルビジョンが必要だと思います。
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この中で体験を共有して、共感して、Co- というところで、特に

Co-designという話もありました。ConceptとしてのDesignも含め

てということです。それが必要かと思われます。

3＋1

中身なのですが、3＋1と書いたのですが、大きく三つの固まりが

コアになると思っております。これまで20年という歴史があると、

大概、やり方が、これまでやってきたことのどこに問題があって、

その課題を解決するために何をするかというのがアプローチなので

すが、そういう過去の問題を解決するだけでいいのか。それも必要

なのですが、もっと未来思考で打って出ることが、日本には今、問

われているという発想です。

そこで一つは、大変革時代というのがあって、既にいろいろなこと

が世界で起こっているのですが、流れが進んでしまって、日本が戦

後やったように、後追いで追い掛けて行って、それに乗っていく日

本なのか、あるいは、この中に、まだもぞもぞとしているところを

私たちも一緒に仕掛けられるのだという、大変革時代を先取りする

可能性もあるわけです。その辺のアプローチもしてみたいというの

があります。

2章:未来の産業創造と社会変革

一つくくりとしているのが、未来の産業創造と社会変革と書いてあ

るところです。そこで多分、肝心なのは、サイエンスはサイエンティ

ストだけの話、技術はエンジニアだけの話、産業は企業の人だけの

話という役割分担がこれまでは非常に効果的だったのですが、その

役割分担を超えた議論をしないと、新しいものは出てこないのでは

ないかという話です。

私も、毎日のようにいろいろな会議をやっています。参加する方の

平均年齢は計算したことがないのですが、かなり上だと思っており

ます。その中でも、ほとんど女性がいなくて、かなりの会議は女性

が私だけだとか、あとは全部を平均して30％というルールがある

ので、便宜的に女性を入れる。



042 「第 5期科学技術基本計画　人材の視点から」抄録

これまで、そういう土俵に乗っていない人たちを取り込む必要が

あって、そういう意味で、次世代をリードする若手に提案して欲

しいし、「やってみてください」という度量を、シニアの人たち

が持たなくてはいけないという発想です。なかなか、これは仕掛

けを作りづらいのですが。

それと同時に、経済的、社会的課題、グローバル課題なのですが、

積み残しは山ほどあるのです。つい先日、COP21がありました。

その前に国連でサステナブル・デベロプメント・ゴールというメ

ンバー国全員が向かっていくべきリストが採択されました。もっ

とどんどん活動しないといけないし、やり方も変えていかなくて

はいけない、ODAに対してもやり方を変えなくてはいけないと

いう世界観です。その中で日本は、どういうふうに打って出るか

ということも示していかなくてはいけません。

そういう二つの大きな軸があって、何を準備するかというときに、

やはり不確実な世界に対しては、また挑戦をできるようなポテン

シャルを日本は持たなくてはいけないとなると、基盤的な力が肝

心で、それを今より、もっともっと強固なものにする。

その中核に位置付けられるのが人です。大学の役割は大ですが、

中でもカギとなるのが、何か問題を自分で抽出できる、その背景

に何があるかを洞察する力を持つ、できれば一人でアクションを

取るのではなくて、いろいろな人を巻き込みながら動かしていく

という意味でのリーダーシップです。そういうことのできる人を



「第 5期科学技術基本計画　人材の視点から」抄録 043

増やしていかなければいけない。だから上の職階に若い人が増え

ればいいというだけではなくて、実質的なリーダーシップを取れ

る人が若手から増えていって、その人たちが何かを変えていくド

ライバーになることを期待するという話です。

それと同時に、知の資産ということに関しても、やはり日本もフ

ロントランナーであってほしいのです。昨今ノーベル賞の数が増

えていますが、あれは長年の蓄積があるから出てくる話であって、

今ここで気を緩めると次の世代からは出てこない、という意味で

継続性が肝心。

仕掛けとしては、やはり、よりダイナミックなイノベーションシ

ステムが望ましい。現在はゲームチェンジを起こすような人たち

がなかなか行動を取れない状況にあるので、取りやすくしましょ

うというのが一つです。議論の場をつくるなり、アイデアを発掘

する機会をつくる。特に若手が欲しい。そしてアプローチの展開

なのですが、これまでは技術を極めればいいというロジックだっ

たのですが、それだけでは不十分で、もう少しシステムシンキン

グが必要だということで、いろいろなシステムを統合できるよう

な考え方も重要でしょうという話です。

それから、そのためには具体的なプロジェクトが必要なのでやっ

ていきます。そう言いつつも、基盤的な技術といっても、新しい

ことをチャレンジするような、よく言うビッグデータの話とか、

IoTとかAIの話になるのですが、新しいことの可能性を生み出す

ようなEnabling Technologiesに投資しなくてはいけません。こ

の中で一つ、こういうことを駆動することにより、一つ向かいた

い方向は、必ずしも産業構造を変えるだけではなく、社会そのも

のの在り方を、国民が豊かさを享受できる社会にしたいという意

味で、Society5.0というコンセプトを打っています。

5.0というのがどこから来ているかという説明なのですが、そも

そも社会構造はどういうふうに変わってきたか、そもそも原始時

代に食べ物を求めて動き回っていた、狩りをしていた時代があり

ました。それが、農業ができるようになったことで、蓄積するこ
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とができて、計画性を持った生活ができるし、そこから物々交換が

出てくるという時代があります。その次に来たのが、人間の労力だ

けではなくて、いわゆる蒸気機関が始まって、その他の工業的なと

ころが出てきました。その次に来たのが、今のこれまでのところな

のですが、情報の意味づけが変わってきました。その先に何が来る

かは、まだ分からないのですが、その先の社会の在り方を追究した

いというのが、ここでのメッセージです。

　　

3章:経済・社会的な課題

二つ目のところですが、3章にあたります。経済・社会的な課題です。

やはり具体的な課題としてエネルギー問題、それから高齢化の中に

あって医療の話が、それから産業競争力という特に地域の話があり、

これまでとは違う比較優位性をどう担保するのか、安全保障、特に

レジリエンスという話もあり、震災などなどへの対応、最後にある

気象変動とか、生物多様性のところは、これまでの延長線上でもあ

るのですが、もっと具体的なアクションを取り組めるような形にし

てさまざまなアクターを巻き込んでいくという話です。

　　

4章:基盤的な力の育成・強化

次は基盤的なところです。こういう基本計画を書くときにある程度

キャッチーなものが必要なので、押さえているつもりなのですが、

時々こういうのがちりばめられています。こういうのがないと、な

かなか全体を読んでくれる方がいらっしゃらないので、必要なもの

です。

ここで知的プロフェッショナルというのが、まだ概念としてはあま

り確固としたものができあがっていないのですが、ここで言いたい

のは、研究者が一番コアの部分ですが、研究者だけではないという

認識です。研究を支える人たち、また、それをうまく活用していく

人たち、さまざまな中でも、肝心なのはプロフェッショナルとして

行動してもらいたいということです。

それが一つであって、中でも大きな柱としているのは若手です。若

手が、大先生の後ろに隠れてしまってなかなか新しいことが提案で
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きない、ある程度シニアにならないと行動を取ることができない。

その辺のジレンマがあって、やはりフレッシュな時期が通り過ぎて

しまうのです。フレッシュなときのフレッシュなアイデアを、トラ

イアルする機会はここで作っていきたい。それを後ろから見てサ

ポートしてあげるのがシニアの研究者の役割ではないか、そういう

立ち位置の変換をここでできればというのがあります。

知識の方なのですが、やはり政策を言っていると、政府はこれが重

要だとやりがちなのですが、それと同時に逆に言えば、さまざまな

方たちのさまざまな発想をベースにした、ボトムアップの研究テー

マがないと絶対に将来がないのです。そこをもう一度確認しましょ

うということで、学術研究というボトムアップの研究と基盤的なと

ころの基礎研究の重要性の議論を再度うたっています。

この議論をするときに非常に良かったと思うのは、経団連の方た

ちもこれは本当に重要だと言ってきたのです。通常のロジックで

は産業を振興する視点からと言いそうなのですが、全くそうでは

なく、自分たちのところは自分でやる、できないところは何かとい

うとやはりボトムアップの発想であると。そういう意味で、すごく

Endorseとしては良かったと思っております。

最後なのですが、先ほどのオープン化という流れにあって、オープ

ンサイエンスという概念が出てきます。具体的にプロモートしたい

と思っているのがオープンアクセスとオープンデータです。いろい

ろな研究成果を論文という形で発信されるのですが、論文は基本的
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には知識としての共有財だからシェアすることができるのですが、

実質的に論文をダウンロードして、アクセスすることがフリーにで

きるかというと、九大のように大きな大学だと契約しているわけで

すが、すべての大学がそうではない。学生の人たちは、あたかもた

だでダウンロードできると思い込んでいるのですが、すごくお金が

掛かるのです。それは、どこまでがサステーナブルかというと問題

提起です。オランダの話なのですが、オランダは大学の数が少ない

ので、全大学がコンソーシアム的に一つの固まりとして、いろいろ

なところと契約をしています。やはり何らかの形で、手を打たない

といけないというのがあります。基本的に、知へのアクセス権は、

日本の場合には公的なお金を使っているものだから、やはり享受で

きなければいけない、その次の知識を作るための一つのネタとして

は必要なので、これを作ろうとしています。

それからオープンデータです。ここで言うオープンとは、論文とい

う形にしたもののバックにあるデータをシェアしていきましょうと

いう話です。非常に限定的ですが、ここでの考え方は公的なお金で

した研究であれば、やはり公共財的な特徴があるので、共有してい

きたいというのがあります。

それは、いろいろな側面で意味があって、同じことを繰り返す必要

がなくなっていく、研究の不正があった場合に、クロスのチェック

が掛かるなどなどです。この動きは本当に世界的な動きで、アメリ

カでもEUでもそうですし、さまざまな国が振興していて、その中

で共通のルールが必要だという議論がありました。そのルールづく

りの中に日本が持ってきたい、一緒にしたいというのがあります。

そういう意味で、オープン化を進めたいと思っております。

5章:人材・知・資金の好循環を誘導する仕掛けづくり

人材・知・資金の好循環、質を高めるだけでは不十分で、また組織

間の、いろいろな流れが必要だと、ここでは、いわゆるイノベーショ

ンにフォーカスした形で流動性を考えています。そういう意味で、

オープンイノベーションは、これまで言われているのですが、日本

のネックとなるということは何かということを、もう一度再確認し
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ておきたいと考えております。特に起業に関して振興したいという

のと、その中での政府の役割は何かと見直したときに、単純に研究

開発に投資するだけではなく、やはり使う側としての政府調達とい

う話も出てきます。その辺の制度の仕方も考えなくてはいけません。

大学改革が、さまざまなところで言われていますが、ここで議論し

たのは研究資金と一緒に考えなくてはいけないということです。特

にメッセージとして出しているのは、財源の多様化をいかにするか

ということを考えなくてはいけないのと同時に、大学運営とガバナ

ンスというのは、基本的には個々の大学が決めることなのですが、

そのやり方に関しても、いろいろなところでグッドプラクティスを

シェアしなければいけない。

よく産業界の方たちが、企業のトップはこういうふうに企業を回し

ているとおっしゃるのですが、それをそのまま大学に持ってこられ

るかというと、多分できないのです。なぜかというと大学は、ヒエ

ラルキーのストラクチャーになっていないわけです。その中でボト

ムアップとコンセンサスをうまく使いながら、だけれども方向性を

大学が共有する方向に持って行くという力量は、通常の産業界の

トップの方がおっしゃるように、なまじっか簡単なものではありま

せん。特にアメリカの大学のトップの方たちも、そう言っていらっ

しゃいます。そういう難しいところを、どういうふうにできるかと

いうことを一緒に考えなくてはいけないというスタンスです。

　　

人材の視点からまとめると・・・ 

今は人材という切り口から全体像を言ったのですが、個人的に一番

熱を込めているのが、やはり未来に向かって頑張ろうという人たち

をいかに拾い上げていくか、挑戦の機会を提供するために、これか

らの施策の中でいろいろと手を打っていかなければいけません。こ

れは通常のプロジェクトを立ち上げるというロジックではないロ

ジックで考えなくてはいけません。

それから、通常は3年たって成果は何か、と成果だけを問うもので

すが、チャレンジすることに対しての価値観を見いださないといけ

ないし、うまくいかなかったときは軌道修正できるような力を望み



048 「第 5期科学技術基本計画　人材の視点から」抄録

たい。過去のいろいろな世の中をドラスティックに変えた技術を

見ると、一直線で来たものはほとんどないのです。いろいろなと

ころで失敗したときにこういう方向転換が出たからここに来たと

いう、その辺のいわゆる可能性をここでは見いだして、そのため

の人です。

それから先ほど申し上げた知的プロフェッショナルがありますし

特に言いたかったのは、多様性をどういうふうに確保するか、こ

れは皆さんが賛成なのです。多様性は重要だと、流動性も重要だ

と皆さんおっしゃるのですが、実質、組織の枠内で考えると、こ

れまでの培ってきたルールが、それに対してブレーキとなるよう

なものが山ほどあるのです。

それを一つづつつぶしていく。例えば、雇用制度の中で退職金制

度があります。定年制とか、あれはそもそも一つの機関に入って、

最後まで勤め上げて終わるというロジックが、戦後いかに労働者

が自分の組織から離れないように、流動性と全く逆行するための

制度であって、すごくうまく効いたのです。多様性がない方が効

率良く動いたのです。今要求されるのは多様性だというときには、

これまでの制度は逆に歯止めになっているのです。その辺のとこ

ろも考えないと、単純に女性の数を増やせばいいというだけのロ

ジックでは、一筋縄にいかないのが、この話だと思っています。

単純に女性の数を増やすことが目的だと言ったときには、女性自

身だって反対なのです。
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国際的な研究ネットワークなのですが、今、とかく日本の学生は

内向きで、留学制度とか、いろいろな制度が九大でも山ほどある

と思うのです。やはり、心の準備は前からしてあげなくてはいけ

ない。大学院に行ってからではなくて、やはりもっと手前のとこ

ろで、視野として日本だけではない、他のものの考え方、他の生

活様式があってという、ある種の体験ベースでさせてあげなくて

はいけないと思っているので、この辺のグローバル化が大学だけ

の役割ではないと思っています。そういう意味では、結構、いろ

いろなところで初等中等教育からの教育に関して言及しているも

のを挙げています。大学は具体的にいろいろなことができるので、

さまざまな取り組みは強化すべきだと思っています。人の流動性

は難しいことです。

ここでもう一つ、大学発ベンチャーというのがあります。この辺

のところで、研究成果が出たら、それがいわゆるインパクトフル

な会社に育つかというと、必ずしもそうではない。やはり技術だ

けを教わっている学生も多いので、九大でもやっていますが、企

業家マインド、アントレナーシップなどいろいろな言い方があり

ますが、自分が業を起こすという当事者になれるか、なれないか、

なるためには何をトレーニングするか、どういう体験をするか。

大学を出てしまってからそれをやって失敗すると完全にアウトな

のですが、大学にいる間は、まだ学生なので許されるところがあ

るので、その体験をさせてあげることが肝心で、やはり、それは

教育の一環だと思うのです。そういう意味で、起業家マインドを

持つ人材の育成をかなりの部分大学でと思っています。これも、

やはり前の段階での準備もあります。

最後に、共創に向けた各ステークホルダーの取り組み、これは科

学イノベーションと社会の関係性というところのチャプターの一

つで、今日は言及しませんでした。そこで、よく科学技術と言え

ば社会のためだから、コミュニケーション能力を高めましょうと、

何年も前から進めていますが、一方的なところがある。要は、双

方向で一緒に議論できるような状況にしたい。その中で少しきつ

い言い方ですが直接提言しています。もちろん国民というか、一
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般市民というか、全員なのですが、「科学技術リテラシー」を高める。

サイエンティストであっても、自分の分野ではプロだけれど、違う

分野では素人なのです。

また、研究者コミュニティにも「社会リテラシー」が欲しいのでは

ないかということです。社会というのは漠然としているのですが、

単純に言えば技術を使う人の使い勝手がどうなのかとか、自分が研

究したことがどういうインパクトを社会に及ぼす可能性があるか、

ポジティブなインパクトを想定するのですが、必ずしもそうではな

い場合もある。本当に安全保障の面から、倫理的な側面から、本当

にこれをやっていいのか、いけないのか、その辺の価値判断を理解

するためには、社会とは、どうなっているのかということを考える

ことが必要ではないかという話です。

　　

女性の職業生活

女性に関してなのですが、やはり「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」と長い名前なのですが、あれはすごくインパク

トフルな法律だという認識です。通常、ルールを作るときに何をし

ろという命令を出すのですが、ここでは自分がどのような状況にあ

るか公表してくださいという非常にソフトなものなのですが、この

可視化がこれまでなかったが故に、女子の学生が進路を考えるとき

にいろいろな企業に行ったところ、なかなかフレンドリーではない

環境がある、その辺が見えることがすごく重要だと思います。企業

だけではなく、大学もこの中に入っています。ということは大学の

状況が、横並びに一目で分かってしまいます。非常に面白いです。

これをまずベースにした考え方が必要だということです。もちろん

研究者の世界では、これまでいろいろな支援の取り組みがあります

がそれは完全にベースラインだと思っています。何かというと、今、

妊娠・出産は男性にはできないという前提で女性しかできないと、

やはり、それをカバーしていかなくてはいけません。だから、そう

いう意味でさまざまな特典があって当たり前なのですが、それだけ

ではないという話です。

その中で、よく言われるのが、先ほどの文科省の取り組みの話なの



「第 5期科学技術基本計画　人材の視点から」抄録 051

ですが、いわゆるトップ層に女性を入れなくてはいけないと、これ

をすべきというだけだと、なかなか納得しない話だと思います。数

を増やせばいいのかという話なのですが、やはり透明化してほしい

し同じ土壌で何か議論をするというフレームワークを作らなければ

いけません。それをプッシュするためには、やはり数人欲しい、と

いう意味での数の話です。

ですから、これは一般論で言うとマジョリティとマイノリティの話

です。現在の日本社会は、結構、マジョリティの中に男性が多いの

です。逆の立場もあります。例えば、看護の世界だと男の人は少し

ずつ入っていますが、マイノリティです。でも、彼らの主張も聞い

てあげないといけないのです。これは非常にシンメトリックな話だ

と思っています。

それから組織の上のトップに立つ人がいない。アンケート調査を取

ると、女性は自ら入りたくない人が多いというのですが、考えてほ

しいのは日本の中での先ほどの透明性の話なのです。意思決定の方

法に、必ずしも透明性が担保されるとは限りません。ある種、阿吽

の呼吸があるので、なかなか入っていけない。もう一つは、女性の

場合、責任を取らなくてはいけない立場のときに、もやもやとした

形で意思決定されたときに、自分の責任をどうするかと考えてしま

うというのがあるのかと、これは個人的な感想です。

やはり受ける側が、価値があることを認識しなければいけない、そ

の中の大きなカギが今日のテーマのダイバーシティだと思います。

意見の違いが、これまでなかなか表現することができなかった女性

の表現が肝心で、男性もどきの発言することを問われているわけで

はなくて、それをできるように受け入れるところが必要だというの

があります。

基本計画の中の全ての章の中で、政府としてポジティブアクション

を取らなければいけないところは幾つかあります。それに対して、

目標値を掲げています。その中で女性はすべきという認識で書いて

います。ですから、これだけを達成すればいいというロジックでは

なくて、今日お話ししたような背景があって、最終的にゴールとし
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てここに行きたい、そのための仕掛けを作っていくというロジック

です。ですから最後のところは、女性にフォーカスしましたが、や

はり論点として掲げるべきは、ダイバーシティというロジックで

あって、それを許容する大学は何かというのを、議論しなければい

けないのかと思います。

　　

大学としては

ここで本当に大学の役割は相当あって、教育機関なので、次の世代

に新たな価値観を持ってもらうような教育をしてほしいし、これは

研究現場での研究のやり方そのものをどうするいのかという議論で

すし、大きなところでは大学というのは、やはり教育・研究の場で

あるとともに教員の雇用者なのです。雇用システムを変えていく、

私たちのモデルになる可能性もあるという話です。産学連携の話も

あるのですが、先ほど申し上げたアントレプレナーシップを大学に

いる間に体験させてあげることも一つのやり方かと思いますし、こ

れを全てひっくるめて、世の中を変えていくという原動力になれば、

社会貢献になるのかという話です。ここまででストップします。残

り時間が短くなってしまいました。ありがとうございました（拍手）。
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日　時：平成27年12月22日(火)　10:40 ～ 12:00
会　場：椎木講堂大会議室
講　師：原山優子氏(総合科学技術・イノベーション会議議員)

原山優子氏の略歴
スイス・ジュネーブ大学院教育学研究科博士課程修了 (教育学博士)

同経済学研究科博士課程修了(経済学博士)

2013年4月　東北大学名誉教授

2013年3月　総合科学技術会議　議員(常勤)

2014年5月より総合科学技術・イノベーション会議議員



054 TOTO 株式会社の女性活躍推進の取組み

2.	「きらめき活動」以前の活動

きらめき活動以前の活動は、法に基づいた制度の

整備と、各職場での対応が主であった。

TOTOではコース別の採用を行なっていたことも

あり、1990年代はまだまだ結婚を機に退職する

女性が多い状態であった。そんな中でも結婚、出

産をしても退職することなく働き続ける女性が出

てきた。せっかく退職せずに働き続けるのであれ

ばと職場では配慮が始まり、会社としては特に出

産後も女性が働きやすい制度、いわゆる両立支援

制度の導入に取り組んだ。具体的には、出産後も

残業することなく働き続けるため時間外労働の制

限期間や短時間勤務の制度の利用可能期間を法で

定めている期間よりも長く設定することや、自身

の希望の働き方が出来るように短時間勤務の選択

パターンを増やすことなどが中心であった。

3.	きらめき活動

2005年に社長直轄の専任組織「きらめき推進室」

を設置し女性活躍推進の枠組みを整え、女性の能

力発揮や意識改革等の取組みをスタートさせた。

まず行なったのは、「風土・意識・行動の改革」

1.	はじめに

TOTOでの女性活躍推進の取組みが大きく変化し

たのは、2005年の「きらめき活動」の開始から

である。当時の社長の強い意思のもと、きらめき

推進室という社長直轄の組織をつくり、全社活動

として取組みを始めたことで女性活躍推進の活動

は大きく変化をした。TOTOでの女性活躍推進の

取組みについて、この「きらめき活動」とその前

後の活動の3つに分けて話を進めたい。

日本においての女性活躍推進の始まりは、1972

年の「勤労婦人福祉法」制定からと思われる。そ

の後、1985年には「雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の

増進に関する法律」として改正され、今に至って

いるが、既に30年以上経ても未だに女性活躍推

進の取組みの必要性が大きく謳われているという

ことは、それだけ難しい課題であることにほかな

らない。TOTOでも取組みは行なっているものの、

未だ道半ばであり課題は尽きない。

TOTO 株式会社の女性活躍推進の取組み

田辺純子
TOTO株式会社人財本部人財部
ダイバーシティ推進グループリーダー
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ムやコールセンターの契約社員から、セールス職

を経て正社員に登用する制度も導入し、女性社員

の人数を増やす活動にも力を入れて取り組んだ。

4.	きらめき活動後～現在の取組み

「きらめき推進室」は社長直轄組織として、社内

への強烈なインパクトを与え、社内では多少女性

の活躍推進が浸透してきた。そのため次のステッ

プとして、「障害者」「高齢者」「非正規雇用」ま

で対象を広げ、会社として真の意味でのダイバー

シティを推進することと制度面の拡充のため、

2010年に活動の主体を人事部門とし、女性活躍

推進の活動は現在のダイバーシティ推進グループ

に引き継がれた。

現在、ダイバーシティ推進グループが主体となっ

て行なっている女性関連の取り組み内容は主に下

記3点である。

女性への教育機会の提供

コース別採用を廃止した後に入社した社員は、男

女同じ教育のしくみの中で育成されている。しか

し過去のコース別採用時に補助的な業務の担当と

して入社した女性社員に対しては、長期勤務を前

提とした育成体系が整備されていなかったため、

である。女性自身の意識・行動の変革はもちろん

のこと、管理職や男性社員の女性に対する認識の

変革に着手した。制度を整えることも必要だが、

制度を利用しにくい職場の空気感だと制度を利用

することは出来ない。そのため、第一に男女共の

社員の意識を変え、女性活躍が当たり前の風土を

つくることを中心に活動を行なった。

会社としてこれから女性活躍推進に本気で取り組

むことの宣言の場として「全社女性きらめき大会」

を開催し、全国から拠点の代表の女性たち 210

名と役員30名が一同に介し、経営トップ自らが

会社として女性活躍推進の取組みをすることを宣

言した。この場に参加した女性は、各拠点で女性

の意識改革活動の中心として活動を行なった。

また、経営トップはグループ会社を含む拠点に出

向き社員とのコミュニケーションを図る中で女性

の活躍が必要であること、会社として本気で取り

組むことを直接社員に伝えた。回数にして53回、

男女あわせて4500人あまりの社員に対して直接

伝えた。全ての女性社員に対しては、直接的・間

接的に経営トップから意思を伝えた。

この時期には新入社員の採用人数を男女同比率と

した。あわせて、女性中心の職場であるショールー

写真 1　2005 年全社女性きらめき大会
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男性社員が当然のように身に付けているビジネス

スキルを習得するための機会に恵まれていない。

そのためポジティブアクションとして、女性のみ

を対象とした研修プログラムを準備している。

下記に体系図を示すが、「女性支援」以外の部分

の研修は、全て性別問わず参加することが出来る。

ステップアップ研修では、研修受講者の女性だけ

でなく直属上司に対しても研修内容の理解と受講

者への指導方法についての講習を行っている。上

司は研修期間中、具体的な指導育成の関与が必須

であり報告書等の提出も義務としている。女性へ

の研修は半年にわたって複数回行うが、回を重ね

る中で女性自身の意識や行動が変わってくる。こ

れにより上司も、新たな役割や業務にチャレンジ

をさせ更なる成長を促している。研修の最終回に

は研修で学んだ課題解決等を職場で実践しその成

果発表を行なうこととしているが、明らかに業務

内容や仕事に対する意識向上が感じられる。

テーマを持って業務遂行が出来るようになり管理

職の候補となると、次は管理職候補者研修が用意

されている。女性社員のマネジメントスキルに関

して現状の強み弱みを知り、今後の育成に生かす

ための研修である。受講者の強み弱みに関しては

研修講師、所属の部長、人事部門で情報共有をし、

今後の育成方針等について検討し具体的な育成計

画を立てている。

担当者の育成は課長が、管理職の育成は部長が担

当し、それぞれ計画を立て人事部門と合意のもと

計画的な育成を促している。これにより誰がいつ

までにどのように育成をするのかが明確になり、

管理職への育成に確実に繋がってきている。

制度の整備

既に制度は整ってきているが、結婚・出産を機に

退職をする女性はまだ存在する。会社としては、

途中で退職することなく勤務の継続をしてもらい

たい。そのため、社員の声を生かした制度導入を

行なっている。多様な働き方を推進するために、

結婚・出産等で退職をしたが、再度働ける状態に

なった際に再雇用が可能な制度も導入している。

図 1　TOTOグループ人材育成体系図

写真 2　女性ステップアップ研修
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また現在、結婚や出産・育児で配偶者と一緒に、

会社の対応可能な範囲ではあるが希望する勤務地

で働けるしくみの実施や、在宅勤務等を検討中で

ある。特に在宅勤務に関しては、子育て中の社員

に限らず介護等も含み様々な対象に対し、今後制

度化を目指して検討している。

そのほか子供のいる社員に対しては、「パパ・マ

マ休暇」という休暇を導入した。失効した休暇を

積み立てる制度があり、その休暇を「育児」事由

で利用できるようにしたものである。これは女性

の取得を推進するというよりは、男性が妻のサ

ポートのために取得して欲しいという期待を込め

た制度である。

男女の意識改革

入社したばかりの女性は、男性・女性と性別を区

別して、活動を行なっていることに違和感を覚え

る者もいるようである。しかしながら、結婚・出

産という場面になってくると、急に「女性の私が

家事をしなくては」とか、「子供の送り迎えは全

て私がやります」という発言をする者がいる。過

去からの家庭においての役割分担意識は、男性だ

けでなく女性にも見られる。

男女の役割分担意識の払拭のために、2014年度

から男性限定の「お料理教室」を開催している。

このお料理教室では、必ず役員等にも出席しても

らい参加者と一緒に料理を作り、参加者に対して

家事・育児参画の推奨を直接伝えてもらっている。

またこのイベント開催後には、社内イントラネッ

ト上に開催記事と役員のメッセージもつけて情報

発信し、全社に向けて男性の家事・育児参画の推

奨をしている。

5.	最後に

TOTOでは2005年から女性活躍推進の取組みと

して「きらめき活動」をはじめて既に10年にな

るが、この活動を続けていく中で現在重要視して

いるのは上司の関与である。女性に対しての指導

育成、役割付与等の面ではもちろんのこと、男性

の家事・育児参画においても、上司である管理職

がどれだけ関与していくことが出来るかが鍵だと

考えている。

昨年10月には、全取締役、執行役員、グループ

会社社長を対象とし「女性の活躍推進に関する決

起大会」を行い、改めて女性活躍推進の重要性に

ついて社長からメッセージを発信した。再度、各

部門の上位者が自部門の女性が活躍できるような

風土作りに着手することで合意した。

今後も社会の流れや社員の要望に応じ、真の意味

で活躍できる女性社員を多く輩出できるような活

動を推進していきたいと考えている。

写真 3　男性のためのお料理教室
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女性が社会で輝くために―中村社長の挑戦―
株式会社ポピンズ代表取締役　中村紀子氏インタビュー

聞き手：近藤　加代子(九州大学 芸術工学研究院 教授)
　　　　武内　真美子(九州大学 男女共同参画推進室 准教授)  

女性が管理職として活躍する社会を求めて―
JAFE（日本女性エグゼクティブ協会）事業から
保育事業へ―

（近藤）JAFE(日本女性エグゼクティブ協会)事業

に取り組まれた思いはどのあたりにありますか。

（中村）私は大学を卒業してテレビ朝日のアナウ

ンサーになりました。3年目に結婚して4年目に

子どもを授かりましたが、父が公務員で母が専業

主婦だったので、仕事は辞めなさい、ということ

になり1回辞めました。娘が3歳になったときに

もう一回フリーアナウンサーとして復帰したとこ

ろ早朝の番組、夜遅くの番組、土日の番組などが

あり、どうしても保育園や幼稚園では足りないの

ですね。

仕方がないから、近くの家政婦紹介所にお願いし

たり、近所の方にお願いしたり、その後も、何人

も何人もベビーシッターさんを替えながら、なん

て日本というのは、イレギュラーで働く女性のた

めの子育て支援がないのだろうかと思いつつ、仕

事と育児を両立してきたのです。

そして1985年に雇用機会均等法が制定された年

に海外に行ったとき、アメリカでは、かなり女性

管理職がいるのに、日本ではなぜこんなに少ない

のだろうと。これから、もっと女性が活躍する時

代に入るのであれば、女性の管理職の人たちの勉

強会やネットワーキングをつくりたいと思ったの

です。

（近藤）フリーアナウンサーとして復帰されたと

きに、管理職を目指す女性のためにということで

考えられたわけですね。

（中村）経営者の松下幸之助さんや本田宗一郎さ

んがまだ存命のころでしたが、当時のダイヤモン

ド社の社長の石山四郎さんが経営者たち 300 人

を集めての勉強会を、東京の帝国ホテルで、朝食

会として行っていました。私は、その司会を8年

間させていただいて、なんて日本の経営者の方々

は社員が見ていないところで勉強しているのだろ

うと。早朝から集まって、政治、経済のトップレ

ベルのゲストを呼んでお話を聞いて、その後出社

しているわけです。

8年間、私は司会をさせていただいて、自分自身

が変わりました。まず情報を分析する目ができま

した。新聞など本を読んでも、そのニュースバ

リューが、これが古いとか新しいとか、おかしい
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など、そういう情報を分析する目ができました。

そして政治や経済などと全く縁がなかったのに、

世の中の動きや世界の動きが見えてきました。こ

れって素晴らしいなと思いまして。1985年の雇

用機会均等法が制定されて、女性が管理職になる

ためには、女性がもっと勉強しなければいけない。

そこで、私自身に変化を与えてくれた勉強会の女

性版をつくりたいと思ったのです。

対象は管理職の女性で、講師は、政財界のトップ

レベルの政策の決定権を持っていらっしゃる方に

来ていただく。そして、女性が自分の仕事以外に

政治、経済、世界を知ることによって、自分の目

の前に与えられた仕事の仕方が変わっていくだろ

うと。

当時の女性はみんな僻んでいました。会社が悪い、

上司が悪い、何が悪い、、、そうではなくて、まず

批判する前に自分が変わり、自分が勉強して学ん

で変わっていけば、必ず会社の中で見ている人が

いる。そして新しいチャンスがあなたに入ってく

るでしょう。その方が早道ではないかなと思いま

して、JAFEをつくったのです。

働くお母さんのニーズと信頼に応えるプロのベ
ビーシッターを

（近藤）なるほど。それはとてもいい機会だった

のですね。ポピンズとの関わりはどうなりますか。

（中村）JAFEをつくった翌年、慶應ビジネススクー

ルの高木晴夫教授が飛び込んできました。アメリ

カにはたくさん女性管理職がいるけれど、日本で

はほとんどいない。JAFE の女性管理職に、どの

ようにして管理職にまでなれたのかをアンケート

調査したいと。調査結果として、管理職になれる

人となれない人の違いとして、目の前の仕事に対

する意欲や意識の持ち方のポイントが8つみえて

中村紀子氏の略歴
テ レ ビ 朝 日 ア ナ ウ ン サ ー を 経 て、
1985 年 JAFE( 日本女性エグゼクティ
ブ協会 ) 設立、代表就任。1987 年働
く女性の育児と仕事の両立を応援す
るためにジャフィサービス株式会社
(現 株式会社 ポピンズ)を設立、代表
取締役CEO就任。内閣官房 構造改革
特別区域推進本部 評価調査委員会専
門部会 専門委員、経済同友会 幹事、
日本政策投資銀行主催「女性新ビジネ
スプランコンペティション」審査員、
パルコ社外取締役等を務める。
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きました。仕事で成功する心得8カ条ということ

でポピンズの新入社員は今全員、入社時にそれら

を勉強しています。

それ以外に、調査結果として、当時65％の女性

管理職が独身だったことがわかりました。残り

35％が既婚者、さらに10％しかお子さまがいな

かったのです。お子さまのいる人は、自分の両親

やおしゅうとめさんと一緒に住んでいたのです。

いくら雇用機会均等法が制定されても、女性には

結婚、出産、育児があるのに、当時の政府は、そ

のことについては何もメッセージを出していな

かったのです。私は、これは駄目だと。結局、仕

事を取るか家庭を取るかになっていて、そんな二

者択一の世界をこれからも続けるのはナンセンス

です。

では、私が女性たちをたくさん管理職として出す

ために何ができるか、と言ったときに、たった一

つできることがあったのです。私自身がベビー

シッターをずっと使い続けながら育児と仕事を

やってきた中で、そのベビーシッターに対しても

のすごく不満を持っていました。もっとイギリス

のナニーのような専門職のベビーシッターさん、

ナニーを日本の中で研修してトレーニングして、

働く女性のもとに送るサービスを始めようという

のがポピンズなのです。

（近藤）大学でも、親などが支えてくれない状況

で子どもを育てなくてはいけない人には、二者択

一的状況はありますね。

（中村）何とか女性管理職を増やすには、自分が

必要だったナニーサービスが日本にはない、そう

いった自分の必要性を満たすことが、これからの

社会の必要性を満たすだろうと。そして、二つ目

の理由は、ちょうど雇用機会均等法が制定された

年で、時代の変革期にタイムリーなサービスだっ

たということです。それから、三つ目は、誰が何

と言おうと、思い込みを持って決断して、それを

やっていくという強い意志です。この三つが一緒

になって会社をスタートしたのです。

当時、私はよく言われました。「中村さん、アナ

ウンサーをやっていているのに、なんでそんな家

政婦紹介所みたいなことをするの？」って。そう

としか、男の人には見えないのですね。

（近藤）お子さんを育てるときのベビーシッター

に対する不満が、ナニーの質を求めるというのは、

すごくよく分かります。

（中村）そうです。分かります？　私はアナウン

サーだから、正しく美しい日本語の話せる子ども

に育てたいと自分の娘には絵本を読み聞かせると

きにも、言葉遣いにものすごく気を付けながら、

しゃべっていたのです。それなのに来ていただく

家政婦さんが、「あんた、こっちおいでよ、こっ

ちだよ。駄目、駄目、そんなことしちゃ」と、こ

ういう言葉遣い。ちょうど3歳ぐらいで言葉を吸

収するときに、これは良くないです。

また、当時の家政婦さんは子育て経験が豊富でし

たが時間にルーズでした。必ず3分や2分、遅刻

してくるわけです。シッターが来なければ私は仕

事に行けません。私は遅れて会社に行ったら、フ

リーランサーなので、仕事をなくしてしまうわけ

です。真剣勝負で働いている女性のベビーシッ

ターとして来てくれる人が、いい加減なアルバイ

ト気分ではいけません。
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そのような体験が続いて、やはり日本では、ベビー

シッターはプロではないのだと痛感しました。働

く女性が信頼して、自分の命よりも大切な子ども

を預けるわけです。いざというときには、救命救

急も分かっていないといけない。そのお家のしつ

けの仕方をしっかり理解して、そのしつけどおり

にやっていただかなければいけない。いろいろな

そういうニーズを、家政婦紹介所では満たしてく

れません。

このような自らの経験から、イギリスのナニーの

ようなものを入れたいと思って、ベビーシッター

になってくださる方を集めて、まず教育から始め

ました。それで150人集まったところで会社を、

1987年にスタートしたのですね。

経営者としてのスタート

（近藤）教育から始めると、先行投資がかかるの

ではないですか。

（中村）会社を始めたときは、私は500万円しか

なかったのですが、経営者の会の縁で、3人の方

が私に500万円ずつ出資してくださったのです。

この資本金2000万円で、まずオフィスを借りま

した。月 20 万円くらいの家賃で 1 年間で 240 万

でしょう。私の給料はその年は取らず、事務局と

して1 ～ 1.5人ぐらい雇ってその方々への給料と、

それからナニーの研修費。弁護士さんや女医さん、

看護師さん、それから幼稚園の先生など、プロの

方に来ていただいて研修をするわけです。2000

万円あれば大体1年は絶対持つと思ったのです。

3 カ月くらいかけて、ベビーシッターではない、

プロのナニーの研修が終わります。当時ナニーと

いうと「何？」とみんなが聞くので、「教育ベビー

シッター」という言葉をつくって、サービスを始

めました。ピアノを教えます、英語を教えます、

それから、お絵描きを教えますという打ち出しに、

新聞やテレビがどっとやってきて取材をしてくだ

さって、広告代ゼロで知名度が上がってしまった

のです。

結局は半年くらいで単月黒字になりました。今年

で 29 年目にポピンズはなるのですが、29 年間、

一度も赤字決算をしたことがないです。

働く女性を支えるために、政府と闘う

（中村）でも私の意図としているのは、別に教育

ベビーシッターだけではありませんでした。働い

ているお母様たちのオーダーで一番多かったのは

保育園の送り迎えでした。当時の保育園は開園時

間が短かったので、お母さんのお仕事が4時半か

5 時に終わっていないと迎えに行けないのです。

保育所がもう少し延長してくれれば、こんな二重

保育をしなくても済むわけです。

それで、私はやはりおかしい、国の税金でまかな

われている認可保育所が、どうして納税者である

国民の働いているお母さんたちの、もう少しあと

1 ～ 2時間延長してほしいという願いに応えない

のかと思ったのです。看護師さんやジャーナリス

トなどは夜の 10 時や 11 時まで、あるいは 24 時

間勤務か、3交代で夜勤務する人もいるでしょう。

土曜日だって、勤務する人は流通業などでたくさ

んいるのに。

それで私は、厚生省にポピンズで保育園を運営し

たいと言いに行きました。そうしたら、せせら笑

われたのです。「中村さん、何言ってるの」と。「株
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式会社なんか、認可保育所はできないって法律に

なっているんですよ」と。だったら、法律を変え

ればいいと。そこから10年かかりました。保育

業界のヤマト運輸と言われました。

規制改革会議などで、オリックスの宮内さん（現

シニア・チェアマン）にも発言をしていただいて、

やっと 2000 年の 3 月に児童福祉法が改正され、

株式会社の参入規制が撤廃されたのです。それで、

横浜市に JR 東日本さんと組んで建物を建て、駅

から1分のところにつくったのが横浜市初の民間

保育所、またポピンズ第1号の認可保育所ですね。

（近藤）なるほど。そういうことがあったのですね。

（中村）ありました。もう闘い、闘いの連続。

ベビーシッターも最初はそうでした。当時の労働

省の家政婦紹介所は、「紹介業」の範疇なのです。

だから、家政婦さんが1時間800円で働くとする

とその1割の10％の80円しか紹介業はもらって

はいけない規制があったのです。ところが、ポピ

ンズは事前に徹底的に研修をしますのでそれでは

やっていけません。

それを労働省に掛け合って、ナニー業を「請負業」

に変えていただいたのです。請負業は、お医者さ

まや、あるいは大工さんと同じように、ある一定

の技術を持った人が、行った先で誰からも指示も

得ずに、そこで自分の技術をきちんと提供して、

そして報酬を得る。だからこそ、私が派遣するナ

ニーは、徹底的に研修したプロのベビーシッター

でないといけなかったのです。

（武内）先進的な経営をされていると感じるとこ

ろは、ポピンズの保育所が、早くから駅型であっ

たり、マンションに入っていて、利用者のニーズ

がいち早く捉えられていることです。

（中村）社会福祉法人が保育所をつくるときには、

1億円の建物を建てますと言うと、ほとんど全額

が国や自治体からお金が出るのですが、株式会社

はゼロなのです。だから、建物は建てられないわ

けです。

最近では、建物を建てるときに、株式会社にも補

助金を出す自治体が出始めてきたので、大規模の

保育所がつくれるようになりました。しかし国は

長年公立保育園と社会福祉法人ができなかったよ

うな延長保育、早朝、深夜保育、休日保育、さら

には病児保育などを株式会社に開放してきたわけ

です。

そういう制約がある中でも、結局ポピンズの保育

園は全国151カ所へ急激に広がっていきました。

自治体初の株式会社の保育所を運営してほしいと

多くの自治体から指名がきます。ポピンズは非常

に評判がよく、第三者評価でも満足度が高いので、

自分の自治体で初めて株式会社を入れるのだった

ら定評のあるポピンズにお願いした方が安心、安

全ということだと思います。東京都新宿区で初の

認可保育所もポピンズ、北区も杉並区も初で、自

治体から選ばれて認可保育所の運営が広まってき

ています。

（近藤）急激に事業を拡大していくときに、ナニー

さんの教育に加え、保育士さんの確保など、その

辺の制約を感じることはありますか。

（中村）あります。去年は全国で21カ所新しい保

育所をつくったのです。それで、今年4月入社は
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376 人の保育士さんです。去年は 350 人の保育

士さんです。来年の4月にも300人以上の保育士

採用が必須です。

ところが、この保育士さんが全国に 120 万人有

資格者がいるのに、働いている人は40万人しか

いません。そして毎年4万2000人の保育専門学

校の卒業生がいるのに、その半分しか保育の現場

に出ません。せっかく国家資格を取っているのに。

私が今、国に言っているのは、2年間保育士専門

学校に行くだけで、安易に国家資格を与えないで

ほしいと。卒業して適性・不適性があるので、イ

ンターンでも何でもいいので、1年から2年まず

現場に入っていただいて、それで園長先生がその

人の資質を見極めていただいた上で、国家資格を

与える必要があると思います。

一方で1回社会に出てしまった大卒や大学院卒が

保育士を魅力的な仕事だと思いなりたいと考える

と年に1回の国家資格に受験をするわけです。そ

の合格率が19％なのです。ひどいでしょう。

（近藤）合格率が19％というのは、驚きました。

（中村）そこで国にずっと規制改革を訴えて、国

家試験を年2回にさせたのです。また、保育園は

朝の7時から夜の20時や21時まで開いているの

ですが、今までは最低2名の保育士を配置する決

まりになっていました。早朝から保育士が2名必

ずいるとすると、朝 7 時に来た人はシフト上 15

時ぐらいに帰さなければならず、保育士不足の中

で15時から来てくれる保育士はなかなかいない

わけです。だから、早朝や夜間には1人にしてく

ださいと。その代わりきちんと研修をした子育て

経験者や子育てサポーターを別に配置して、子ど

もを安全に見ると。この規制に関しても緩和に向

け動き出しました。

（近藤）そうだったのですね。

（中村）さらに、つい先日100年戦争といわれて

いた規制を改革させました。今、認可保育所で働

く資格は100％保育士に規定されているのです。

ですがこの保育士不足の中、もうそれはやめま

しょうと。例えばなぜ3歳児の子どもに幼稚園の

先生は駄目なのかと。

例えば5歳児で来年小学校という人に、なぜ小学

校の資格を持っている人が駄目なのですかと。そ

れから、音楽や体操、絵の専門職を身に付けた先

生が、なぜ駄目なのですかと。それから、0歳児

のところで、子育てを何人もしてきた方がなぜ駄

目なのですかとこれを全て言い続けたのです。そ

の結果、来年から3歳児以上は幼稚園教諭、5歳

児は小学校教諭が保育園で働ける方向に動き始め

ています。

（近藤）本当に当たり前のようなことですね。

（中村）保育士専門学校は、厚生労働省の管轄、

幼稚園の先生は文部科学省の管轄。幼稚園の先生

が保育園で働きたいのだったら、もう1回、保育

士の資格取れと厚労省は言ってきたわけです。そ

れに対し、人柄というか人間教育ができるのは、

何も資格ではないですと。

今までは、弊社は人柄を重視し、保育士が10人

面接に来たら7人不採用にしていたのです。どう

いう電話の仕方、話し方をするか、電話の切り方

はどうか、面接に来たときに、冬だったらコート
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をきちんと脱いでご挨拶して来るか、どういう服

装やヘアスタイルで来るかというのをポピンズの

スタンダードから見ていって、不採用にしていま

した。ところが、保育士不足の今はもう資格を持っ

ているだけで、高評価になってしまっています。

そうなると現場のレベルがどんどん下がっていく

のです。

子育て経験者や大学院卒、幼児教育をしてきた人

や臨床心理士、発達心理の勉強をしてきた人の方

がよっぽど保育のレベルが上がるのです。これま

で 100 年戦争で、規制緩和が突破できなかった

のが、もういよいよ安倍総理が50万人分の保育

所をつくる、そして保育士不足が全国的になって、

中村もがんがん厚労省に言うものですから、ここ

にきてやっとドアが開きました。

（近藤）すごいですね。

（中村）本当の意味で、子どもは地域社会の中で

いろいろな目線、いろいろな人材によって育てら

れるべきだと思うのです。

別に保育士だけである必要は全くありません。

60を過ぎたシニアの方たちが地域の中にいるで

しょう。男の人でもいいのです。週に1回入って

きてくれて、おもちゃで一緒に遊んでくれたり、

おもちゃが壊れたら、それを一緒に直してくれた

りあるいは、おばあちゃまが入って来て、ゆっく

り絵本を読んで聞かせてくださったり、あるいは、

お散歩のときに一緒に安全を確認してついて来て

くださったり、お昼寝のときに保育士さんが一生

懸命連絡帳を書く間、お子さまたちを安全に見て

くれていたり、やれることはたくさんあるのです。

（近藤）保育士でなくても地域の人材をナニーさ

んとして教育をしていく、人材育成のプログラム

をポピンズさんは持たれています。その適用の範

囲は今後どんどん広がっていくように思います。

ポピンズのベビーシッター・サービスの特

（近藤）ポピンズは先駆的でしたが、現在、多く

の会社が同様のベビーシッター・サービスを展開

しています。その中で、ポピンズの特長にはどの

ようなものがありますか。

（中村）まず、一つは事前研修が徹底されている

ということです。それから、コーディネーターが、

必ずお客さまとナニーさんの間に入って、お客さ

まにどういうニーズがあり、どのナニーが最適か

を見極めています。

自動マッチングといって、4億ぐらいかけてシス

テム開発をしたのです。それが今年の6月に完成

したのですが、これによって利便性を求めるお客

様のWEB上での当日オーダーも100％可能です。

これは弊社が先駆けたのです。

ポピンズは1993年の警視庁の婦警さんたちを対

象にしたサービスを皮切りに法人契約をスタート

ナニーと電車
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しました。緊急時、例えば今朝起きたら子どもが

熱を出しています。だけど仕事を休めないといっ

たときに、ポピンズにお電話なりメールをもらう

とそれから1 ～ 2時間後にはそのお宅にナニーを

送れるというシステムを作りました。現在ではト

ヨタ自動車など、法人契約をしている企業は250

社。1年間で、ものすごい勢いで増えています。

企業の子育て支援は、まず1年間の育児休業をつ

くったでしょう。出てきたら、今度は時短制度を

つくりましたでしょう。さらにお金のある会社は、

事業所内保育所を作りました。だけど、今、進ん

でいるところは、もう一歩先の子どもが熱を出し

たなど、緊急時にベビーシッターでサポートする、

そこに会社が利用料にお金の補助をします。これ

が今、一番進んでいる企業としての子育て支援方

法です。

ある大手の銀行は、年間 300 人ぐらい女性の育

児休業が出てしまうわけです。そうすると、戻っ

てきたはいいけれども、今度はその人たちが時

短で16時頃帰ってしまうと、もう仕事が回らな

いわけです。今、大手の企業は1年間、育休を取

らないで、例えば半年間で出てきてもらう、8カ

月で出てきてもらって、そういうときに入れる保

育所がなかったりしたら、そこは全てベビーシッ

ターを使ってよろしいと。それでもいいので、な

るべく早く復帰してフルタイムで仕事をしてくだ

さいと。そうでないと、特に東京などでは回らな

くなってきたのが現実なのです。

弊社のサービスの差は、要するに一人一人のナ

ニーの研修に大変力を入れていることと、それか

らコーディネーターがきちんとお客さま側に立っ

て配慮することと当日オーダー 100％お約束で、

これら３つは他社ではどこもできません。

（近藤）ナニーの事前研修を確立しているのは、

ポピンズさんならではの考え方ですか。

（中村）そうです。ポピンズナニースクールを開

講しています。ここには3カ月間や半年間のコー

スがあって、週に1回ずつ来ていただいて、本当

に必要な保育マインドから始まって、緊急時のお

子さまの対応、救急救命、衛生面、安全面、それ

から 0 歳、1 歳、2 歳、3 歳、4 歳、5 歳、各年齢

別の発達の勉強をします。

それから、スペシャルニーズといって、最近は発

達障害や自閉症児の子が多くて、やはりそういう

専門的な研修教育もしていかなければいけないの

です。

それから、業界初 ISO9001 を取得しました。要

するに、国際的な品質、クオリティです。国際品

質の ISO9001 で評価された質でサービスが提供

されるという安心感です。

やはりそういう違いをきちんと理解していただか

ないと、「何、いいじゃない、こちらの方が安い

のだから」となってしまいます。

グローバル社会の人材育成をもとめて

（武内）エデュケアと呼ばれる知育や幼児教育は、

ベビーシッターとは違うのですか。

（中村）違います。ナニーは、家庭に派遣されて

いくもので、「エデュケア」は、ポピンズナーサリー

スクール（保育園）の理念です。

ハーバード大学やスタンフォード大学には、教授

や助手の方々のために、キャンパスの中に5 ～ 6

カ所ずつ、ナーサリースクールがあるのです。そ
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こでは、彼らは、脳科学で、子どもは0歳からど

のくらい脳が発達しているかという側面から、教

師たちがアプローチするわけです。

ところが、日本では、発達心理だけで子どもの教

育が見られてきました。また、日本は今から10

年ぐらい前に育児休業制度が入って、0歳児と1

歳児が急激に入ってきたわけです。今、二万何千

人の待機児童がいますが、その 85％は全て 0 歳

と1歳の2歳児未満です。

私はここにはたと気が付いて海外では0歳、1歳、

2 歳をどのような捉え方をして、どういうアプ

ローチをしているかというところから、ハーバー

ド大学、スタンフォード大学の勉強を始めました。

0歳からただ寝かして、子守歌を歌ってミルクあ

げているだけじゃないのではないか。保育所でも

このとき0歳の脳の発達のシナプスに合わせた環

境設定、例えば、どういうものをそばに置いてあ

げるか、どういう音を聞かせるか、どういう語り

掛けをしてあげるかなど、それらが脳の刺激にど

のようにつながっているかを、私たちは0歳から

のエデュケアという形にして、ポピンズアプロー

チというテキストブックを作ったわけです。

（近藤）昨日、名古屋大学の保育園にうかがった

のですけれど、そこにも適用されているのですか。

（中村）はい。

ポピンズアプローチというテキストブックを、内

田伸子先生（元お茶の水女子大学副学長）に総監

修をしていただきつくりました。ハーバード大学

のプロジェクトゼロの研究員であるベン・マーデ

ル (Ben Mardell) 先生と 2 年間、定期的なスカイ

プ会議で日米でのやりとりを続け、6月に日本に

ベン先生を招いてシンポジウムを行いました。ド

キュメンテーション、要するにお子さまをいかに

観察していくか、その観察した中から、どういう

支援をすべきか。指導をするだけではなくて、子

どもがそもそも持っている力や能力を、どう観察

の中から発見し、その子がしたいことを支援して

いく、それらの方法をテキストとしてつくったの

です。それがエデュケアなのです。

ポピンズ国際乳幼児教育研究所（PIICS）では、ハー

バード大学とスタンフォード大学と一緒に共同研

究が始まっています。ハーバード大学と取り組ん

でいるテーマは、グローバル社会で活躍できる人

間を育成するには幼児期からどのような活動や視

点が必要かということです。これからはグローバ

ル社会の時代だと言うでしょう。だったら、そう

いう人間を育てるためには、保育園で1日10時間、

13 時間、5 年間も預かる中で、保育士たちがど

ういう環境設定で、どういう刺激を与えると子ど

もたちがグローバル社会に通ずる人材になってい

くのかを3－5才児を対象にした研究はまだあま

りなされていません。だから、それを今、ハーバー

ド大学と研究するのです。

それから、スタンフォード大学と取り組むのは、

キャロル・ドゥエック（Carol Dweck先生）とい

う心理学の教授が唱えるすくすくマインドセット

（成長型マインドセット）です。有名な社会学者

であるベンジャミン・バーバーの言葉をキャロル

先生もよく引用されます。それは「私は人間を弱

者と強者、成功者と失敗者とには分けない、、、学

ぼうとする人としない人とに分ける」という言葉

です。私たちポピンズでは、どの子も一生、挫折

しても失敗しても、そこからまた前を向いて学び

続ける心を持つ子に育ってほしいわけです。
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（近藤）素晴らしいですね。

（中村）それで、今年からキャロル先生の指導で、

ポピンズの保育士とともに、保護者に対して1週

間に数回キャロル先生の考え方をベースにしたい

ろいろな言葉掛けの例を届けることにしました。

お父さま、お母さまもそれを見ながら、今までこ

ういう言葉を簡単に子どもにかけていたけれど、

こういう言い方よりも別のより好ましい言葉掛け

があるのだと気が付いていただく。これを今後１

年以上にわたり行い、子どもたちに変化があるの

かを検証していきます。

（近藤）今から実験するのですね。

（中村）そうです。私はこれが確立できたら、全

国の2万何千カ所の社会福祉法人だとか公立関係

なく、日本中の子どもたちが、これから中国やイ

ンドや韓国等アジアの国々の中で沈没していかな

いように役立てたいと思います。もうハーバード

大学に行っても、スタンフォード大学に行っても、

日本人の影などは全然ないです。中国人とインド

人と韓国人ばかりです。

だから、私ができるところから、まず影響は小さ

いかもしれないけれど、何か手立てをしたいと思

うのです。

女性の活躍について―経営者に求められる哲学―

（近藤）今、女性活躍促進法ができて、企業をは

じめ、いろいろなところで女性の活躍を支援する

取り組みが行われていますが、それらを見て、ど

う思われますか。

（中村）面白いことに、今、経団連が安倍総理と

一緒になって、2020年までに女性のリーダー的

な立場の人を30％にするといって、最近15％へ

と引き下げたものの、以前に比べたらいい数字に

なりつつあります。JAFE のメンバーは今、だい

たい企業の初の執行役員が入ってきていますが、

今年に入っただけでも今まで部長だった人で執行

役員になった人がすごく増えています。女性の社

外取締役も増えていますが、本当の力がない人が

やっても良くないと思います。私は結構、辛口で

言っていますけれど。本当に経営するって大変な

ことなのですよ。

（武内）会社の方針やリスクに対する対応などは、

社長がトップとして判断されることが多いと思う

のですが、社長だけではできない部分を周りの方

が支えているわけですね。

（中村）結局は、最後は最高責任者であり、決定

者は社長一人なのですね。だから、周りにいろい

ろな人がいたとしても、最後はこちらがこれと決

めていく。もう決めたらば、これは絶対に責任を

取らなければいけないです。

やはり直感というか、ずっと真剣に仕事のことを

考えてくると、この方向が正しいか正しくないか

は見えてくるのです。自然に心が定まってくるま

で、焦らないで待つ。だけど、無理してやってし

まったとすると、失敗することもあるのです。

私も今まで、たくさんの失敗、大きな失敗もしま

した。一番大きかったのは、霞ヶ関の某省の中に

保育所を入れる話がポピンズに来て、2年間、話

を煮詰めていって、最後のところで、随意契約が

できないので、北海道の会社を呼んで、運営委員
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会で決める形にしたのです。

その北海道の会社は実は、過去に、私を北海道に

3回呼んで、青年会議所や商工会議所で講演をさ

せていたのです。そこから得たヒントをもとにポ

ピンズと同じような提案を3分の1のコストで出

してきたのです。社内で試算をしたところ、年間

2000 万から 3000 万の大赤字ということがわか

りました。その後、残念ながらその北海道の会社

が運営することが決まってしまったのです。もう

私は、返事が来たときに、椅子から立てませんで

した。

初めて霞ヶ関に保育所が入ったので、年間三百何

十人の視察が海外から、それから天皇陛下が来た

り総理大臣が来たり、一躍その会社が有名になっ

てたくさんの仕事が入ってきたわけです。赤字が

ペイされるわけです。

私は、本当に自分の経営判断が間違ったのかと思

いました。ところが、それから何年かたって、そ

の省が新しいビルを建てて移動したときに、人事

課から、ポピンズでやってほしいと。要は保育の

質が問題だったのです。そしてその会社は、力も

ないのにたくさん受けてしまい、会社の経営が傾

いて、おもちゃ会社に転売され、今は運送会社に

売られました。

（近藤）今後の見通しはいかがですか。

（中村）今後、2020 年のオリンピックのときぐ

らいまでは、今と同じように待機児童や保育所の

需要は増え続けると思いますが、だいたい2018

～ 2019年ぐらいから、待機児童もいなくなりま

すので、今度は、保育所がつぶれていきます。あ

まり大したことのない質の保育をやっていると、

保護者様たちがそこを選ばなくなってきます。今

はどこの園でもいいから入れてくださいと待機を

しているけれど、今度は、お母さまたちは選んで

「ここに入れたい」となるので、保育の質で淘汰

されていくと思います。

本当に、全て、やはりリーダー次第だと思います。

子どものことでお金もうけしようということが、

土台間違っています。うちは株式会社で、適正な

利潤は出さなければいけないけれど、てんこ盛り

の利益なんか、出るはずがありません。

だから、何らかの哲学がなければ。これからの日

本を背負って立つ子どもたちのために何かをした

いし、とにかく働く女性を応援したい、ここに私

の立脚点があるわけです。働く女性を応援するた

めには育児だけかと思ったら、介護もあったとわ

かり、働く女性を育児から介護でサポートする事

業をつくり、そして、ただ、サポートをするだけ

ではない、徹底的に最高水準のサービスをつくろ

うということが、ミッションなのです。

それから、私はやはり生涯学習施設の全てに託児

所があるべきだと思っています。生涯学習施設は、

全ての大学、美術館、博物館といった人々が集ま

るところで、美術館や博物館に子連れで行っても

いいではないですか。子どもはうるさいからと言

うけれども。そこに託児所があれば、お母さまは

その子どもさんを預けて、育児休業中であっても、

しばしその文化やアートに触れて、自分自身を高

めていけばいいでしょう。

今年は教育再生会議のメンバーだったのですが、

私は、やはり育児休業中のお母さんが、大学に戻

れるようにということで、生涯学習施設、特に「女

性と地方の大学」ということで提言をしたのです。

今後大学が生き残っていくためには、これからの
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女性がさらに育休中を自分のキャリアのステップ

アップにして、大学に週に1回でも2回でも子連

れで通って、大学にある保育所、託児所に子ども

を預けながら授業を受けるなど、そういった視点

が必要ではないかと思います。

(2015年12月11日・大阪市内にて)



070 研究者を志す君へ- 医学部では -

医師となるには、医学部卒業後に研修医(前期2

年間、後期2年間)を経て大学院生や医員の身分 (一

般的に5 ～ 10年間) が続く10年以上の間、医師

としての技能や研究能力を磨くことになる。この

期間女性医師は全医師の約 20 ～ 30％を占めて

いる。しかし、何ら身分の保障は無い状況であ

る。関西医科大学研修医過労死事件をきっかけと

して「研修医は労働基準法に定める労働者にあた

る」という最高裁判決が2005年に出され、適正

な給与の支給と待遇の向上が期待された。これを

受けて前期研修の2年間は労働条件が改善されて

いるが後期研修以降の医師は旧態依然とした働き

方をしていると言える。医員として研究を続けて

いる医師は、診療が済んでからが自分の研究時間

なので、多くは午後7時頃から研究室で実験など

を始めるわけである。このような生活の後、35

歳～ 40歳頃にやっと助教になるわけだが、この

時点で女性医師の比率は10％未満にぐっと減少

する。女性医師が医員や大学院生の身分で結婚、

出産となると、その身分保障は全くなく、産休を

1885年に日本初の公許女医一号である荻野吟子

が誕生し、凡そ 130 年にあたる今、女子医学部

生は平均して全体の30%を超えている。しかし、

我が国の女性医師は 6 万人で、総医師数 30 万人

の約20％である。欧米先進諸国においてはすで

にその割合は 30 ～ 40％を占めており、我が国

においても10年を待たずして勤務医の凡そ半数

を女性医師が占める時代が来るといわれている。

しかし、女性医師の年齢別就労率は、子育て世代

である30歳代で落ち込むM字カーブを描き、一

般女性労働者よりも高いものの約80％まで低下

する。女性が継続して能力を生かせる環境を作ら

なければ我が国の高い医療の質や医学研究を維持

するのが困難になることは必至と考えられる。こ

のような中、多くの病院や医学部で女性医師の離

職防止・再就職支援が少しずつ進んではいるが、

一筋縄ではいかない状況である。その理由の一つ

として医師としての教育・修練が徒弟制度的に行

われてきたという歴史がある。

研究者を志す君へ	- 医学部では -	

樗木晶子
九州大学病院きらめきプロジェクトキャリア支援センター 副センター長
九州大学大学院医学研究院保健学部門教授
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1.	ステップアップ外来システム

「きらめきプロジェクト」の幹となる取組は女性

に限らず育児や介護、自分の病気などのライフイ

ベントにより休職や離職を余儀なくされる医師た

ちのキャリア支援である。専門医の取得を含めた

キャリアの継続や休職後の復職支援のため、非常

勤で勤務できるステップアップ外来システムを定

員枠外で設立し、自身の専門領域で外来診療や検

査業務に携わることを可能とした。

多様な状況にある医師が十分にその能力を発揮で

きる職場環境を整備し、最も困難な時期を乗り越

えることができるシステムが必要だ。これをやる

のは、やはり教育機関でもあり人的資源にも恵ま

れている大学病院の役目だと思う。ステップアッ

プ外来システムでは短時間勤務と言えども、各々

の専門分野で外来診療や技能を磨くことができる

検査業務を中心として働くことができるので、専

門性を継続することができ、一定期間の後には専

門医取得や常勤医師として復帰することが容易で

ある。短時間であっても専門的診療に携わってい

るということが常勤職に復帰する際の心の壁を低

くする。この活動の中心としてきらめきプロジェ

クトキャリア支援センターを設立し、病院長がセ

ンター長として運営に参画している。これまでの

9 年間に、49 人の医師がそれぞれ 2 ～ 3 年間こ

のシステムを利用し、既に19人が常勤に復帰し

ている。また、この間に9人が新たに専門医も取

得することができ、将来のステップアップに繋げ

ている。女性医師を多く抱える各科の診療科長や

医局長の認識も変わり、個人に対応した人事が行

われるようになってきた。

とった時点で退職となり、その後の復職は所属す

る医局のトップの理解と同僚の協力体制の有無に

依存しているような状況と言える。従って、医師

として一人前になる修練に加えて自分自身の研究

分野を確立する時期が結婚･妊娠・出産というラ

イフイベントとまさに重なることになり、常勤医

師として残ることも研究者として医学部に残るこ

とも困難を極めることになる。九州大学病院には

短時間正規職員制度や短時間医員という制度が未

だ導入されていないため産休終了後の乳児を抱え

る女性医師が復職を希望する場合など、正規職員

しか選択の余地がない。十分な保育サポートや社

会的支援が得られない限り、通常の医師と同等の

100時間/週におよぶ長時間労働や当直をこなす

ことは困難な事が多く、医師として修練の中途に

ありながら、結果的には育児と両立できる個人医

院での非常勤医師としての道を歩まざるをえない

状況となった同僚や後輩を沢山見てきた。我が国

の医学部では女性医師が臨床医として自己を確立

することに加えて研究者としても独自の分野を切

り開いて行くことは “ ライフ ” の多くを諦めざる

を得ない状況だったと言える。貴重な人材の損失

だと思う。

九州大学病院での女性医師の離職防止・再就職支

援の契機は平成19年度文部科学省大学改革等推

進事業の採択により、女性医師・看護師の臨床現

場定着及び復帰支援のために「女性医療人きらめ

きプロジェクト」が立ち上げられた時に遡る。こ

のような厳しい医学部の環境下で女性医師のみな

らず全ての医師が働きやすい職場環境を作るため

種々の問題に取り組んできた。以下に具体的な取

り組みについて紹介する。
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2.	女性医師の現状調査

このプロジェクトが始まってすぐに、本院および

関連病院に勤務中の女性医師に慢性疲労度、精神

的健康度、女性が働き続けることによるストレス、

生きがい、職場満足度、人的サポートなどについ

てアンケートに答えてもらった。613名に調査票

を発送し回収できた 208 名の現状調査から様々

な事が分かった。慢性疲労度は約30％の女性医

師に、精神的に不健康と感じる女性医師は44％

にみられた。女性が働き続けることに対する様々

なストレスを30％の女性医師が感じており、職

場環境に関する不満（特に休みをとれない、福利

厚生の不足）は40％にみられ、育児・介護サー

ビスを利用できている人は10％以下という結果

であった。さらに、趣味や自分自身のことに割く

時間が無く、自分のライフスタイルを維持でき

ないと感じている女性医師は60％と多数であり、

人的サポートがある医師（相談できる相手がいる

こと、アドバイスをくれる人がいるなど）は50%

程度であった。ほとんどの女性医師がサポートを

身近な人に求めており社会的支援が整備されてな

いことが明らかだった。しかし、看護職に対して

は産休や育休などのシステムが整備されているに

も拘わらず、多くの女性医師が「生きがいがある

か」という問いに対して「ある」と答えた割合は

看護職より高い結果であった。プロフェッショナ

ルとしての教育の質の高さと職業としての社会的

価値の高さを示していると思われる。この結果を

もとに本院や関連病院に勤務している女性医師の

抱える問題を解決するための方策を立て、この取

組を行う際の基礎データとして活用してきた。ま

ずは福利厚生の改善として平成 21 年 10 月には

やっと終夜保育、病後児保育を行う院内保育園を

開設でき制度的な整備を少しずつ進めてきた。こ

れからの問題は医師の抱える精神的なストレスと

健康との関連をより明らかにし、どのような対策

や支援がストレスを緩和し健康維持に必要である

か検討を進める必要がある。また、男女に関係な

く勤務医の置かれている現状を広く発信すること

により医師全体の労働環境やストレスに対する一

般社会の理解も深まることを期待している。

3.	医師のネットワーク構築

きらめきプロジェクトのホームページを介して

様々な立場の医師や学生がネットワークに登録し

ているので、学外の女性医師とも交流を広げてい

ければと考えている。県内外の医学部を擁する大

学との交流も始まっており、他施設とのネット

ワークシステムを構築することを目指している。

顔の見えるネットワーク作りとして毎月スタッフ

ミーティングやランチ会を開催している。実際に

意見を交換することにより、身近な問題の共有を

図り、お互いのモチベーションの維持やこのよう

なプロジェクトの運営に関わることによる運営能

力の涵養にも役に立っていると思われる。とかく

研究者や医師という職業は個人で成り立つことが

若手だけのランチ会
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多く、研究、医業を真面目にコツコツとやってい

れば若い間は事は済む。しかし、働きにくい医療

環境を変えて行くには組織の一員として他者のた

めに貢献するという経験が非常に大切だと思う。

4.	医学部生に対するジェンダー教育、性差
医学、プロフェッション教育

医学部生は男女ともにその能力を最大限に社会に

貢献していくことを期待されており、それに答え

ていく責務もあることを学生の早い時期から考え

てもらうことは必須と考える。本取組により医学

部1年生に一般教養としてジェンダー学の講義を

２コマ、医学部2年生には性差医学入門を2コマ

継続して開講してきた。プロフェッションを培う

に十分な時間とはとても考えられないが、生物学

的な性差を生かしながら男女がともにその能力を

フルに発揮でき、仕事としての医療においてだけ

でなく人として人生を豊かなものにすることを考

える入門編となればと願っている。

5.	学生交流会の開催

これから医師となっていく学生に色々伝えたい思

いを持っていても日常の教育･臨床現場では、な

かなか伝える機会がない。年に1回ではあるが、

様々な講師を呼んで医学と異なる分野の見聞を広

めて貰うとともに先輩医師との交流から自分の

ロールモデルと出会えるチャンスも作っている。

九州大学では女子医学部生の比率は10 ～ 20%と

大学全体の平均女子学生比率より少ないが、学生

時代は何ら差別もなく、自分の将来に対する漠然

とした不安感を持ってはいるものの現実感はない

のが現状と言える。

6.	医療関係者の啓発

これまで年に1回、きらめきプロジェクト講演会

を開催し医療関係者の啓発を行ってきた。

初回の平成19年度は、講師として内閣府で男女

共同参画を含む我が国の行政に長年携わってきた

元内閣官房副長官、古川貞二郎氏を招聘したこと

により、本講演会に女性医師だけでなく 250 名

もの男性教職員が集まり広く本事業のキックオフ

を公報することができた。女性医師のみならず教

職員に対するインパクトのある講演会となった。

平成20年度は医学、歯学、看護領域で活躍する

心臓外科医の野尻知里氏、歯学部出身で神経発生

スタッフミーティング

学生交流会
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学の基礎研究者として、また、東北大学で男女共

同参画の推進に尽力している大隅典子氏、看護師

で地方行政に市会議員として参加し地域医療に貢

献している馬庭恭子氏から「女性医療人の生き方　

三人三色」と題うって型にはまらないパワフルな

女性医療人の話を聞くことができた。

平成 21 年度は「組織を変えると女性が変わる」

というテーマを掲げ、女性医師の活用で病院を活

性化させた大阪厚生年金病院院長の清野佳紀氏、

我が国の性差医学をけん引して医療の在り方を示

しつつ、女性医師に対する支援を継続している天

野恵子氏、看護の分野から病院を活性化し質の高

い地域医療を推進している看護部長二人(萩市民

病院看護部長　原田博子氏、近森病院看護部長　

(久保田聡美氏)の講演会を開いた。組織を動かし

変えるにはトップの意識改革無しには不可能であ

り3年間の文科省事業を推進してきた最終年にあ

たり、「トップに変わってほしい」その願いを込

めて開催した講演会だった。

九州大学病院独自予算による運営となってからが

このプロジェクトの正念場であり、平成22年度

には岡山大学で同様に女性医師支援に取り組んで

いる片岡仁美氏から「女性医療人キャリア支援と

その未来 -岡山の取り組みより－」と題してその

活動を紹介してもらった。これから独り立ちしよ

うとしている九州大学病院のプロジェクトに対し

てエールをいただいた。

平成23年度はNPO法人女子教育奨励会理事長の

木全ミツ氏による ｢心から慕われ、期待され、尊

敬される健全な社会となるために｣ というテーマ

での講演で、日本に留まらずグローバルに活躍し

ようというメッセージをいただいた。

平成24年度はこの活動が九州大学病院だけで留

まっては発展しないことを意識して、福岡県内の

基幹病院院長で医療経営の専門家でもある尾形裕

也氏を招き女性医師支援が医療経済的にも重要で

あることを「我が国の医療経営・医療政策」とい

うテーマで講演していただいた。これからの我が

国の医療経営のあるべき姿を学んだ。

平成25年度は海外に目を向け、アメリカ女性の

ワークライフバランスを知ろうと在福岡アメリカ

領事館広報担当領事マイケル･チャドウィック氏

より ｢ワークライフバランス～アメリカ編～｣ と

いうテーマでアメリカ事情を紹介いただいたが、

意外にもアメリカの働く女性も苦戦していること

に驚いた。

平成26年度にはやっと誕生した九州大学病院産

婦人科女性教授の加藤聖子氏に「キャリアアップ

へのヒント」と題して、女性医師として辿ってこ

られたキャリアを紹介いただいた。

平成27年は原点に戻り、女性医師支援が叫ばれ

るようになり 10 年経とうとしている現在、そ

の現場で働く女性医師達の現状はどうなのか、

JCHO大阪病院の消化器外科医である河野恵美子

氏に外科医としてキャリアを積んでこられた苦労

話を含めて臨床現場で働く生々しい現状を紹介し

ていただいた。改めて多くの方々から支援してい

ただいたことに感謝したい。
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このように9年間続けてきたプロジェクトから成

果は着実に出ている。定員枠に上乗せして働いて

いる非常勤女性医師の活躍は、猫の手も借りたい

外来診療や検査業務にゆとりをもたらし、医師全

体の職場環境の改善に繋がっている。きらめきス

タッフとして女性医師の雇用費をはるかに上回る

収益をもたらし、自身のキャリアの継続にも繋

がっている。常勤に戻ることが前提でのキャリア

アップシステムだから、これからのきらめきス

タッフの活躍も期待される。またこのようなきら

めきスタッフの1年間の集大成を1枚のポスター

に表現し、外来患者さんも見ることのできるギャ

ラリーに3月末には毎年掲示している。一般の方

に医師の労働環境を知って頂くことにもなる。

様々な人材を活かし組織の活性化をはかるために

はライフサイクルに応じた働き方を寛容する制度

や、性差だけでなく多様な人材を受け入れる事が

必要であると考えている。男性とは異なる時間ス

パンだが、平均してより長く生きる女性が生涯で

為しえる社会的達成度ははるかに質量とも高いも

のとなるはずだ。男性、女性と二極的に単純に分

かれたヒトがいるわけではなく、男女ともに様々

な環境で生きている人がいる。男性医師が一時期

歩調を緩めるために、非常勤として家庭や自身

のバランスを回復する働き方をしても良いわけ

だ。男性と対等にキャリアを紡いでいる女性医師

も多くいるわけで、このような女性医師が抱える

問題に対するサポートも考えていかなければなら

ない。男女共同参画の推進のキーワードは女性の

Sustainability であり、これこそ女性の強みと言

える。

私の夢は、女性が男性と同じ価値観を求めて同じ

存在となるように競い追いつくのではなく、それ

ぞれの生物学的性差を最大限に生かし、異なる価

値観が共存する平盤な社会を築く事である。多様

性を活かす社会では、ヒエラルキーのトップに君

臨する従来の男性社会型リーダーやボスは必要な

いと考えている。画一的な従来社会の評価基準に

甘んじない多様性を寛容する平盤型社会では、そ

れを構成する個人は、ヒエラルキー型の構成員が

ともすれば「寄らば大樹の陰」的な責任回避に走

ることがあるが、それは許されるべきではない。

多様性を寛容する社会とはいかにも緩い社会のよ

うに誤解されるが、多様性が許される以上、その

新しい社会がきちんと機能するためには、構成す

る人々が各々に果たさねばならない責任は、ヒエ

スタッフ発表会

スタッフ発表会
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ラルキー社会以上にしっかり問われることにな

る。即ち、個人が自分の能力を生かせると共に、

自分の行動に責任を持って “ きらめく ” ことが期

待される。

きらめきプロジェクトで働いている女性医師だけ

でなく、これから「医師や研究者をめざすすべて

の君」たちに「チャンスも責任もフェア」な社会

を生き抜くしなやかな強靱さと、発想の豊かさ、

初々しい感性を失わずに日々を切磋琢磨していた

だきたいと願っている。
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九大フラッシュ
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Ⅰ．基本理念

平成11年に成立した男女共同参画社会基本法は男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決

定する最重要課題」であると明記しています。この法のもとでは全ての人が、性別にかかわらず能力を

十分に発揮して活躍し、あらゆる分野において対等に参画する機会が確保される社会を目指しています。

九州大学は、明治44年の創設以来、創造性と多様性を尊重し、自由闊達な学風に基づく知の探求を推

進してきました。今後はさらに、変化する社会情勢及び経済社会のグローバル化に対応した男女共同参

画の一層の発展をめざし、すべての教職員と学生がその個性と能力を十分に発揮できる環境の実現に向

け基本理念を以下のように掲げます。

 ・男女共同参画の発展と情報発信

 ・仕事と生活の調和、修学・就業環境の整備

 ・国際的視点を含めたダイバーシティを尊重する教育・研究の推進

 ・立案及び決定過程における男女共同参画の推進

Ⅱ．基本方針

本学は、以下に掲げる基本方針に従い、その具体的方策の実施に努めるとともに、実施状況等を学内外

に向けて公表します。各部局は、本学における基本理念や基本方針を踏まえ、部局における男女共同参

画を推進するための方針を定め、その実現に向けて計画的に取組むこととします。

１. 男女共同参画の発展と情報発信

男女共同参画を推進し、発展させるためには、九州大学における現状とその問題点を明らかにし、全

学で共通の認識を持つことが重要です。さらに部局単位で様々な取組みを推進する体制の整備が必要

です。

修学・就業支援をはじめとした男女共同参画関連の情報を学生及び教職員に向けて発信し、男女共同

参画社会への意識を醸成するとともに、仕事と生活の調和に関する意識啓発に努めます。

九州大学における男女共同参画　2016 年度− 2021 年度

平成28年4月1日
九州大学
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国、地方自治体、企業及び他大学などの学外組織とも連携し、情報交換を進めるとともに、九州大学

における活動を国際的にも広く発信します。

２. 仕事と生活の調和、修学・就業環境の整備

学生及び教職員それぞれが心身の健康を保持し、学業や仕事とそれ以外の生活を調和させることが望

まれます。それを可能とする適正な修学・就業時間を遵守するとともに、修学・就業環境を整備します。

また、学生及び教職員の修学・就業環境を著しく損なうハラスメント及びこれに類する人としての尊

厳を侵害する行為の防止・対策に真摯に取組みます。

３. 国際的視点を含めたダイバーシティを尊重する教育・研究の推進

学生が、社会や文化の中に存在する性差の問題への洞察力を備え、固定的な性的役割分担意識にとら

われず、国際的視点を含めたダイバーシティ（多様な価値観）を尊重できる社会人となるべく、男女

共同参画やジェンダー学関連の教育・研究体制の量的・質的充実を図ります。

自ら男女共同参画を実践し、かつ社会においてより良い男女の共生を可能にする社会システムづくり

に貢献できる人材、及びジェンダーに関わる様々な問題について考察、追究する研究者の養成に努め、

男女共同参画社会の実現に寄与します。

４.立案及び決定過程における男女共同参画の推進

教員、事務系職員を問わず、職位が上がるほど、女性の比率は低下する現状に対して、職位別の男女

比率を改善していく積極的な取組みを推進する必要があります。

特に教育・研究職及び管理運営業務職における女性の参画拡大は、男女共同参画において重要であり、

本学は、男女構成のバランスを考慮した、女性研究者等の採用・育成・昇任ならびに指導的地位への

登用を推進し、立案及び決定過程への男女共同参画の推進を積極的に行います。

Ⅲ．基本施策

基本理念、基本方針とこれまでの経過（後述）をふまえ、九州大学における男女共同参画の一層の推進

を図るため平成28年度からの6年間に以下の施策に取組みます。

１. 男女共同参画の発展と情報発信

 １)男女共同参画の理念の共有と推進体制の整備

 ・男女共同参画推進に関わる講演会、FD、研究会などを、学内のみならず、学外機関と連携を図り

ながら実施する。
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 ・男女共同参画委員会を部局に作り、部局の取組みが自主的に推進される体制を構築する。部局単位

のFD及び広報等を充実させる。

 ・教職員に対するFD等を推進し、男女共同参画に関する計画を立案・実施する体制を整備する。

 ・男女共同参画の現状について情報を収集し分析するとともに、本学の活動を適切に記録し、HP上

で公開する。

 ２)学内外に対する情報発信と連携の推進

 ・男女を問わず仕事と家庭の調和に役立つ情報や、女性研究者のキャリア形成に資する情報をHP上

で提供する。

 ・男女共同参画に関する課題の解決に多面的に寄与するために「年報」等を発行する。

 ・ニュースレター、リーフレット、ポスター、HPなど多様な広報手段を充実させていく。

 ・九州大学における男女共同参画の取組みや女性研究者の活躍について中高生をはじめ広く学外へ発

信する。

 ・国、自治体、企業、他大学、初等中等教育機関等との連携をはかり、男女共同参画を推進する。

 ・男女共同参画に積極的に取組んでいる海外の大学や諸機関との情報交換に努める。

２．仕事と生活の調和、修学・就業環境の整備

 １)仕事と生活の調和

 ・ライフイベントに関わる多様な休暇、休業制度の活用を推奨するため、啓発リーフレットの作成や

FD等を開催する。

 ・育児や介護などのライフイベントと仕事の両立のために、多様な働き方を可能にする情報環境及び

勤務制度を整える。

 ・女性教職員・学生が体調不良時や出産・育児期などに利用しやすい休養室を整備する。

 ・休日、夜間、出張時、ならびに子どもの病気の際に、仕事と育児の両立が図られるように、ニーズ

を適切に把握しながら、効果的な支援を検討し充実させていく。

 ２)出産・育児、介護への支援

 ・出産・育児期、介護、社会貢献等の理由で研究時間の確保が困難な女性研究者の研究補助者の措置

を継続する。
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 ・利用ニーズを踏まえて学内保育施設の適正な運用とサービスの拡充に努める。

 ・若手研究者等や学生からの調査結果を基に、出産・育児に関連した支援ニーズを把握し、キャリア

継続のための有効な支援について検討する。

 ・出産・育児を理由に研究の中断を余儀なくされた女性への復学・復職に向けた支援を検討・実施する。

 ・妊娠・出産及び育児や介護にかかる期間の教育・研究業績の評価方法について検討し、改善する。

 ３)ハラスメントの防止・対策

 ・学生及び教職員の修学・就業環境を著しく損なうハラスメント及びこれに類する人としての尊厳を

侵害する行為の防止対策に真摯に取組む。

３．国際的視点を含めたダイバーシティを尊重する教育・研究の推進

 １)教育の充実

 ・九州大学で開講されているジェンダー関連授業科目の情報を整理し、学内外からのアクセスが可能

となる体制づくりの準備を行う。

 ・教育活動に国際的視点を含めたダイバーシティやジェンダーの視点を取り入れることにより、広い

視野に立ったジェンダー問題への学生の理解を高める。

 ２)研究の充実

 ・ジェンダーの視点を取り入れて、全学問分野において「知」の見直しを行い、新しい「知」の生産

に資するように、ジェンダー研究を積極的に奨励するとともに、その成果を発信する。

 ・研究活動に国際的視点を含めたダイバーシティやジェンダーの視点を取り入れることにより、ジェ

ンダー問題への理解を高める。

４．立案及び決定過程における男女共同参画の推進

 １)女性研究者の採用・育成・登用

 ・文部科学省科学技術人材育成費補助事業『ダイバーシティ研究環境イニシアティブ（特色型）』を

実施するとともに、大学独自の施策を推進する。

 ・分野ごとの【大学院生の女性比率】や【職階別の女性比率】等を考慮した「女性活用総合評価」を

構築し、インセンティブの付与により実効性を高める。

 ・新規採用教員の女性比率25％を目指す。また、平成33年度までに全学の女性教員の比率が15％
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以上となるよう目指す。

 ・優秀な女性研究者の確保と定着を図るため、「配偶者帯同雇用」の実現を目指す。

 ・女性研究者の状況を把握し、支援の施策に反映する。

 ・女性研究者の研究力向上とリーダーシップ醸成を図り、昇任や指導的地位への登用を促進し、上位

職の女性比率を高める。また、管理職の意識啓発を行い、女性教授のいない部局をなくす。

 ２)女性職員の育成・登用

 ・女性職員の能力や技術等を評価する中で、積極的に昇任を進め、職位別の男女比率を改善する。

（参考）これまでの取組み

九州大学では、男女共同参画社会基本法の施行を受け、これまで以下の取組みを行ってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〈背景１：平成11年　男女共同参画社会基本法　制定〉

〈背景２：平成12年　国大協提言（平成22年までに女性教員比率を20％に）〉

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

〈背景３：平成18年　第3期　科学技術基本計画（女性研究者採用目標を25％に）〉

平成18年度

九州大学将来計画小委員会に「女性教員採用の促進」を提言

「男女共同参画の推進に関する検討ワーキンググループ」設置

「セクシュアル・ハラスメント等防止委員会」を設置

『九州大学の男女共同参画の推進するための提言書』刊行

男女共同参画の推進を支援するため「男女共同参画推進室」を設置

学内の研究助成制度に「女性枠」の設置

女性教員の支援のため「出産・育児期研究助成制度」を開始　

文部科学省委託事業「女子中高生理系進路選択支援事業」採択　　

（出前授業・啓発資料で理系進学者の多様なロールモデルを紹介）　

「九州大学の男女共同参画推進について」（平成18年11月17日）により、基本理念及

び基本方針等を策定

　３つの基本方針　　

　　　1) 男女共同参画意識の醸成

　　　2) 修学及び就業環境の整備

　　　3) 教員の男女比率の改善
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以上となるよう目指す。

 ・優秀な女性研究者の確保と定着を図るため、「配偶者帯同雇用」の実現を目指す。

 ・女性研究者の状況を把握し、支援の施策に反映する。

 ・女性研究者の研究力向上とリーダーシップ醸成を図り、昇任や指導的地位への登用を促進し、上位

職の女性比率を高める。また、管理職の意識啓発を行い、女性教授のいない部局をなくす。

 ２)女性職員の育成・登用

 ・女性職員の能力や技術等を評価する中で、積極的に昇任を進め、職位別の男女比率を改善する。

（参考）これまでの取組み
九州大学では、男女共同参画社会基本法の施行を受け、これまで以下の取組みを行ってきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〈背景１：平成11年　男女共同参画社会基本法　制定〉

〈背景２：平成12年　国大協提言（平成22年までに女性教員比率を20％に）〉

平成12年度 九州大学将来計画小委員会に「女性教員採用の促進」を提言

平成13年度 「男女共同参画の推進に関する検討ワーキンググループ」設置

平成14年度 「セクシュアル・ハラスメント等防止委員会」を設置

平成15年度 『九州大学の男女共同参画の推進するための提言書』刊行

平成16年度 男女共同参画の推進を支援するため「男女共同参画推進室」を設置

〈背景３：平成18年　第3期　科学技術基本計画（女性研究者採用目標を25％に）〉

平成18年度 学内の研究助成制度に「女性枠」の設置

  女性教員の支援のため「出産・育児期研究助成制度」を開始　

  文部科学省委託事業「女子中高生理系進路選択支援事業」採択　

  （出前授業・啓発資料で理系進学者の多様なロールモデルを紹介）　

  念理本基、りよに）日71月11年81成平（」ていつに進推画参同共女男の学大州九「  

  及び基本方針等を策定

 ３つの基本方針　　

1) 男女共同参画意識の醸成

2) 修学及び就業環境の整備

3) 教員の男女比率の改善
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平成19年度

〈背景４：平成20年　内閣府「女性の参画加速プログラム」（医師、研究者、公務員の比率アップへ）〉

平成20年度

平成21年度　　

全学教育に「女性学・男性学」に関する科目を追加

文部科学省科学技術振興調整費『女性研究者支援モデル育成』事業

「世界へ羽ばたけ！　女性研究者プログラム」採択

女性研究者支援室の設置

　事業内容

　・各世代の多忙な女性研究者への研究補助者の措置

　・国際的に活躍する若手人材育成（国際学会参加、国際誌投稿支援）

　・次世代（中高生、大学生、院生）への啓発活動（セミナー・冊子）

文部科学省大学改革推進事業

『地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム』

「女性医療人きらめきプロジェクト」採択

女性医療人教育研究実践センターの設置

　事業内容

　・女性研究者、女性医療人に特化した集中的支援

大学改革推進経費（運営費交付金）の学内配分において、女性教員の在籍状況をインセ

ンティブとして優遇措置を設定

大学執行部に初の女性理事・副学長及び総長特別補佐が就任

クシュアル・ハラスメントをハラスメントの一類型とし、「ハラスメント防止委員会」

に名称変更　

男女共同参画の更なる推進のため「男女共同参画推進室」を４部門体制に拡充 (広報部

門、就労・修学環境部門、学生等教育部門、女性研究者支援部門)

室長に新たに女性教員（総長特別補佐）が就任

箱崎キャンパスに学内保育施設「たんぽぽ保育室」開設（4月）

文部科学省科学技術振興調整費『女性研究者養成システム改革加速』事業

「女性枠設定による教員採用・養成システム」採択

女性研究者支援室を女性研究者キャリア開発センターに拡充・改組

　事業内容

　・女性に限定した教員公募の実施、女性教員へのキャリア支援

病院地区に学内保育施設「ひまわり保育園」開設（11月）

伊都地区に学内保育施設「たけのこ保育園」開設（3月）

九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea）の発足
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平成19年度 全学教育に「女性学・男性学」に関する科目を追加

  文部科学省科学技術振興調整費『女性研究者支援モデル育成』事業

  「世界へ羽ばたけ！　女性研究者プログラム」採択

  女性研究者支援室の設置

　     事業内容

　     ・各世代の多忙な女性研究者への研究補助者の措置

　     ・国際的に活躍する若手人材育成（国際学会参加、国際誌投稿支援）

　     ・次世代（中高生、大学生、院生）への啓発活動（セミナー・冊子）

  文部科学省大学改革推進事業

  『地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム』

  「女性医療人きらめきプロジェクト」採択

  女性医療人教育研究実践センターの設置

  　事業内容

　  　・女性研究者、女性医療人に特化した集中的支援

〈背景４：平成20年　内閣府「女性の参画加速プログラム」（医師、研究者、公務員の比率アップへ）〉

平成20年度 大学改革推進経費（運営費交付金）の学内配分において、女性教員の在籍状況をイン

  センティブとして優遇措置を設定

  大学執行部に初の女性理事・副学長及び総長特別補佐が就任

  セクシャルハラスメントをハラスメントの一類型とし、「ハラスメント防止委員会」

  名称変更

平成21年度 男女共同参画の更なる推進のため「男女共同参画推進室」を４部門体制に拡充 (広報

  門、就労・修学環境部門、学生等教育部門、女性研究者支援部門)

  室長に新たに女性教員（総長特別補佐）が就任

  箱崎キャンパスに学内保育施設「たんぽぽ保育室」開設（4月）

  文部科学省科学技術振興調整費『女性研究者養成システム改革加速』事業

  「女性枠設定による教員採用・養成システム」採択

  女性研究者支援室を女性研究者キャリア開発センターに拡充・改組

　  　事業内容

　  　・女性に限定した教員公募の実施、女性教員へのキャリア支援

  病院地区に学内保育施設「ひまわり保育園」開設（11月）

  伊都地区に学内保育施設「たけのこ保育園」開設（3月）



086 九州大学における男女共同参画

〈背景５：平成22年　第3次男女共同参画基本計画（2020年30％の目標達成に向け「最低1名、女性

１割運動」の展開などの目標設定を要請）〉

平成22年度 

〈背景６：平成23年　第4期科学技術基本計画（女性研究者の登用は多様な視点や発想を取り入れ、研

究活動を活性化し、組織としての想像力を発揮する上でも極めて重要）〉

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度 

「九州大学における男女共同参画」（平成22 ～ 27年度）を策定

平成27年度までに女性教員13％以上の数値目標設定

「女性医療人きらめきプロジェクト」を「九州大学病院きらめきプロジェクト」として

継続

女性研究者キャリア開発センターに専任教員の配置（准教授、助教）

文部科学省『女性研究者支援モデル育成』事業事後評価で最高の「Ｓ」取得

「大学改革推進経費」の女性教員在籍率によるインセンティブ加算率を引上げ

若手教員（助教・講師）が出産・育児・介護に係る長期休業を取得する場合の支援教員

採用制度導入

「部局における男女共同参画推進のための方針等」公表

男女共同参画に対する全学アンケート実施

任期制教員の出産・育児に伴う「特例任期」の付与に関する取扱いを導入

「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」創設・実施

キャンパス毎の女性研究者交流会の開始

文部科学省『女性研究者養成システム改革加速』事業中間評価で「Ｓ」取得

ひまわり保育園・たけのこ保育園で給食を開始

福岡県「子育て応援宣言企業」に登録

平成25年度　  男女共同参画推進室の室員を各部局から選出／部門を3部門（企画広報

環境整備部門、学生教育等部門、女性研究者支援部門）に再編

室長に新たに担当理事が就任

「大学改革推進経費」インセンティブにおける女性教員在籍状況基準の見直し

「九州大学における男女共同参画」／「部局における男女共同参画推進のための方針等」

に係る中間評価を実施

「九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin福岡」を開催

女性研究者キャリア開発センターを男女共同参画推進室に統合

男女共同参画推進室に専任教員（准教授2名）を配置

086 九州大学における男女共同参画

  九州・沖縄アイランド女性研究者支援ネットワーク（Q-wea）の発足

〈背景５：平成22年　第3次男女共同参画基本計画（2020年30％の目標達成に向け「最低1名、女性

１割運動」の展開などの目標設定を要請）〉

平成22年度  「九州大学における男女共同参画」（平成22 ～ 27年度）を策定

  平成27年度までに女性教員13％以上の数値目標設定

  「女性医療人きらめきプロジェクト」を「九州大学病院きらめきプロジェクト」

  として継続

  女性研究者キャリア開発センターに専任教員の配置（准教授、助教）

  文部科学省『女性研究者支援モデル育成』事業事後評価で最高の「Ｓ」取得

  「大学改革推進経費」の女性教員在籍率によるインセンティブ加算率を引上げ

  若手教員（助教・講師）が出産・育児・介護に係る長期休業を取得する場合の支援教 

  員採用制度導入

  「部局における男女共同参画推進のための方針等」公表

  男女共同参画に対する全学アンケート実施

  任期制教員の出産・育児に伴う「特例任期」の付与に関する取扱いを導入

  「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」創設・実施

〈背景６：平成23年　第4期科学技術基本計画（女性研究者の登用は多様な視点や発想を取り入れ、研

究活動を活性化し、組織としての想像力を発揮する上でも極めて重要）〉

平成23年度 キャンパス毎の女性研究者交流会の開始

  文部科学省『女性研究者養成システム改革加速』事業中間評価で「Ｓ」取得

平成24年度 ひまわり保育園・たけのこ保育園で給食を開始

  福岡県「子育て応援宣言企業」に登録

平成25年度 男女共同参画推進室の室員を各部局から選出／部門を3部門（企画広報環境整備部門、

  学生教育等部門、女性研究者支援部門）に再編

  室長に新たに担当理事が就任

  「大学改革推進経費」インセンティブにおける女性教員在籍状況基準の見直し

  「九州大学における男女共同参画」／「部局における男女共同参画推進のための方針 

  等」に係る中間評価を実施

  「九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin福岡」を開催



九州大学における男女共同参画 087

平成27年度  

〈背景７：平成27年　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」成立（女性の職場における

活躍を推進）〉

〈背景８：平成27年　第４次男女共同参画基本計画（男性中心型労働慣行等の変革。積極的な女性採用・

登用の取組、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くする取組の推進）〉

「女性の大活躍推進福岡県会議」において「女性の大活躍推進宣言」を登録

着任後に出産した教授・准教授への出産・育児期支援の開始

理事8名のうち女性が2名就任 (国立大学では唯一)

文部科学省『女性研究者養成システム改革加速』事業事後評価で「Ｓ」取得

文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

(特色型)」採択　

　事業内容

　・両立支援環境整備

　・男性教職員のWLB推進

　・女性研究者の研究力向上、裾野拡大

　・女性研究者上位職への登用促進

男女共同参画推進室に専任教授を1名配置

女性教員比率13% を達成
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平成26年度 女性研究者キャリア開発センターを男女共同参画推進室に統合

  男女共同参画推進室に専任教員（准教授2名）を配置

  「女性の大活躍推進福岡県会議」において「女性の大活躍推進宣言」を登録

  着任後に出産した教授・准教授への出産・育児期支援の開始

  理事8名のうち女性が2名就任（国立大学では唯一）

  文部科学省『女性研究者養成システム改革加速』事業事後評価で「Ｓ」取得

平成27年度  　 文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシア 

  ティブ（特色型）」採択　

　  　事業内容

　  　・両立支援環境整備

　  　・男性教職員のWLB推進

　  　・女性研究者の研究力向上、裾野拡大

　  　・女性研究者上位職への登用促進

〈背景７：平成27年　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」成立（女性の職場における

活躍を推進）〉

  男女共同参画推進室に専任教授を1名配置

  女性教員比率13% を達成

〈背景８：平成27年　第４次男女共同参画基本計画（男性中心型労働慣行等の変革。積極的な女性採用・

登用の取組、将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くする取組の推進）〉



088 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業について

1．事業の概要

本事業は、女性研究者の研究活動支援のため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年度から開始された。九州大学は、「研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに

配慮した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などを行う大学等を支援する」１) 特色型

に選定された。事業期間は2015 ～ 2020年度の6年間で、前半の3年間に補助金が交付される。この

特色型には本学も含め富山大学、岡山大学、長崎大学、琉球大学、大阪府立大学、国立高等専門学校機

構など全部で7つの機関が選定されている。

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、大学独自の取組との相乗効果により女

性教員数を5年間で193人から312人へと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来た。

本事業の公募が始まった際に、男女共同参画推進室で議論した結果、これまでの実績に加え、さらに女

性が活躍しやすい大学を目指して、以下の4項目を実現するため本事業を申請することとした。

(1)両立支援のための環境整備

(2)男性教職員のワーク・ライフ・バランス推進

(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すことになった。

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業に
ついて

上瀧恵里子
九州大学男女共同参画推進室教授



「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業について 089

3．2015年度の実施内容について

2015年9月の事業開始後、実施した取組を本稿執筆時の1月22日現在の実績に基づいて、上記項目順

に紹介する。

(1)両立支援環境整備

保育園に預けられない休日や夜間、あるいは病児・病後児さらには出張時の対応などを考慮し、多様な

保育形態の支援の一つの方法として、大学が契約した育児シッター会社の利用料金の一部の補助を試

行することとした。学内の規定等を整備し、2016年1月から利用希望者の登録受付けを開始している。

また、1月の大学入試センター試験の際にも試験監督者等のお子さんの一時託児も実施した。

学外での研究活動実施に向けた環境整備に関しては、在宅で研究できる環境を整えている大学を実際に

訪問し、実施状況や課題などを調査する予定である。

女性研究者の場合、配偶者も研究者であるケースが多く、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について、導入に向け本学でも検討を開始した。4月からワーキ

ンググループを立ち上げ、欧米の事例の調査や、国内で実績のある北海道大学や弘前大学にも訪問調査

を実施した。これらの調査結果や学内のアンケート結果を踏まえ、制度の内容について提案する予定で

ある。また帯同雇用に詳しい、Stanford大学のProf. Londa Schiebingerを招聘し、3月18日にシンポ

ジウムを開催する予定である。

(2)男性教職員のワーク・ライフ・バランス推進

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と

言える。そこで男性教職員の意識改革に向け、『ダイバーシティ推進のための意識改革FD』を開催する

こととし、2月15日に筑波大学ビジネスサイエンス系教授でお茶の水女子大学監事の吉武博通氏によ

る「大学改革と男女共同参画の推進」の御講演をお願いする予定である。今後部局単位のFDにも力を

入れる。

また、配偶者の出産に伴い男性職員が取得できる休暇制度などもあまり知られておらず、その周知や取

得促進をはかるためリーフレットを作成し、全教職員や大学院学生に配布する予定である。

さらに、男性への支援として、シングルファザー研究者に対する研究補助者雇用支援も実施することと

なり、2016年度から募集を開始した。

(3)女性研究者の研究力向上

既に九州大学では出産・育児、介護あるいは社会貢献などで多忙な女性研究者に対して研究補助者を雇

用する経費を支援している。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

へ研究費支援を試行した。初年度は9人が支援を受けた。



090 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業について

女性研究者の研究交流に関しては、11月16日に「科学と教育分野及び労働市場における女性の参画拡

大を科学する」ワークショップを伊都キャンパスで開催した。国内外の研究者と本学研究者の研究内容

紹介や活発な討論がなされ、またテーマが他の分野の研究者にとっても共通の課題を考える良い機会と

なり、広く啓発的な効果をもたらした。さらに今後の共同研究の可能性を探り、国際的なネットワーク

構築を目指すワークショップを沖縄科学技術大学院大学と共催で3月9－10日に開催する予定である。

女性研究者のスキル支援として大学院学生も対象に、研究者に不可欠な英語のプレゼンテーション・論

文執筆能力向上のセミナーを12月、1月に開催し、2月にも予定している。裾野拡大に関しては、10

月17日の本学のホームカミングデイの企画として理工系の大学院卒業生4人を紹介する「九大女子卒

業生に聞く!! Open Café 2015」を開催した。1月15日には大阪府立大学の牧浦理恵准教授を招き、理

工学部に在籍する女子学生の進路相談を実施した。

(4)女性の上位職への登用促進

12月22日に総合科学技術イノベーション会議の原山優子議員による部局長・管理職向けトップセミナー

を開催した。またこれまでに九州大学が部局における女子大学院生や女性教員の比率を総合的に評価し

た試行例を参考に、「女性活用総合評価」の構築・普及を目指すこととし、検討を進めているところである。

以上のほか、ホームページの整備や、「ダイバーシティニュース」の発行により、事業内容の取組を学

内外に広報するように努めている。

本事業の取組の多くが試行段階であり、毎年見直しを行いながら、より良い支援の在り方、男女共同参

画の推進の方法を検討し、ダイバーシティ研究環境の実現に向けて努力していく所存である。

Reference
1)文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/07/21/1359750_1.pdf
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九州大学男女共同参画推進室では、このたび文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ

研究環境実現イニシアティブ（特色型）」の一環として、本学に雇用されている女性研究者等が時間外

勤務、病児・病後児、休日の出張（学会発表、現地調査を含む）等で子の保育が必要な場合に、育児シッ

ター派遣会社を利用し、その費用の一部を本学が支援する事業を平成２８年１月より実施することとな

りました。

育児シッターの利用を希望する場合は、利用開始日の２週間前までに「九州大学育児シッター利用支援

登録申請書」及び関係書類を男女共同参画推進室あて提出ください。

本年度の利用開始日は、準備ができ次第ご案内しますので、まずは登録手続きをお願いします。また、

すぐに利用する予定がなくても登録は可能です。

本支援の内容については、予算の都合により、年度途中で変更となる可能性があります。支援対象者お

よび利用できる場合については、下記をご参考ください。

1.支援対象者

本学に雇用されている女性研究者とする。ただし、配偶者が大学、大学共同利用機関、独立行政法人で

雇用されている研究者である男性研究者も含む。

なお、学術研究員については、本学における1週間の勤務が20時間以上の者に限る。また、医員・研

修医等については、本学における1週間の勤務が20時間以上の者で、e-Radに「科研費の応募資格有り」

として研究者情報が登録されており、かつ主体的に従事していることを部局長等が証明した場合に限る。

2.育児シッターの対象

生後５７日目から小学校３年生までとする。

3.利用できる場合と利用時間帯

(1) 通常の保育時間を超えて勤務が必要な場合：１８時から２２時まで

　  ただし、深夜勤務が必要と認められた場合は、翌朝７時まで

「育児シッター利用支援」の実施について

九州大学　男女共同参画推進室
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(2) 病児・病後児等のため保育所等へ登園できない場合：７時から１８時まで休日に学会等・大学主催

のイベント・入試業務・講義がある場合：７時から２２時まで

　  ただし、用務（移動時間を含む）のある時間帯に限る。

(3) その他、利用者が希望する場合で、派遣会社が育児シッターを派遣可能であれば、上記以外の日時

に利用することができるものとする。ただし、利用料金については、利用者が全額を負担すること。
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いがちな内容を教授している。例えば、「法律で

定められた労働時間を超える残業手当の割増率

は？」「最近の福利厚生のトレンドは？」「男女の

賃金格差や雇用格差が起こる差別の理論は？」「最

近よく耳にするけど、『ダイバーシティ』はどう

いう意味？『CSR』って何の略？『コーポレート

ガバナンス』って何？」などが挙げられる。もっ

と直接的に、企業の求人情報のポイントも教授し

ている。特に育児休業の取得率などの指標を基に

各企業のワークライフバランスの取組を比較し、

そこから「女性の活躍は進んでいるか？」という

ことを考えることは、女子学生が非常に関心を

持っているところであるが、この問題は男子学生

が企業を選別する際にも、意識しなければならな

いテーマである。

またこの講義では、学生が自分のキャリアを少し

でも明確にするために、キャリアカウンセラーの

理論から、自分の過去を振り返ったり、１年間の

行動計画をたてたりするワークを実施し、グルー

プでディスカッションする時間を設けている。こ

の作業は自分の強みを知り、進路や専門分野の選

択について動機を明確に自覚することを目的とし

九州大学では、2014年度から学部低学年を対象

とした基幹教育にアクティブラーニングを取り入

れている。アクティブラーニングとは、教員が一

方的に知識伝達の講義をするものではなく、課

題研究やPBL、ディスカッション、プレゼンテー

ションなど能動的な学習を取り入れた講義形態を

指す。男女共同参画推進室では2014年度から基

幹教育の中でキャリアデザインの講義を開講する

ことになった。主な講義構成は、以下である。

講義構成

・働くための基礎知識を取得するための講義

・自分のキャリアを明確にするための作業

・情報活用に慣れるためのレポート課題

・産学官から講師の方を招聘

・グループワーク（家族のリスクを考える、キャ

リアにおける課題共有など）

本稿では、このような講義構成の内容を順番に紹

介したい。

働くための基礎知識とは、最低限知っていなけれ

ばならないのに、以外と知らずに損をしてしま

九州大学基幹教育講義紹介
「ダイバーシティ社会におけるキャリアデザインⅠ・Ⅱ」

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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の結果を御紹介くださった。

この講義では、最後に各自が描く35歳までのキャ

リアデザインを紹介してもらう。結婚や子育てを

具体的に考えて、学生時代に結婚相手を見つける

と宣言をしてくれる学生もいるが、資格ととった

り旅行を計画したり、就職した後の出世の話もグ

ループワークを通じて盛り上がる。

実際のライフコースは思い描いた通りに実現しな

くても、互いのストーリーを出し合うことで刺激

し合い、充実した学生時代を過ごしてもらいたい

という思いからこの講義を開講している。

ている。2015年度後期は、ビジネス基礎能力シー

トを記入してもらい、ホランドの理論に基づく職

業興味検査を試験的に実施した。

講義期間中にレポートを3回課している。このレ

ポートは、無駄な情報に流されず、よい情報を選

別して自分のものにする意識付けのために課して

いる。これまでの受講生は、課題の内容をよく取

り込み、自分の考えをしっかり書いた素晴らしい

レポートを提出してきている。例えばリクルート

ワーク研究所が発行している機関誌『Works』は

人事担当者や労務担当者向けの専門的な雑誌で、

企業の管理職が読むような内容だが、最近の労働

のトレンド的なテーマの中から「自分の好きな

テーマ」を選んで、レポートを書くことで、目先

の就職だけでなく、労働問題全体を考えるきっか

けを持ってくれていると感じる。世界の著名人の

プレゼンテーションを英語で聞くことができる

TEDは、Topicとしてビジネスを選択し、様々な

プレゼンテーションの中からやはり「自分の好き

なテーマ」をレポートの課題にしてもらうが、グ

ループワークを通じて、互いのレポートの内容を

共有することもこの講義の特徴としている。

最後に、今年度の講義では前期および後期の開講

ともに産学官から講師の方を招聘した。九州電力

で働く園田理恵氏は、社内結婚をされてお子さん

を3人育てながら管理職のポストに就いている。

仕事の内容やこれまでの子育てとの両立の奮闘の

話は、学生に大きな刺激となった。また、福岡県

庁で課長職に就かれている山口美矢氏は九大出身

の先輩で、女性管理職グループが作成した県庁で

のワークライフバランスに関するアンケート調査

園田氏の講演

山口氏の講演
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世界の窓から
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会議開催の推移とこれまでの成果

2011年にブリュッセルで始まったこの国際会議

の開催地は、ヨーロッパから北米、アフリカ、ア

ジア、南米へと広がり、2017年には東京でGS10

の開催が決定している。ジェンダード・イノベー

ションの考え方が、日本国内でどう広がっていく

か楽しみである。

GS は、単なる問題提起にとどまらず、エビデン

ス（根拠）に基づきコンセンサス（合意）を形

成し、そしてアクション（行動する）という流

れで社会に変革を起こすことを重視している。

2011 年 の GS1 では、「Manifesto for Integrated 

Action on the Gender Dimension in Research and 

Innovation with Signatures」と題するマニフェス

トを発表した。これは、欧州委員会（European 

Commission）の科学技術 ･ イノベーション政策

の枠組で、2014 年～ 2020 年の全体予算が 770

億 € というホライズン 2020（Horizon2020）に

対し、研究開発にジェンダーの視点を入れる取組

みの拡充に影響を与えた。

2013 年の GS3 では「A Roadmap for Action For 

North America」という北米におけるロードマッ

プが発表され、2015 年の GS6 ではソウル宣言

1.	ジェンダーサミット

科学技術の研究開発に生物学上の性差(Sex)や社

会的な性差(Gender)の視点を入れること、また、

研究チームのジェンダーの多様性を高めることに

よって、研究の成果の向上やイノベーションの創

出を促そうとする性差に着目したイノベーション

(Gender-based Innovation)の考え方を広める動き

がある。

この性差に着目したイノベーションの考え方に

基づき、2011年に始まったジェンダーサミット

(Gender Summit；以下、GS)という国際会議が注

目されている。科学技術分野での女性比率を増や

す議論だけではなく、研究開発の質を上げイノ

ベーションの創出を通じた社会課題の解決に重点

を置く、新しいアプローチの国際会議である。参

加者は、大学や研究機関の様々な分野の研究者、

企業、国際機関、政策立案を行う各種団体の人な

ど多様だ。会議では、性差に着目したイノベーショ

ンについての科学的な根拠を示す様々な研究や、

科学技術の分野でのジェンダーの多様性を高める

取組みが報告される。2015年の8月にソウルで

開催されたGS6に出席したひとりとして、この新

しいテーマの動向をお伝えしたい。

ジェンダーサミット：性差に着目したイノベーションの国際会議

松田美幸
福岡女子大学学長特別補佐
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えない。特に貧困や教育機会の不平等は女児や女

性が影響を受けやすく、その格差の是正をするた

めにも、ジェンダーの視点を入れた研究や分析、

解決方法の探究が求められているのである。

GSの推進者たち

GS は、自身も情報学の博士であるエリザベス・

ポリッツアー（Elizabeth Pollitzer）博士が創業し

たイギリスの科学コンサルティング会社ポーシャ

（Portia） と 欧 州 科 学 財 団（European Science 

Foundation）の共催で2011年に始まり、世界の

関係機関と連携しながら年々成長してきた。欧州

委員会の科学技術･イノベーション政策の枠組で

あるFP7（2007年～ 2013年）、その後継プログ

ラムのホライズン2020では、研究資金の配分に

際して、研究そのものにジェンダーの視点を入れ

ることを推進する要件が盛り込まれるなど、この

分野をリードしている。

と 10 の 行 動 指 針（「The Seoul Gender Summit 

Declaration and Call for Actions」）が採択された。

この宣言と行動指針は、国連の持続可能な開発目

標（以下、SDGs）にジェンダーの視点を取り入

れる要請文と共に、潘基文・国際連合事務総長に

も送られた。さらに会議の成果を踏まえて世界

の 27 人の専門家が協力し、SDGs の 17 のすべて

の目標にジェンダーの視点を入れるための具体的

な提言書「The Role of Gender-based Innovations 

for the UN Sustainable Development Goals 

Toward 2030: Better Science and Technology for 

All」を作成するなど、科学技術の研究開発とさ

まざまなレベルの政策立案とをつなぐ努力を継続

している。

あらゆる分野の政策にジェンダーの視点を入れる

というジェンダーの主流化の推進は、1995年の

第4回世界女性会議の北京宣言や2005年の国連

首脳会合の成果文書にも盛り込まれているが、国

連のSDGsでもまだ十分に反映されているとは言

GS の開催都市とテーマ
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GS の開催都市とテーマ  (JST の資料及びGSのウェブサイトを参考に作成 )

会議名 開催年 開催都市：参加人数
科学技術振興機構（JST）の参加状況 大会テーマ

GS1 2011年 ブリュッセル：300名 Quality Research and Innovation through Equality

GS2 2012年 ブリュッセル：350名 Aligning Agendas For Excellence

GS3 2013年 ワシントンD.C.：650名 Diversity Fueling Excellence in Research and Innovation: A Roadmap for 
Action For North America

GS4 2014年 ブリュッセル： 350名　
JST参加

From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, 
innovation, and policy

GS5 2015年 ケープタウン：300名　
JST参加

Poverty alleviation and economic empowerment through scientific 
research & innovation: Better Knowledge From and For Africa

GS6 2015年 ソウル：589名　
開催協力パートナーとしてJST参加

Better Science & Technology for Creative Economy: Enhancing the 
Societal Impact through Gendered Innovations in Research, Development 
and Business

GS7 2015年 ベルリン：300名　JST参加 Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes

GS8 2016年 メキシコシティ： Science without borders: Improving impact by interlinking gender, 
geographic, disciplinary and educational dimensions
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北 米 を 拠 点 に す る 推 進 リ ー ダ ー は、 ス タ ン

フォード大学のロンダ・シービンガー（Londa 

Schiebinger）博士であろう。シービンガー博

士は、2013 年に欧州委員会から出されている

「ジェンダード・イノベーションズ（Gendered 

Innovations）」というレポートの執筆代表を務め

ている他、スタンフォード大学、欧州委員会並び

に全米科学財団（National Science Foundation)

の予算で、科学技術やエンジニアリングの分野に

おけるジェンダード・イノベーション研究の国際

プロジェクトを推進している。

アジアにおける推進役は、ソウル会議の議長を

務めた韓国女性科学技術高等研究所（WISET）の

所長のイ・へイシュク(Heisook Lee)博士である。

イ博士はソウル会議を成功に導いただけでなく、

ポリッツアー博士と共に前述の SDGs にジェン

ダーの視点を入れる提言書を作成している。そし

て日本の科学技術振興機構（JST）のダイバーシ

ティ推進室の渡辺美代子室長も、イ博士からバト

ンを受け、これからの日本のジェンダード・イノ

ベーションを推進していくリーダーの一人だ。

JSTは、韓国のイ博士とは日中韓女性科学技術指

導者フォーラムなどでも交流関係があり、ポリッ

ツアー博士については GS6 の直後に日本に招聘

して講演会を開催している。シービンガー博士は

2016年3月にJSTを訪問して東京で講演した後、

九州大学による福岡でのシンポジウムに登壇する

ことになっている。

2.	ソウルで開催されたGS6

GS6の概要

GS6 は、2015 年 8 月 26∼28 日の 3 日間、韓国ソ

ウルで開催された。GS6は、アジア太平洋地域で

初めて開催されたGSで、40の国および地域から
ポリッツアー博士と筆者

シービンガー博士 イ博士と渡辺室長
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589人の参加者があった。日本からは、JSTが開

催協力パートナーとして参加し、JST幹部と職員

を含む学会、大学、企業関係者など46名が参加

した。サミットでは口頭発表 105 件、ポスター

発表72件、合計177件もの発表があり、活発な

議論が行われた。参加国の地域はアジア、欧米、

オセアニア、アフリカなど、宗教、国や地域の経

済状況、社会情勢の違いを超えた共通課題や違い

を踏まえた新たな課題の議論が展開された。なお、

ソウルでの会議中、JST主催によるセッションが

開催され、日本の各参加団体がダイバーシティに

関する取り組みを紹介し合うと共に、2017年の

東京開催に向けた意見交換も行った。

GS6の全体テーマは、「クリエイティブエコノミー

のためのよりよい科学と技術∼研究・開発・ビジ

ネスにおける性差に着目したイノベーションを通

して社会にインパクトを与える∼」である。ジェ

ンダーの視点を入れたイノベーションを促進する

科学政策の開発や、科学技術の進展と政策立案を

つなぐ議論も活発に行われた。さらに、科学・技

術・政策のネットワークを通じて、性差に着目し

たイノベーションのための指導力を高めることも

テーマとして取り上げられた。

このような科学技術の進展の基盤である教育にお

いて、いかにジェンダーバイアスをなくすかとい

う課題は世界共通である。特に STEMM(Science 

Technology Engineering Math Medicine) の 分 野

におけるジェンダーの多様性の改善は、アジア太

平洋地区だけでなく欧米でもなかなか進んでいな

いことが共有された。

会議で出会った女性リーダーたち

GS6では、韓国政府の未来創造科学省大臣、女性

家族省大臣が会議で挨拶するだけでなく夕食会ま

で参加して参加者と交流し、政府としての関心の

高さをアピールしていたが、この会議を成功に導

いた何よりの原動力は、大会議長のイ博士や韓国

科学技術評価企画院（KISTEP）のパク院長のよ

うな韓国の科学技術分野の女性リーダーたちの存

在と彼女たちの連携力であったと思う。

GS6 のソウル宣言署名
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日本からも、プレナリ－セッションで原山優子内

閣府総合科学技術・イノベーション会議議員、宮

浦千里東京農工大学副学長、石川幹子中央大学教

授がそれぞれプレゼンテーションを行った。日本

での取り組みの現状や女性研究者活躍推進施策、

東日本大震災後のまちづくりの形成過程とジェン

ダー視点の関わりとその効果など、新しい研究領

域の成果を発表した。

この会議の直後に、外務省を中心に日本政府が

企画した女性版ダボス会議と言われる国際会議

WAW ！ 2015(World Assembly for Women ！ )

が東京で開催され、GS6のスピーカーや参加者の

一部には、そのまま東京に移動して参加する人も

いた。私もそのひとりで、バングラデシュのアジ

ア女子大学の前副総長であるファヒマ・アジズ

(Fahima Aziz)博士や、韓国の元環境大臣のキム・

ミンジャ (Myung Ja Kim)博士など、前日までソ

ウルで一緒にいた方々と東京でも再会した。次世

代の育成に全力を尽くしている女性リーダーたち

と交流を深めることができたことも、大きな収穫

であった。

3.	性差に着目したイノベーション

性差に着目したイノベーションの必要性と課題

生物学上の性差(Sex)は科学研究者には理解され

やすいが、それでも、細胞レベルで性別の区別

をしないままの研究報告がされるなど、十分な

配慮がされていないことが多いという。例えば、

「AJP-Cell Physiology」という学術誌に 2013 年

に発表された論文から無作為抽出した 100 の論

文のうち、実験に使用した細胞の性別を記載して

いたものは25％（雄細胞20％　雌細胞5％）で、

75％は性別の記載がなかったという報告がされ

ている。実際に開発され、承認された薬が性別に

よって反応が異なり、販売中止になる例も多数発

生しており、社会に与える損害は大きい。医薬品

への性差による異なる反応は生物学上だけとは限

らず、医薬品摂取に対する認識や行動様式、経済

力の違いによる入手可能性などの社会的な性差

（Gender）に影響を受ける要因も考慮に入れる必

要がある。ただ、ジェンダーについては、文化的

･地域的な差もあり、科学研究者の間でも馴染み

が薄い上に、ジェンダーによる差の有意性を示す

エビデンスがまだ十分ではないのが課題だ。

一方で、ジェンダーの視点に偏らない配慮も必要

である。ジェンダーを意識し過ぎると、身体の大

きさの違いといった他の基本的な要因などを見過

ごしてしまうリスクも喚起されている。また、エ

ビデンスを伴わない性差の視点を利用して、エン

ドユーザーの購買選択を誘導するような行為にも

留意しなければならない。

性差に着目したイノベーションの事例

GS6では、研究開発や実験、企業の商品開発にお

いて、ジェンダーの視点を取り入れた事例が紹介

された。例えば、自動車のシートデザインやエア

バッグ等の安全装置は、男性タイプの人型を使っ

た実験を基に開発されてきた結果、自動車事故で

むち打ちになる危険性が男性よりも女性の方が圧

倒的に高くなった。こうしたエビデンスを踏まえ、

最近では女性タイプの人型を使用した実験が行わ

れ始めている。薬の治験や骨粗しょう症の診断法

の開発では、男性のみを対象とした実験が行われ
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た結果、女性の治療の際に死亡を含む重篤なケー

スや、適切な診断ができないケースが発生し、改

善に取り組んでいる。また、インターネット上の

自動翻訳機能には、科学研究者を男性と認識する

傾向があるアルゴリズムが採用され、実際の科学

研究者の男女比と自動翻訳上で区別される男女比

に大きな差があることがわかった。これも、無意

識のジェンダーバイアスの存在を示す例だが、エ

ビデンスに基づき、IT エンジニアがジェンダー

の視点を持つことで改善されつつあるという。

大学などの研究機関への示唆

性差に着目したイノベーションの考え方は新しい

テーマだが、国際的な科学技術の競争的資金の公

募要件に盛り込まれるなど、その動きは活発化し

ている。性差に着目したイノベーションの視点や

研究設計の手法について学ぶには、以下の情報を

参考にされたい。

参考情報
 ・ 欧州委員会 の FP7 の推進に向けたジェンダーの

視点を反映した研究開発のガイドライン「Toolkit 
Gender in EU-funded research」(2011年)　
https://web2.infn.it/CUG/images/alfresco/Risorse/
EC/2011ToolkitGenderEuFundedResearch.pdf 

 ・ 欧州委員会 の「Gendered　Innovations」のレポー
ト(2013年)
http://ec.europa.eu/research/science-society/
document_library/pdf_06/gendered_innovations.pdf

 ・ ヨーロッパ研究大学連盟（LERU)の提言書（2015年）
Gendered research and innovation: Integrating 
sex and gender analysis into the research process 
http://www.leru.org/files/publications/LERU_
AP18_Gendered_research_and_innovation_final.pdf

 ・ 欧州委員会ジェンダーアドバイザリーグループのア
ドバイザリーペーパー (2015年)
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.

cfm?do=groupDetailgroupDetailDoc&id=18892&
no=1

 ・ ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 Gendered Innovations in 
Science, Medicine, and Engineeringのサイトhttp://
genderedinnovations.stanford.edu/

また、学内の研究奨励の基準に、以下に示されるよ
うなジェンダーの視点を加えることも期待される。

 ・ 先 進 的 な 競 争 的 資 金（Horizon2020、Gates 
Foundation、NIHなど）の公募要件の視点

 ・ 上記の提言書やガイドラインで提唱されているジェ
ンダー分析が効果的な分野の視点

 ・ 上記のLERUの提言書の文系の研究者の参画を促す
視点

 ・ 欧州委員会 の FP7 の推進に向けたジェンダーの
視点を反映した研究開発のガイドライン「Toolkit 
Gender in EU-funded research」(2011年)　
https://web2.infn.it/CUG/images/alfresco/Risorse/
EC/2011ToolkitGenderEuFundedResearch.pdf 

 ・ 欧州委員会 の「Gendered　Innovations」のレポー
ト(2013年)
http://ec.europa.eu/research/science-society/
document_library/pdf_06/gendered_innovations.
pdf

 ・ ヨーロッパ研究大学連盟（LERU)の提言書（2015年）
Gendered research and innovation: Integrating 
sex and gender analysis into the research process 
http://www.leru.org/files/publications/LERU_
AP18_Gendered_research_and_innovation_final.pdf

 ・ 欧州委員会ジェンダーアドバイザリーグループのア
ドバイザリーペーパー（2015年）
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / t r a n s p a r e n c y /
r e g e x p e r t / i n d e x . c f m ? d o = g r o u p D e t a i l .
groupDetailDoc&id=18892&no=1

 ・ ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 Gendered Innovations in 
Science, Medicine, and Engineeringのサイトhttp://
genderedinnovations.stanford.edu/

また、学内の研究奨励の基準に、以下に示されるよ
うなジェンダーの視点を加えることも期待される。

 ・ 先 進 的 な 競 争 的 資 金（Horizon2020、Gates 
Foundation、NIHなど）の公募要件の視点

 ・ 上記の提言書やガイドラインで提唱されているジェ
ンダー分析が効果的な分野の視点

 ・ 上記のLERUの提言書の文系の研究者の参画を促す
視点
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Female faculty represent a small percentage of 
the total faculty in engineering departments, 
consequently engineering programs must 
find ways to increase the number of female 
faculty. Academic careers are demanding, 
particularly in the earlier years when a lot 
is expected of young tenure-track faculty. 
For those female faculty members who also 
would like to start families, the demand 
of a full-time academic career forces them 
to choose between devoting time to family 
or pursuing professional goals. A young 
bright female faculty whom we hired for our 
civil engineering program was facing this 
dilemma: family or career? The choice for our 
program was then to lose a highly talented 
educator or find an arrangement whereby 
she could start her family and contribute 
to the success of the program at the same 
time. In this presentation, I will discuss the 
arrangement that was made approximately 
12 years ago. Our female faculty, who has 
since started a family and has three children, 
is now teaching and conducting research 
and performing admirably. A few years ago, 
she won “the excellence in teaching award” 

The department chair perspective  
Minnesota State University (MSU), like most 
institutions, struggles to attract and retain 
female faculty in engineering. In addition, 

in our college of Science, Engineering, 
and Technology with nearly 140 faculty 
members. She has been awarded tenure and 
promotion to the rank of Professor. In this 
presentation, the perspectives of the former 
department chair (male) and the female 
faculty member are offered, along with the 
benefits, challenges, and the limitations of 
such arrangements. Ways to improve similar 
future arrangements are also discussed.
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unlike large universities, Minnesota State 
does not have well defined policies or the 
Advance Program – a National Science 
funded program which is designed to increase 
the participation and advancement of women 
in academic science and engineering careers. 
Therefore, the role of the department chair 
is very crucial in creating a family-friendly 
environment. Some of the challenges the chair 
faces in accommodating a faculty member’s 
request for either full-time or part-time 
family related leave include limited resources, 
accreditation requirements, adjunct faculty 
pool size, and lack of student-adjunct faculty 
interaction. In a predominately teaching 
school, it is very difficult to convince the 
higher administration to approve part-
time tenure track appointments. With the 
exception of maternity leave, small or midsize 
universities such as MSU do not have policies 
that allow female faculty to take family 
related leaves as needed. Moreover, the small 
programs usually have one person with a 
specific expertise, and for this reason alone 
it is very difficult to absorb the loss and meet 
the accreditation requirements. Another 
limitation is the number of qualified adjunct 
faculty. For a university such as Minnesota 
State which is located in a small town, the 
qualified adjunct pool is small. Additionally, 
adjunct faculty do not necessarily provide the 
interaction and the attention that students 
need in fundamental classes. Despite these 
challenges, there are certain things that 
a department chair can do including: 1) 

the chair can raise the administration’s 
awareness about family issues that female 
faculty face; 2) get faculty organizations 
involved; 3) communicate frequently with 
the faculty member to better understand 
her needs; 4) develop procedures that would 
allow for f lexibility in course scheduling 
t o  ac commodate  the  facu lty ’s  fami ly 
responsibilities; 5) develop procedures that 
would allow flexibility in assigning service 
oriented duties that could be carried out at 
home; 6) encourage scholarly and research 
work that can be carried out remotely to 
allow the faculty member the flexibility to 
perform this part of her work at home; 7) 
develop communication protocols and policies 
that would allow the faculty the option of 
adjusting the tenure timeline; and 8) change 
the department culture or the male faculty’s 
view and attitude towards a family-friendly 
environment. 

The female faculty member perspective 
According to our female faculty, the part-
time appointment has al lowed her the 
privilege of being able to spend more time 
at home with her children while still having 
opportunities to remain professionally 
active in science and engineering. However, 
managing students, colleagues, and family 
expectations is a constant challenge. Despite 
good teaching evaluations, our female faculty 
gets complaints from her students that she 
is not available on campus enough to answer 
questions outside of class. She is concerned 
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that the college dean and her colleagues may 
view it as a deficiency on her part for not 
keeping the students happy. Also, with only 
being on campus 2 to 3 days per week, her 
schedule is filled with class time, meetings 
and office hours; leaving little time for class 
preparations, grading and research while on 
campus.  As a consequence, it is necessary 
for her to regularly work on evenings and 
weekends to manage her 0.5 FTE workload. 
At a teaching-focused university where full-
time workloads are 12 credits per semester, 
it is critical to have academic release time in 
order to maintain an active research program. 
Because the teaching load is already reduced 
for the part-time faculty, it is very difficult 
to get additional academic release time 
approved to work on her research. University-
funded academic release and summer 
research grants are typically available only 
to full-time faculty.  Therefore, she has been 
discouraged by the lack of progress on her 
research since going part-time. Our female 
faculty has also sensed frustration from some 
of her colleagues because she has not been 
assigned student advisees. Due to the already 
busy schedule during her office days, it would 
be difficult for her to take even a half-share 
of advisees each year. However, she strongly 
feels that the benefit of being able to spend 
more time with her children (that comes with 
the flexibility of a part-time arrangement) is 
worth having to deal with these challenges.
Here are some recommendations to improve 
the working environment. Graders provide 

cost effective ways where administration 
can free up time for both full-time and part-
time faculty to contribute in other areas. 
Administration at the department and 
college level play a critical role in managing 
expectations and attitudes. The difference 
between tolerance versus advocacy in an 
administrator’s perspective on a faculty’s 
part-time arrangement is not only noticeable 
by the faculty member but also key to their 
job satisfaction. Also, it is important to 
have a unified front regarding decisions 
that are made to accommodate a part-time 
faculty. This need is magnified in small 
departments and universities where part-
time arrangements tend to be negotiated on 
an ad-hoc basis. Consistent support amongst 
different levels of administration will foster 
a better understanding and contentment 
amongst colleagues and students and help 
to manage everyone’s expectations of the 
part-time faculty. In addition, the university 
needs to do more to provide daycare options 
for part-time faculty. The university daycare 
will not accept children on a part-time basis. 
Our female faculty and her husband have 
been able to make things work with shifting 
their schedules and relying on relatives and 
babysitters to cover days when they both 
have to work. They have been on the waiting 
list for the university daycare for two years. 
Furthermore, the university, college, and 
department need to place a high priority 
on recruitment and availability of qualified 
adjuncts or additional faculty. In a small 
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program, this is critical to the success of part-
time arrangements. It is also important that 
the department receives the cost savings from 
the part-time faculty’s salary for covering 
the workload, either as funds to cover the 
cost of adjuncts and overloads or preferably 
through an additional part-time faculty line. 
As discussed by Bird and Debinski, this is 
especially important when a pre-tenured 
faculty member decides to take a family leave 
of absence.  The concern of how colleagues 
will evaluate them in subsequent tenure and 
promotion decisions is magnified when one’s 
colleagues are assigned extra workload to 
accommodate the leave. 
Academic careers are demanding, but for 
most female faculty the tenure period overlaps 
with their child bearing years. As family-
friendly policies continue to be developed and 
implemented at universities across the nation, 
it is important to be aware of both the benefits 
and limitations in faculty utilizing such 
policies. Several studies have discussed these 
issues from the perspective of large, research 
universities. This presentation used a case 
study to examine the challenges faced by a 
small department in a mid-size university 
in trying to accommodate similar family-
friendly policies. Recommendations from the 
perspectives of both the department chair and 
the faculty were similar.  The importance of 
the role of the department chair and higher 
levels of administration in advocating family-
friendly policies and managing expectations 
of colleagues and students was emphasized. 
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2014 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
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審査総評

2014 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

福留留美
九州大学男女共同参画推進室学生教育等部門長　
基幹教育院教授

　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、

本年度で6年目を迎える。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。学内においても徐々に周知されるよ

うになり、2015年度は20人を超える応募があった。学内の広報も、

掲示板へのポスターだけでなく、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がなされるようになっている。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

究院の尾方義人先生に依頼している。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。

　助成対象になった研究領域としては経済、芸術、医療、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、教育と年々広範囲に広がってきている。医療や建築を

除くと、概ね文系の学問領域で占められているが、学生が学会参加

やフィールド調査を行う際に助成を受ける機会の少ない領域である

ため、そのような意味でも、助成の意義があると思われる。近年の

傾向として、次のようなことが言える。同じテーマで継続して採用

された研究が、成果を繋げて学位取得にまで至っている群、ジェン

ダーの視点を萌芽的に含み、今後の展開が期待される群、分析の際

にジェンダーの視点が十分に活かされていない群、以上の3群に分

類されるようである。応募者が少なかった時期には、できるだけ多
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くの研究を採用することを合意してきたが、応募者が増加した現状

では、今後は審査時点での協議に時間をかける必要がある。

　以上のような成果と課題が生まれてきているため、平成27年8

月に「ジェンダー研究審査基準」を作成し、部門会議で了承された。

以下に示す。

1.ジェンダー研究助成の目的に合致した研究テーマである。

2.研究方法に倫理上問題がなく、実現可能なものである。

3.研究費の使途計画が合理的である。

4.研究助成を受けるに値するオリジナリティーを有する。

5.複数回にわたって助成を受ける場合、原則として２回までとする。

　さらに近年は、留学生の応募が増加傾向にあり、応募要領の英文

を作成すること、英文での研究計画の作成も可能とすること等が検

討課題となっている。



112 認知症の人を在宅で介護する男性

心からお礼申し上げる。また、執筆の機会を頂い

たことはとても光栄である。今後は当該成果を以

て産官学 ( 福岡市・企業 ) にて介護者支援への取

り組みを実施する予定である。協力いただいた介

護者家族の皆様、医師、スタッフの方々にも感謝

申し上げる。

2.	研究の背景

我が国の認知症高齢者の数は、2013年の472万

人から、2025年には700万人を超えると推計さ

れる。在宅で認知症高齢者を介護する男性介護者

は3割を占め、今後増加が予測される。先行研究

によると、男性介護者は介護問題やストレスを抱

えても、周囲に助けを求めないことが多く、悩み

を相談しないとされる。

認知症者は他の疾患よりも虐待を受けやすいとさ

れており、厚生労働省の高齢者虐待防止法にもと

づく調査結果 1) では、被虐待者との続柄は息子が

年々増加し、虐待者の約半数以上は男性介護者で

あった。介護破綻による心中事件と殺人事件は、

男性介護者が7割の事件に関わっていた。認知症

1.	はじめに

九州大学での学生生活は、チャンスとチャレンジ

に恵まれた3年間だったと言える。私は大学病院

で看護師として14年程度働いた。子供が保育園

児や幼稚園児から小学生となる頃の環境変化はと

ても大きなもので、働く母親としても大きく影響

を受けた。その中で自分の能力の限界や、今後の

働きか方考え、子が10歳になったら必ず大学院

へ進学しようと決心し、コツコツと準備を開始

した。予定通り子が10歳になる年に職を辞した。

ジェンダーとして考える場合、働き方を考え、職

を辞して大学院に進学したことは女性だからこそ

であったと思う。経済的には決して楽ではなかっ

たが、学ぶ意欲が高い仲間たちの中に身を置き、

素晴らしい環境と先生方の中で、自分自身が少し

ずつチェンジしていく実感を得ながらの生活はと

ても楽しく、豊かな時間であった。

学びたいことを学べるシステムの一つに、ジェン

ダー研究助成があった。3年間受けることができ、

男性介護者について継続的な研究を実施すること

ができ、九州大学男女共同参加推進室のご支援に

認知症の人を在宅で介護する男性
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　
2014 年度　成果報告

西尾美登里
福岡大学医学部看護学科助手
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しながら思い、または行動することが対処である

とされる。対処した結果によってストレス反応と

なる。和気(1998)の概念枠組み4)を表記し、測

定のために1つずつ外的基準を投入した。介護の

ストレッサーへの認知をZarits介護負担感尺度日

本語版にて測定したが、介護負担感への男性の対

処を測定する尺度がなかったため、私が開発し

た ( 研究目的④参照 )。活用資源は、フォーマル

とインフォーマルにわけて測定し、ストレス反応

は Zung の Self-rating depression scale( 以下 SDS)

うつ症状を測定した。この概念枠組みは、Pearin

によるとストレスモデルとも似ているとされる。

Pearinは、主観的に認知された介護状況の負担感

へ対処は、介護の役割遂行との中で葛藤し、自尊

心や自己統制力が低下し、精神的負担が解消され

なければ、介護者に心身の変化や抑うつ反応が現

れるという。

対象は、認知症の人を在宅で介護する男性 762

名であった。自記式質問紙調査を実施し、研究者

が回収または、対象者に返送していただいた。

5.	倫理的配慮

本研究は、福岡大学臨床研究審査委員会/倫理審

査委員会、九州大学倫理審査委員会の承認を得て

の人を介護する男性の実態を把握し、支援内容や

方法を検討し、提供することが必要であるが、虐

待や介護破綻までの具体的なプロセスと支援は明

らかにされていない。

3.	目的

Lazarus と Folkman(1984) のストレッサ ー か ら

ストレッサー反応までの概念 2) を参考に、和気

(1998)3) が概念図を作成した。和気 (1998) の概

念図に沿って3年間での研究目的を①～⑤とし、

そのうち①～③までをジェンダー研究助成による

研究目的とした。ここでは①～③までを報告す

る。④は博士の学位論文 4) を、⑤は九州大学チャ

レンジクリエイトの成果報告書 5) を参照いただき

たい。

①1年次: 男性の介護における困難について実態

を明らかにする。

②2年次: 介護を継続するための活用資源の実態

を明らかにする。

③3年次: 介護負担感、うつ症状の実態を明らか

にする。

④博士課程における総括研究: 男性の介護問題へ

の対処を測定する尺度を開発する。

⑤研究成果を男性介護者へ還元する方法: 介護継

続困難とされる内容について、問題解決の場と、

男性介護者同士が集う場を設ける。

4.	方法

先行研究のストレッサーからストレス反応までの

概念2.3)によると、介護者が介護問題について認

知・評価したとき、介護問題に対して資源を活用

概念の枠組み
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しながら思い、または行動することが対処である

とされる。対処した結果によってストレス反応と

なる。和気(1998)の概念枠組み4)を表記し、測

定のために1つずつ外的基準を投入した。介護の

ストレッサーへの認知をZarits介護負担感尺度日

本語版にて測定したが、介護負担感への男性の対

処を測定する尺度がなかったため、私が開発し

た(研究目的④参照)。活用資源は、フォーマル

とインフォーマルにわけて測定し、ストレス反応

はZungのSelf-rating depression scale(以下SDS)

うつ症状を測定した。この概念枠組みは、Pearin

によるとストレスモデルとも似ているとされる。

Pearinは、主観的に認知された介護状況の負担感

心や自己統制力が低下し、精神的負担が解消され

なければ、介護者に心身の変化や抑うつ反応が現

れるという。

対象は、認知症の人を在宅で介護する男性762

名であった。自記式質問紙調査を実施し、研究者

が回収または、対象者に返送していただいた。

5. 倫理的配慮

本研究は、福岡大学臨床研究審査委員会/倫理審

査委員会、九州大学倫理審査委員会の承認を得て

の人を介護する男性の実態を把握し、支援内容や

方法を検討し、提供することが必要であるが、虐

待や介護破綻までの具体的なプロセスと支援は明

らかにされていない。

3. 目的

Lazarus と Folkman(1984)のストレッサーから

ストレッサー反応までの概念2)を参考に、和気

(1998)3)が概念図を作成した。和気(1998)の概

念図に沿って3年間での研究目的を①～⑤とし、

そのうち①～③までをジェンダー研究助成による

研究目的とした。ここでは①～③までを報告す

る。④は博士の学位論文4)を、⑤は九州大学チャ

レンジクリエイトの成果報告書5)を参照いただき

たい。

①1年次: 男性の介護における困難について実態

を明らかにする。

②2年次: 介護を継続するための活用資源の実態

を明らかにする。

③3年次: 介護負担感、うつ症状の実態を明らか

にする。

④博士課程における総括研究: 男性の介護問題へ

の対処を測定する尺度を開発する。

⑤研究成果を男性介護者へ還元する方法: 介護継

続困難とされる内容について、問題解決の場と、

男性介護者同士が集う場を設ける。

4. 方法

先行研究のストレッサーからストレス反応までの

概念2.3)によると、介護者が介護問題について認

知・評価したとき、介護問題に対して資源を活用

概念の枠組み
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が通じない、趣味ができない、同じことを何度も

言う、などであった。

(4)介護を継続するための活用資源の実態

フォーマルな活用資源として、介護認定を受けて

いる者が73%であった。活用資源の利用状況は、

医療・介護保険下のサービスのみ利用する者が

85%程度であり、最も多く利用されている者は、

デイサービスで、次いでショートステイ、訪問診

療の順であった。家庭内において全くサポートが

ない者が 25%、家庭外において全くサポートが

ない者が33%であった。

(5)介護負担感、うつ症状の実態

介護負担感については、「まったく負担はない＝

0」「多少＝1」「世間並＝2」「かなり＝3」「非常

に大きい＝4」にて、中央値・平均値ともに「世

間並」が2.1(SD 1.2)であった。

うつ症状については、うつ症状の合計総得点によ

るカットオフにより、「正常」が33%、「抑うつ」

が31%、「うつ傾向」が28%であった。

7.	考察

在宅で認知症者を介護する男性の介護継続のため

に概念枠組みに沿って実態を明らかにした。介護

破綻をしている介護者の多くは男性で、介護問題

への対処には男性特有の特徴がみられた。男性介

護者は介護に問題を抱えた際、周囲への援助を求

めず、家庭という密室での出来事が外部にはわか

りにくいことで孤立するとされている。男性介護

者の介護問題対処に着眼し、医療職者が必要な情

行われ、調査を行うにあたり、病院、事業所およ

び任意団体の長に、調査の趣旨を口頭と文書にて

説明し同意を得た。対象者には、研究協力を依頼

する際は、研究の趣旨、協力の任意性、被験者に

ならなくても不利益がないこと、守秘義務、学術

誌などで発表することなどを調査の依頼文に明記

し、調査票の返送を以て調査への同意とみなした。

6.	研究結果

(1)対象者の概要

平均年齢は70.1(SD 11.2)歳、妻を介護する者が

最も多く、次いで母親、父親、親族の順であった。

平均介護時間は12.0(SD 8.6)時間であった。

(2)被介護者の概要

平均年齢は78.1(SD 9.8)歳、診断名はアルツハイ

マー型認知症、レビー小体型、前頭側頭型認知症、

脳血管性認知症、ピック病の順であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日常生活自立度は、「Ⅳ：日常生活に支障をきた

す症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ

常に介護を必要とする」、「Ⅲ：日常生活に支障を

きたす症状・行動や意思疎通の困難さがときどき

みられ介護を必要とする」、「Ⅰ：何らかの認知症

を有するが日常生活は家庭内および社会的にはほ

ぼ自立している」、「Ⅱ：日常生活に支障をきたす

ような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みら

れても誰かが注意していれば自立できる」、「Ⅱb：

家庭内でもⅡの状態」などの順であった。　　　

(3)男性の介護における困難について実態

複数回答において、衣替え、近所づきあい、料理、

下着の装着、買い物、悩みを相談できない、指示
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れている資源はデイサービスで、次いでショート

ステイ、訪問診療の順である。男性にとってフォー

マルな資源の活用は、介護生活を継続できるため

の要因となっている可能性があると考える。従っ

て、介護保険の未申請者をどのように公的な窓口

に繋ぐかについて、今後検討しなければならない

と考える。

2).家庭内において全くサポートがない者が25%、

家庭外において全くサポートがない者が 33% で

あった。これは、既存の研究で明らかとされてい

るとおり、男性が女性と比較し情的支援と繋がり

にくい結果と同様であると考えられる。

(4)介護負担感、うつ症状の実態

世間並の介護負担感を抱く男性介護者は半数以上

であるが、抑うつとうつ傾向を示すものが半数以

上であったことから、介護負担感にどのように対

処しているかを明確にする必要があると考える。

女性を対象とした介護負担感とストレス反応にお

ける研究では、負担感が高くても、ストレス反応

には影響しない結果がでている。対処により、ス

トレス反応としてうつ症状が変化することが予想

され、男性の介護問題への対処とストレス反応に

ついては、今後の研究で明らかにする必要がある。

8.	結語

男性介護者に対する支援の在り方について、ジェ

ンダーを鑑みた支援が必要であることが明らかと

なった。男性介護者の多くが高齢者であり、二人

暮らしが多い。介護申請をしていない者は 20%

程度であり、家族外のサポートに繋がっていない

的支援について検討し、介護継続のための支援へ

取り組む意義は大きいと考える。

(1)対象者と被介護者の概要

1). 高齢で配偶者を介護している者が多かった。

平均年齢から、高齢で退職後に介護に専念する男

性が多いと考えられる。

2). アルツハイマー型認知症者が最も多く、我が

国の認知症者の割合とほぼ同等である。

日本の住宅世帯数は増加しており2人暮らしが増

えている。介護の程度が重いとしても認知症疾患

をもちながら、夫婦で在宅生活している者が多い

と考えられる。

(2)男性の介護における困難の実態　

衣替え、近所づきあい、料理、下着の装着、買い物、

悩みを相談できない、指示が通じない、同じこと

を何度も言う、などであった。これらの内容の多

くは、女性であれば困難と感じることは少ないと

予想され、男性だからこそ困難を感じながら、介

護生活を継続している状況であると考えられる。

(3)介護を継続するための活用資源の実態

1). フォーマルな活用資源として、介護認定を受

けている者が 73% であった。認知症の診断がな

される場合、病院にて介護申請が進められるが、

20%以上は介護保険を申請していない可能性があ

り、フォーマルな資源を十分に活用できていない

ことが予想される。活用資源の利用状況としては、

医療・介護保険下のフォーマルなサービスのみを

利用する者が 85% 程度であり、最も多く利用さ



116 認知症の人を在宅で介護する男性

参考文献
1)  w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 4 H o u d o u h a p p y

ou.../0000073579.pdf .  
2016年2 月7日アクセス可能

2)  16.R・S・ラザルス（林峻一郎訳）:ストレスとコー
ピング―ラザルス理論への招待 , 星和書店 ( 東京 ). 
1(1). 1990.

3)  和気純子: 高齢者を介護する家族, 26-51, 川島書店, 
東京, 1998.

4)  Midori N, Mitsu O: Developing of the care problems 
coping scale for male caregivers of persons 
of dementia at home, Japan Rural Medicine, 
10(1),2015. 

5)  ROBERT T.HUANG ENTREPRENEURSHIP CENTER 
of KYUSHU UNIVERSITY アイデアバトル チャレン
ジ&クリエイションプロジェクト成果報告書,「男性
介護者と社会資源を繋ぐ仕組み作り」.九州大学,37-
42,2014.

者は 30% を越えていた。うつ症状を抱えながら

介護継続している者が半数以上であり、今後も核

家族化は進むことが予想されることから、地域や

社会が男性介護者の支援に取り組む必要性が明ら

かとなった。
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密な描写かつ衝撃的なプロットを通して再構築し

ているのだ。

このアフリカン・アメリカン ( 特に女性 ) 登場人

物のアイデンティティを明らかにするための手が

かりとして私はこれまで、登場人物の「靴」や「衣

服」などの「持ち物」に注目している。そして今

回は、「衣服」の描写から、モリスン作品を読み

解く試みを行った。モリスン研究において、女性

登場人物の身につけている物についての言及は

多くなされてきたものの、「衣服」という観点か

ら女性表象を読み解いたものはほとんどなく、ま

たモリスン作品における「衣服」の持つ意味につ

いてもそれほど深く考察されてはこなかった。し

かし、ファッションとは「他人がじぶんにたいし

て抱くイメージ、じぶんがじぶんをそこへ挿入す

るセルフ・イメージのモデルを提示する」(鷲田 

1998:237)ものである、と哲学者鷲田清一氏が述

べるように、彼女たちがどのような服を着て、ど

のように自己を表現し、男性優位の社会を生き抜

いていこうとしているのかは、重要なポイントで

あると考える。

1.	はじめに

現在、私はアフリカン・アメリカン女性作家トニ・

モリスン(Toni Morrison, 1931－)の作品を中心

に研究を進めている。彼女の作品を通して、アフ

リカン・アメリカンがどのような歴史背景を持ち、

どのように生活をしてきたのか、またどのように

アイデンティティを変化させながらアメリカとい

う大国で生き抜いてきているのかを読み解く試み

を行っており、中でもとりわけ、アフリカン・ア

メリカン女性に注目している。岩本裕子氏も指摘

するように、アメリカ社会において「女性と言え

ば白人女性、黒人と言えば黒人男性」であり、彼

女たちは「ジェンダーを共有する白人女性からは

排除され、人種を一にする黒人男性からは無視」

（岩本2013:3、下線は原文ママ）されてきた。つ

まり彼女たちは、黒人であり、また女性であるこ

とで二重の苦しみを味わってきたのである。作家

モリスンは、そのような彼女たちの姿を中心的に

描き出す。自らの祖先が経験してきた、アメリカ

の暗部―たとえば、奴隷制度が挙げられるであろ

う―に焦点を当て、なきものとされてきた黒人た

ちの声・文化を、決して容易に理解できない、緻

Toni	Morrison 作品における女性表象―衣服の描写を中心に
2014 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　成果報告
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2.	衣服から読むSong of Solomon

本章では、前章において述べた研究内容の一例と

して、昨年の第7回九州・沖縄アイランド女性研

究者支援シンポジウムin鹿児島(2015年9月11日)

でのポスター発表においても扱った、第3作『ソ

ロモンの歌』(Song of  Solomon, 1973年出版)を中心

に、現時点での分析を報告したい。本作品は、モ

リスン作品には珍しい、黒人男性が主人公の小説

である。ミルクマン(本名Macon DeadⅢ)という

あだ名を付けられた彼の、祖先のルーツを探る旅

を経て得られる自己の成長がテーマとなってい

る。モリスン自身が本作品の前書きにおいて、こ

の作品が父親の死がきっかけとなり完成した(Song 

of  Solomon, xi)と述べていることや、批評家リンデ

ン・ピーチも、モリスンがエピグラフにおいて“The 

fathers may soar / And the children may know 

their names”と父方の祖先についてしか言及して

いない (Peach 1977:171) ことを指摘しているこ

とから、本作品では母親よりも父親の存在が重視

されているように思えるであろう。しかし、第1

作『青い眼が欲しい』(The Bluest Eye, 1970年出版)、

第2作『スーラ』(Sula, 1973年出版)のみならず、

本作品以降のモリスン作品における女性登場人物

が一貫して自由の探求を課題としていることを踏

まえれば、本作品における女性表象がどのように

なされているのか、を見逃すことはできないであ

ろう。

これまでの先行研究においては、本作品における

女性登場人物は、これまで主人公ミルクマンの叔

母パイロットを除けば、自立とは程遠い女性たち、

との評価をされてきた。本作品における女性登場

人物は男性中心の家父長制の世界からは締め出さ

れている女性たちである (Peach 1977:171)、と

の見方が強かったのである。しかし、女性登場人

物の描写の中でも非常に印象的に描かれる「衣服」

に焦点を当て、登場人物の「衣服」に対する関心

を分析すると、女性登場人物たちはそれぞれ、彼

女たちの“foremother”であるライナという女性が

できなかった、自分たちを支配しようとする男性

への抵抗を達成しようとしていたことが明らかと

なってくるのである。そして、ライナという女性

がミルクマンの曾祖母であり、夫ソロモンに棄て

られるも、ただ嘆くしか出来ず、ついには気が狂っ

てしまった女性であることをここで付記しておき

たい。また、ここでは、ミルクマンの母ルス、2

人の姉リーナとコリンシアンズに焦点を当てる。

女性の服装に敏感に反応するミルクマンの父、メ

イコン2世に注目しつつ、彼の衣服に対する意識

とそれに対する前述した3人の女性の反応を見る

ことで、一見メイコン2世の支配下におさまって

いるように思える彼女たちの抵抗を明らかにして

いく。

自分が裕福な黒人家庭を築き上げていることに対

して誇りを持っているメイコン2世は、他の黒人

に対してその裕福さを見せ付ける傾向が強い。そ

の見せびらかしの意味も込め、またその立派な社

会的地位を守るために、とりわけ妻や娘たちの「衣

服」に対する関心は高く、彼女たちの服装には敏

感に反応する。たとえば、彼がいわゆる「女らしい」

格好をしない自分の妹に対して、「なぜ女性らし

い格好ができないのか？」(Song of  Solomon, 19-20)

と問いかける場面からは、彼が「服装」が相手に

与えてしまう印象がどれだけ重要なものであるの
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かを強く意識していることを表しているだろう。

このメイコン2世の傾向を踏まえると、妻ルスや

2人の娘の服装は、次のように解釈することがで

きる。まずルスは、洗練された格好をしている描

写が多く描かれ、前述した夫の妹とは対照的に描

かれる場面も多くみられる。そして、リーナとコ

リンシアンズにおいても、白いストッキングを履

きリボンをつけ、手袋をはめて、裸足かつ上半身

裸で汚い黒人の子供たちのいる所へ父と共に出か

ける場面や、ハイヒールを履いている描写などが

例に挙げられる。これらのことは、彼女たちが裕

福な暮らしを享受できているだけではなく、彼女

たちが前述したメイコン2世の「衣服」に対する

意識の高さ、そして社会的地位を守ろうとする姿

勢をしっかり理解し、その基準にはまった格好を

している、という様にも考えることを可能にする

だろう。しかし、これらの「衣服」の描写から約

20年後の彼女たちの姿を考察すると、それぞれ

に変化が見られる。

ルスは、息子ミルクマンに自分のこれまで置かれ

てきた境遇を吐露する(Song of  Solomon, 124)。ここ

で彼女は夫メイコン2世の意図する「衣服」に身

を包み、彼の所有物である車と家に押し込められ

て生きてきたと主張するのである。本作品におい

てルスは控えめな女性として描かれており、自己

主張するような部分はあまり見受けられないが、

息子とはいえ将来一家の主となりうる、夫メイコ

ン2世に準ずる男性であるミルクマンにこのこと

を打ち明けたことは、これまで「受動的」である

と評価されてきたアフリカン・アメリカン女性の、

実は大きな一歩であると言えるだろう。

続いて、リーナは弟ミルクマンに対して、父親に

対する不満とミルクマン自身に対する不満を直接

ぶつける(Song of  Solomon 215)。自分がミルクマン

のためにいかに犠牲を払って生きてきたかを直接

訴えるのである。この場面は、彼女が唯一男性に

対峙する場面であるが、長男であるミルクマンに

直接働きかけた、という点においては、母ルスよ

りも一歩踏み込んだ抵抗であると言えるだろう。

最後に、コリンシアンズは物語の結末部分におい

てヘンリー・ポーターという男性と出会い、家

を出て彼と住み始める。この姿は、批評家アル

フレッド・サミュエルズも指摘しているように、

「personal freedomを求め、ポーターと恋に落ち

て弟などの世話人であることをやめ、父親の地位

からも離れた」(Samuels 1999:7)姿である。この

ように彼女は母ルスと姉リーナが果たすことがで

きなかった、父親、という一家の主の支配下から

抜け出すことにひとまず成功しているのである。

これまで述べてきたように、本作品における「衣

服」の描写に注目すると、ルス、リーナ、コリン

シアンズという3人の女性達がメイコン2世の裕

福な黒人としての社会的地位を守るためのいわば

道具として扱われていたことが明らかとなる。こ

れまで、「パーソナルアイデンティティを持って

いない女性」(Samuels 1999:7)としての評価を受

けてきた彼女たちであるが、ミルクマンに対して

それぞれ心情を吐露したり、父の支配下から抜け

出したりしている姿は、彼女たちの男性支配への

抵抗の姿勢の一歩として読むことを可能にするの

である。
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3.	最後に

本稿では、枚数も限られているため、かなりの度

合簡略化した分析内容を報告させていただいた。

モリスン作品において、「衣服」をはじめとする、

登場人物の「持ち物」は大変重要な要素である。

全作品においてその描写は色濃くなされ、登場人

物とそれぞれ密接な関係を持っている。それらの

描写は、登場人物の自由への欲求や欲望を浮き彫

りにするのである。今後も、視野を広げつつ、ジェ

ンダー的視点から、モリスン作品をはじめとする

アフリカン・アメリカン文学の考察を続けていき

たい。

引用文献
1)  Morrison, Toni. Song of  Solomon. 1977. New York: 

Vintage International, 2004. Print.

2)  Peach, Linden. “Competing Discourses in Song 
of Solomon (1977)”. Modern Critical Interpretations Toni 

Morrison’s Song of Solomon. Ed. Harold Bloom. 
Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1999. 159-
76. Print.

3)  Samuels, Wilfred D. “Liminality and the Search for 
Self in Song of Solomon”. Modern Critical Interpretations 

Toni Morrison’s Song of Solomon. Ed. Harold Bloom. 
Philadelphia: Chelsea House Publishers, 1999. 5-28. 
Print.

4)  岩本裕子『物語　アメリカ黒人女性史(1619-2013)
絶望から希望へ』（明石書店、2013年）

5)  鷲田清一『「ひとはなぜ服を着るのか」―ファッショ
ンは≪社会の生きた皮膚≫である』（日本放送出版
協会、1998年）



ToniMorrison 作品における女性表象―衣服の描写を中心に 121



122 ToniMorrison 作品における女性表象―衣服の描写を中心に

学会レポート

学会における託児の状況
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民主主義科学者協会法律部会の託児について

豊崎七絵
九州大学大学院法学研究院教授

1.	はじめに

私は現在、5歳の男児を育てている。私の実家は
新潟、夫の実家は秋田であり、父母や親戚の助け
はまず望めない。夫は残業はもちろんのこと、海
外を含め出張が多い。夫婦で手帳を見ながら互い
の用事・出張が重ならないようにしているものの、
自分ひとりでは決められない類の用事・出張の場
合どうしてもバッティングが生じてしまう。その
ような時、しかも泊りがけの出張になってしまう
場合、出張先での託児・一時保育があれば、本当
にありがたい。以下、学会での託児について、私
の経験を中心に記したい。

2.	法学関係の学会における現状

私は、2014年11月に龍谷大学大宮キャンパスに
て開催された、民主主義科学者協会法律部会(通
称：民科法律部会)の2014年度学術総会に出席し
た際、当学会の託児を利用させていただいた。

民科法律部会は、あらゆる分野における法学研究
者の研究上の連絡、協力を促進し、民主主義法学
の発展をはかることを目的とする学術団体である

（http://minka-japan.sakura.ne.jp/main/）。1957
年に規約を制定、学会としてスタートを切った。

法学関係の学会で、参加者に一時保育・託児を提
供しているという例は、管見の限り、あまり聞い
たことがない。もっとも日本労働法学会は一時保
育を実施していると聞いたことがあったので、今
回の原稿執筆を契機に調べてみると、2015年10
月開催の第130回大会での一時保育について情
報を得ることができた(http://www.rougaku.jp/
contents-taikai/130ichijihoikuA.pdf)。 また日本
社会保障法学会も一時保育の実績があるとのこと
で2015年10月開催の第68回秋季大会でも一時
保育が実施されたようである(http://www.jassl.
jp/kaiho/img/kaiho39.pdf）。他に実施中の法学関
係の学会もあるかもしれないが、労働法学や社会
保障法学の専門家から成る学会であればこそ、つ
まりその学問的関心とも重なるので、一時保育の
必要性は、会員の共通認識とされやすいのかもし
れない。

他方、私が所属する(民科法律部会以外の)2つの
学会では、一時保育・託児は実施されていないの
はもちろん、提案やニーズの調査も行われたこと
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がない。ゆえに、以下紹介する民科法律部会の取
り組みは、少なくとも法学関係の学会のなかでは
先駆的といえるであろう。

3.	民科法律部会の託児

民科法律部会の託児が開始されたきっかけは、
2011年度学術総会の報告者の中に託児を希望し、
その問い合わせをしてきた人がいたことであった。
その際には、学術総会の担当校である立命館大学
の先生がキャンパス近所の託児施設を斡旋するこ
とで、事実上の対応をされたとのことである。託
児が正式に制度として発足したのは2012年度学
術総会からであり、その利用実績は、2012年が
0名、2013年が0名、2014年が1名、2015年が0
名である。つまり制度発足後4年間で、利用実績
は私1名ということになる。

私も2011年度学術総会から、託児についてたび
たび学会事務局に問い合わせをしてきた者のひと
りである。しかし、当時は子どもが1、2歳と本
当に幼かったため、福岡から母子だけで新幹線や
飛行機に長時間乗車する自信がなかったことや、
幸い夫が子育て可能であったため、実際にはサー
ビスを利用しなかった。初めて利用したのが、昨
年の2014年学術総会ということになる。具体的
には次の通りである。

まず会報を通して会員に対し託児を設ける旨の告
知がなされた。事務局に託児をお願いしたいとい
うことでメールを差し上げたところ、学術総会の
担当校である龍谷大学の先生から、メールで２つ
の施設をご紹介いただいた。そのメールには、「具

体的な条件が折り合わなかった場合、あるいは不
安を感じられた場合には、遠慮なくその旨ご連絡
をいただければと願います。別の施設を案内でき
るよう、こちらのほうであらためてお探しいたし
ます。」というお気遣いも示されており、大変有
難かった。

最終的には福岡にも営業所があるということで、
ご紹介していただいた施設の1つを利用すること
にした。利用料金については、私の方で一旦立替
払いした上で、後日、その全額を学会事務局から
振り込んでいただいた。経済的にも大変助かった
次第である。

4歳の子どもと初めての出張は、何かと緊張した。
片道2時間40分、新幹線の中で、子どもとどの
ように過ごすか、頭の中でシュミレーションし
て、おやつ、おもちゃや絵本、最終手段としての
DVDを持参していった。宿泊場所は和室を探し
て予約した。子どもはとにかく寝相が悪いので、
畳の上に布団を引くのがベストである。また家で
は裸足でいるから、やはり和室で自由に遊べるの
はありがたい(しかし和室を用意しているホテル
は少なく、割高なことも多い。やむなく洋室の場
合にはベッドガードが必須であるが、ベッドガー
ドの隙間から落ちることもあるから要注意であ
る。ホテルによっては、子ども用の歯ブラシ、ス
リッパ、パジャマなどを用意してくれるところも
ある)。

学会の懇親会には子連れで出席し、参加者の皆さ
んに子どもを可愛がって頂いたことなど、なかな
か得難い経験ができた。子どもが大人になったと
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き、何か想い出してくれることもあるだろうか。

4.	課題

学会での託児について、経験上、気が付いたこと
をいくつか記しておきたい。

第一に、私がお世話になった託児施設は学会会場
から離れていたため、（予定していたことではあ
るが）会場と施設、ホテルと施設、それぞれ複数
回タクシーで往復する必要があった。会場にシッ
ターを派遣することも考えられうるが、その場合
には、子どもが過ごすのにふさわしい部屋を会場
内に用意する必要があり、その分、学会担当校の
負担が大きくなることも予想される。この点、学
会事務局の先生から、「（学会会場となる）大学の
立地場所が託児施設の立地条件としてふさわしい
とは限らず、会場近辺で信用のおける施設を探す
のが難しいのが悩みです」とのコメントをいただ
いた。もっとも、託児施設やシッターについて、
各学会の担当校がその都度一から必死に探すとい
うのではなく、様々な学会が関連情報を蓄積・共
有できるような仕組みがあれば、もしかすると改
善の余地はあるかもしれない。

第二に、民科法律部会の託児制度が発足してから
4年間で利用実績が1名であることについて、ど
のように分析・評価するかという問題である。数
としては少ないと言わざるを得ないが、その理由
について考えてみる必要がある。これについて
も、学会事務局の先生から、「なかなか制度をご
利用いただけないのには、小さなお子さんを連れ
ての長距離の移動、宿泊にも困難があるからかと

推察しています」とのコメントをいただいた。こ
れは、私自身の経験に照らしても、的確な見方で
あると思う。確かに移動や宿泊の問題を全面的に
解消するのは難しいことであるが、経験者の知恵
や工夫を伝えてゆくことはできよう。また子育て
中の会員へのアンケートなどを通して、どうすれ
ばもっと利用しやすくなるか、当事者から具体的
にアイディアを出してもらい検討することも考え
られる。

5.	おわりに

学会での一時保育・託児の必要性について、そも
そも想像が及ばない人が多い。私自身、子どもが
産まれるまで、よく考えたことがなかった。他方、
子育て中の当事者は、一時保育・託児の必要性を
痛感するものの、想像すら及ばない人が多数を占
める中、自らそれを要望しにくいということもあ
る。まずは、それぞれの学会で取り組まれている
一時保育・託児の実際について、学会横断的に、
広く伝えてゆくことが重要であろう。一時保育・
託児のある学会がスタンダードになる日が来るこ
とを願ってやまない。
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子連れで参加	-	第 3 回東アジア環境史会議　

エレン・ヴァン＝フーテム
九州大学大学院人文科学研究院准教授

学会自体は1年以上先でしたが、前もって準備を
進めていた第3回東アジア環境史会議で発表する
論文のプロポーザルを、2014年9月に提出しま
した。この会議は東アジアにおける風水に関する
習慣についての私の最新の研究を発表するために
最適な舞台を用意してくれるだけでなく、参加を
促す3つの動機を与えてくれました。

第一にこの会議は福岡からあまり遠くない日本国
内で行われるということ、第二に学会の大部分が
週末にかけて行われるということ、第三に学会の
主催者が学会のかなり前に論文提出の期限を定め
ているということです。これらがこの学会に論文
のプロポーザルを提出した理由です。それはなぜ
かというと、私には2人の小さな子供がいるから
です。学会に参加する頃には私の長男ルークは8
歳で小学3年生になり，漢字や割り算の勉強で忙
しいでしょうし、私の次男マクスは1歳で、歩き
まわりながら，忙しく世界を探検していることで
しょう。

もう少し詳しく説明すれば、私の夫は海外で働い
ているし、私たちの両親も日本には住んではいな
いので、マクスもルークもほとんどいつも私の研

究旅行や学会に付いてきていました。そのため私
は常に研究活動を綿密に計画しておかなければな
りません。そうすれば学会で何か新しいことやお
もしろいことを言うために十分な時間を研究に費
やすことができますし、ルークの学校生活に支障
をきたすことはありません。また、ホテルの予約、
ベビーシッターの手配などの様々な子連れ旅行の
手配をしておけば、マクスを誰かに預ける心配を
しなくて済みます。

今回の場合、主催者の論文提出の締め切りが学会
開催の一ヶ月前だったので、ギリギリまで発表準
備を放っておくわけにはいきませんでした。更に
その前に、何回も読み返して詳細なフィードバッ
クを出してしてくれる共同研究者に論文を読んで
もらうと思うと私も頑張って書かなくてはならな
いと思いました。彼らのコメント(学会でフロア
からのコメントがあればそれも)を参考にすると、
それほど時間をかけずに出版社に持ち込めるくら
いになります。私の中の学者魂に火がつきました。
他にもいろいろやらなければならないこと（授
業、業務それに家事、そして忘れてはいけない育
児も）があるので研究に使える時間は限られてい
ました。すべてを緻密に計画して与えられた機会
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を最大限に有効活用する必要がありました。数ヶ
月かけてゆっくりと、しかし着実に研究を続けま
した。そして9月30日には私の論文は送るのを
待つだけになり、たくさんの日本人の友人や同僚
のおかげで子連れ旅行に必要なすべての手配がで
きました。

学会2日目の10月23日金曜日の午後まで話を進
めますと、ルークは下校後いつもの通りスイミン
グスクールに行きました。私とマクスが高松にい
る間、福岡で私の友人がルークの世話をしてくれ
る約束になっていました。彼女が京都に帰る途中
にルークを岡山駅で降ろしてもらい、そこで私た
ちと落ち合って、3人で高松に行く段取りになっ
ていました。岡山駅で私は急いで食べ物と飲み物
を買い、車内で遅い夕食を取りました。10時半
にやっとホテルの部屋に到着しました。私は一日
中の高松と岡山までの往復でとても疲れていまし
たが、子供たちは久しぶりの再会を喜び、いつも
の時間がとっくに過ぎていてもなかなか寝ようと
はしませんでした。2時間も興奮気味に遊んだ後、
子供たちはやっと眠りにつきました。私はもう
少し起きてしんと静まり返った部屋で、プログラ
ムをゆっくりと読んで、明日参加するセッション
を選んだり、発表のパワーポイントに最後の訂正
を入れたりしました。幸いにも論文自体は数週間
前に出来上がっていました。

土曜日の朝6時半、マクスは満面の笑みをたたえ
て起きてきました。彼は新しい一日を始める準備
ができていて、私にも「早く起きろ」と言ってい
るのでしょう。数時間でマクスのベビーシッター
が到着。ルークは会議室の隅でおとなしく宿題を

したり遊んだりできる年齢なので、私と学会参加
する予定です。マクスを預ける前に、彼の食べ物
や飲み物を用意し、彼の一日を簡単にメモにして
渡しました。ベビーシッターの第一印象は良く、
任せても安心だと思いました。

マクスを彼女に預け、ルークと私は学会に出発し
ました。一日中部屋をあちこち移動しながらたく
さんの研究者の話を聞きました。発表の後でゆっ
くりと同僚と話す暇もありませんでした。しばら
くして、私が懇親会に参加している間に2人を見
てくれる別のベビーシッターがやってきました。
また、2人の子供達の晩ご飯を用意して、新しい
ベビーシッターにどの子が何時に何を食べるか教
えなければなりませんでした。

懇親会ではおいしい食べ物だけでなく研究につい
て話すことができ、楽しい時間を過ごすことがで
きました。日中に討論に参加できなかった研究発
表の学者たちのところへ努めて話を聞きに行きま
したが、ベビーシッターは10時に帰るので残念
ながら私は二次会に行く時間はありませんでし
た。私がホテルに戻った時、マクスはスヤスヤと
寝息をたて眠っていてルークはベッドに入ろうと
していました。すぐに部屋はしんと静かになり、
私はパワーポイントと発表の最終チェックをして
眠りにつきました。

日曜日の朝6時半、まるで時計のようにマクスが
いつもの時間に起きてきて、新しい一日が始まり
ました。今日は正午までにチェックアウトをしな
ければならなく、ホテルの部屋でマクスを預ける
ことはできないのでベビーシッターを頼んでいま
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せん。その代わりマクスは高松市内のキッズルー
ムに行く段取りになっていました。再び私は十分
な食べ物と飲み物を用意して、キッズルームに行
く途中、3人で朝食を食べました。マクスを預け
てルークと私は学会に向かいました。今日は四神
獣(朱雀、玄武、白虎、青龍)ついての論文を発
表します。ルークが生後4ヶ月の時、私の講義中
にいたことを数えなければ、これが彼にとって初
めて私の発表を聞く機会でした。彼にはまだ宿題
がたくさん残っているし、iPadもあるので、たぶ
ん私の発表を聞くよりゲームに没頭するだろう、
少なくとも私はそう予想していました。私の発表
が終わり、続いて2人のパネリストの発表があり、
短い討論が続きました。私たちのパネルが最後で、
3時にはすべての会議が終了しました。ルークと
私が部屋を出ようとした時、彼が私の話の虎や龍
について尋ねてきました。やはり聞いていたのだ!!　
彼の質問から彼が私の研究に興味を示していると
分かりました。これは親にとって最高のご褒美で
した。そしてその日、ずっと私は笑顔でいられま
した。（今から考えると、たぶん、とても疲れた
笑顔だったでしょうが…）

ルークと私は急いでキッズルームに行き、お世話
をしてくれた2人の女性にお礼を言って、マクス
を連れて駅に走って行きました。私たちにはまだ
4時間の旅行が残っていました。ルークは明日か
らまた学校生活で、十分な休息を取らなくてはな
りません。駅近くのスーパーで晩ご飯を購入し、
また車内で食事をしました(日本では、お弁当を
売っているお店か、少なくともいろいろな飲み物
を売っている自販機があちこちに必ずあり、日本
は旅行するのになんて便利な国でしょうといつも

感心します）。夜の8時15分にやっと家に帰り着
きました。マクスは地下鉄の中でまどろみ始め、
長い間よく寝ていました。私は乳母車から彼を
そっとベッドに移しました。お風呂は明日の朝で
いいでしょう。ルークと私は明日の学校の用意を
して、9時にはみんな寝息を立てていました。

私の論文に対するルークの反応を思い出すと，こ
れを書いている今でも笑みがこぼれます。確かに
私は子どもたちを不似合いな場所やイベントに連
れ回しているかもしれませんが、ルークは学会を
楽しんでいて、私の研究に興味を持ってくれてい
ます。たとえそれがほんの僅かな時間でも、それ
が分かっただけでも努力したかいがあったと思い
ました。
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プラズマ・核融合学会での託児所実施

糟谷直宏
九州大学応用力学研究所准教授

学会参加は研究者としての活動の中核をなすもの
の一つといってよい。各学会でダイバーシティ推
進のため様々な取り組みがなされている。当学会
通信のページを利用して、執筆者自身の所属する
学会（プラズマ・核融合学会）でのダイバーシティ、
特に男女共同参画に関する取り組みを一学会員と
して紹介する。

プラズマ・核融合学会では、プラズマ・核融合に
関する学理や技術に携わる研究者が参加して研究
の発表、知識と意見の交換を行っている。将来の
エネルギー源として期待される核融合の地上での
実現をめざすとともに、宇宙プラズマやプラズマ
応用技術等の広い分野を対象としている。1983
年の発足以来活発な活動を繰り広げており、現在
会員数は1600名強(うち学生会員約300名)である。

この学会のダイバーシティ推進に関する取り組み
は2014年度に発足した男女共同参画委員会を中
心に行われている。2015年度現在は永津委員長
(静岡大)のもと幹事１名、委員６名により構成さ
れている。活動の記録は、(http://www.jspf.or.jp/
genderequality/index.html)にて公開されている。

本記事では、男女共同参画活動のうちより二つ、
学会年会における関連インフォーマルミーティン
グ、および託児所の設置状況について紹介する。

2015年11月に学会第32回年会が名古屋大学にて
開催された。その初日13:00-14:00にインフォー
マルミーティング「育児世代研究者の現状と課
題、あれこれ情報交換会」が企画された。当ミー
ティングでは、江尻准教授(東京大)による基調
講演「アンケート結果に見る育児世代の現状と課
題」と、そのあとに続く出席者による意見交換
が行われた。基調講演ではまず、男女共同参画
等を理解するためのキーワード説明がなされた。
そして男女共同参画学協会連絡会第3回大規模ア
ンケート解析結果(http://www.djrenrakukai.org/
enquete.html#enq2012)が報告された。このアン
ケートは科学技術系専門職の男女共同参画実態調
査として2012年に実施されたものである。日本
の女性研究者の割合はかなり低く分野ごとにばら
つきがある。当プラズマ・核融合学会についても
物理系の低さを反映した数字となっている。年齢
や役職とともに女性比率はさらに減少している。
パートナーについて見てみると女性研究者の夫は
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研究者である割合が高いが、男性研究者の妻は専
業主婦の比率が高い。仕事時間に関して、在職場
時間、自宅仕事時間、家事・育児時間それぞれに
ついて統計を取ると、その和は男女ともに一定と
なり、その中で女性は家事・育児時間の割合が大
きくなるという実態が数字として表れた。その他
多面的な調査結果が数字として示された。参加者
からはアファーマティブアクションがとられてい
る現在、改善はあるのか、外国での状況はどうか
等の質問が出た。そして、各大学・研究機関での
取り組みや育児世代の現状についての活発な意見
交換がなされた。

学会年会では小さい子供を持つ学会員の参加便
宜を図るために託児所を設置している。近年は
多くの学会で設置がなされているが、当学会で
は2007年より実施されている。利用にあたって
は学会開始前の事前申込制となっており、会議場
の一室を確保し提供をしている。毎回コンスタン
トに利用者がいるとのことである(本年は利用者
なし)。年会は日本各地の異なる開催地で毎年開
催されるが、託児所実施に当たってはその都度そ
の地での業者と契約を行い、マット等の必要機材
は学会事務局で準備をしている。学会の事務局ス
タッフに関連するNPO経験者がいることもあり、
ノウハウは蓄積され、円滑な運営がなされている。
当学会事務局の女性スタッフはとても精力的で、
その活躍なしには学会運営が回らないであろう程
の事だといつも感心している。末筆ながら、ここ
にそのご尽力に感謝の念を述べさせていただく。
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『下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困』
小杉礼子・宮本みち子編著
勁草書房　2015 年

中原朝子
神戸大学男女共同参画推進室特命助教

近年、女性の貧困は、新聞や書籍でもその文字を
目にする機会が多くなり、それと共に女性の貧困
は解決すべき社会的課題として、人々に認識され
てきたように思える。しかし、女性の貧困に対す
る男性の反応1)、未だにフリーター定義から有配
偶女性が排除されていること、第3次男女共同参
画基本計画で掲げられていた、「子どもの貧困率
や母子世帯等ひとり親世帯の貧困率について、継
続的に算出し、その状況を把握する」が、第4次
基本計画で言及されていない点等を踏まえると、
女性の貧困は、容易に不可視化される危険性があ
るように思える。本書は、若年女性の社会的排除
と貧困をテーマに開催したシンポジウム2)で、社
会学者、哲学者、民間団体の社会活動家がそれぞ
れの立場から現状分析を行い求められる支援につ
いて議論された内容を基に発行された。

本書は、不可視化されやすい女性の社会的排除や
貧困を真正面からテーマにとりあげ、女性は男性
と同じように（いくつかの側面では男性以上に）
社会的排除や貧困が深刻化しているという事実を

統計データおよび聞き取り調査等の結果から明ら
かにした上でなぜ女性の社会的排除や貧困がこれ
まで不可視化されてきたのか、今日どのような様
相で女性の社会的排除や貧困が進んでいるのか、
そして求められる支援とは何かについて、ジェン
ダーの視点から論じている。
構成は以下の通りである。

はじめに　宮本みち子
「序章　課題の設定」宮本みち子

第Ⅰ部　労働と家庭からの排除の現状と課題
「第1章　女性労働の家族依存モデルの限界」
山田昌弘
「第2章　見えにくい女性の貧困-非正規問題と
ジェンダー」江原由美子
「第3章　ままならない女性・身体－働くのが
怖い、産むのが怖い、その内面へ」金井淑子
「コラム1　中高年女性が貧困に陥るプロセス」
直井道子

第Ⅱ部　貧困・下層化する女性
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『下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困』
小杉礼子・宮本みち子編著
勁草書房　2015 年

中原朝子
神戸大学男女共同参画推進室 特命助教

近年、女性の貧困は、新聞や書籍でもその文字を
目にする機会が多くなり、それと共に女性の貧困
は解決すべき社会的課題として、人々に認識され
てきたように思える。しかし、女性の貧困に対す
る男性の反応1)、未だにフリーター定義から有配
偶女性が排除されていること、第3次男女共同参
画基本計画で掲げられていた、「子どもの貧困率
や母子世帯等ひとり親世帯の貧困率について、継
続的に算出し、その状況を把握する」が、第4次
基本計画で言及されていない点等を踏まえると、
女性の貧困は、容易に不可視化される危険性があ
るように思える。本書は、若年女性の社会的排除
と貧困をテーマに開催したシンポジウム2)で、社
会学者、哲学者、民間団体の社会活動家がそれぞ
れの立場から現状分析を行い求められる支援につ
いて議論された内容を基に発行された。

本書は、不可視化されやすい女性の社会的排除や
貧困を真正面からテーマにとりあげ、女性は男性
と同じように（いくつかの側面では男性以上に）
社会的排除や貧困が深刻化しているという事実を

統計データおよび聞き取り調査等の結果から明ら
かにした上で、なぜ女性の社会的排除や貧困がこ
れまで不可視化されてきたのか、今日どのような
様相で女性の社会的排除や貧困が進んでいるの
か、そして求められる支援とは何かについて、ジェ
ンダーの視点から論じている。
構成は以下の通りである。

はじめに　宮本みち子
「序章　課題の設定」宮本みち子
第Ⅰ部　労働と家庭からの排除の現状と課題
「第1章　女性労働の家族依存モデルの限界」
山田昌弘
「第2章　見えにくい女性の貧困-非正規問題と
ジェンダー」江原由美子
「第3章　ままならない女性・身体－働くのが
怖い、産むのが怖い、その内面へ」金井淑子
「コラム1　中高年女性が貧困に陥るプロセス」
直井道子
第Ⅱ部　貧困・下層化する女性
「第4章　女性ホームレスの問題から－女性の



「下層化する女性たち　労働と家庭からの排除と貧困」 135

「第4章　女性ホームレスの問題から－女性の
貧困問題の構造」丸山里美
「第5章　折り重なる困難から－若年女性の
ホームレス化と貧困」山口恵子
「コラム2　戦後日本型循環モデルの破綻と若
年女性」本田由紀

第Ⅲ部　支援の現場から
「第6章　「『よりそいホットライン』の活動を
通じて－若年女性の『下層化』と性暴力被害」
遠藤智子
「第7章　生活困窮状態の10代女性の現状と必
要な包括支援－パーソナルサポートの現場か
ら」白水崇真子
「第8章　横浜市男女共同参画センターの“ガー
ルズ”支援－生きづらさ、そして希望をわかち
あう『場づくり』」小園弥生
「コラム3　若年女性に広がる学歴間格差－働
き方、賃金、生活意識」小杉礼子

おわりに　小杉礼子

1.	なぜ女性の社会的排除や貧困がこれまで
不可視化されてきたのか

第1章では「女性労働の家族依存モデル」、コラ
ム2では「戦後日本型循環モデル」と命名されて
いるが、両モデルとも戦後日本社会において、女
性の労働が常に家族内の男性の経済的庇護を受け
ることを前提として設計されており、モデルが機
能した時期もあったが、1990年代の経済構造の
転換に伴い機能しなくなっている。それにもかか
わらずこのモデルが現在も人々の意識を強く規定
していることが、女性の貧困の不可視化を招いて

いると指摘している。第2章では、若年女性の貧
困化を社会問題化できなかった理由について、「ク
レーム申し立て」という社会学の枠組みを用いて
検討されている。「女性の経済的自立モデル」か
ら「クレーム申し立て」をする場合、女性の経済
的自立は現実には難しいという現状認識が、女性
の経済的自立をめざす応援のために抑制されがち
になることや、経済的に自立できない働き方であ
る非正規雇用のあり方への批判が、経済的に自立
できない非正規雇用女性への否定的評価へのずら
しを呼びよせがちになることが、「クレーム申し
立て」が有効に行われなかった理由としてあげら
れている。

上記に加え、世帯内では所得が平等に配分される
こと(第4章）、女性は家事手伝いという統計になっ
てしまい貧困が顕在化しないこと(第8章)といっ
た統計指標のジェンダーバイアスが、貧困の不可
視化を招いていることも指摘されている。

2.	どのような様相で女性の社会的排除や貧
困が進んでいるのか

第1章では、若年女性の包摂先である「労働」「夫」
「親」の全ての条件に恵まれる者と全ての条件に
恵まれない女性との間の格差の拡大と世代連鎖、
第3章では、経済活性化政策の中で、労働の場に
おいて女性を上方へ押し上げる追い風が吹いてい
るが、女性全体に対しての追い風ではないため、
女性間の格差が拡大していること、コラム3では、
学歴を媒介にして女性の中の賃金、失業率、日常
生活の充実感などの違いが大きくなっていること
が指摘されている。第6章から第8章の支援の現
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貧困問題の構造」丸山里美
「第5章　折り重なる困難から－若年女性の
ホームレス化と貧困」山口恵子
「コラム2　戦後日本型循環モデルの破綻と若
年女性」本田由紀
第Ⅲ部　支援の現場から
「第6章　「『よりそいホットライン』の活動を
通じて－若年女性の『下層化』と性暴力被害」
遠藤智子
「第7章　生活困窮状態の10代女性の現状と必
要な包括支援－パーソナルサポートの現場か
ら」白水崇真子
「第8章　横浜市男女共同参画センターの“ガー
ルズ”支援－生きづらさ、そして希望をわかち
あう『場づくり』」小園弥生
「コラム3　若年女性に広がる学歴間格差－働
き方、賃金、生活意識」小杉礼子
おわりに　小杉礼子

1. なぜ女性の社会的排除や貧困がこれまで
不可視化されてきたのか

第1章では「女性労働の家族依存モデル」、コラ
ム2では「戦後日本型循環モデル」と命名されて
いるが、両モデルとも戦後日本社会において、女
性の労働が常に家族内の男性の経済的庇護を受け
ることを前提として設計されており、モデルが機
能した時期もあったが、1990年代の経済構造の
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ク「、ていつに由理たっかなきで化題問会社を化困

レーム申し立て」という社会学の枠組みを用いて検
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になることが、「クレーム申し立て」が有効に行わ
れなかった理由としてあげられている。

上記に加え、世帯内では所得が平等に配分されるこ
とを前提にして貧困率が算出されていること(第4
章）、女性は家事手伝いという統計になってしまい
貧困が顕在化しないこと(第8章)といった統計指標
のジェンダーバイアスが、貧困の不可視化を招いて
いることも指摘されている。

2. どのような様相で女性の社会的排除や貧困
が進んでいるのか

第1章では、若年女性の包摂先である「労働」「夫」
「親」の全ての条件に恵まれる者と全ての条件に恵
まれない女性との間の格差の拡大と世代連鎖、第3
章では、経済活性化政策の中で、労働の場において
女性を上方へ押し上げる追い風が吹いているが、女
性全体に対しての追い風ではないため、女性間の格
差が拡大していること、コラム3では、学歴を媒介
にして女性の中の賃金、失業率、日常生活の充実感
などの違いが大きくなっていることが指摘されてい
る。第6章から第8章の支援の現場からは、貧困の
様相は男女で異なり、特に女性は、女性の身体が性
の商品化や暴力・搾取の対象とされやすいこと、そ
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場からは、貧困の様相は男女で異なり、特に女性
は女性の身体が性の商品化や暴力・搾取の対象と
されやすいこと、そしてそのことが女性の孤立化
や心身の不調を招いている。また、子どもの頃か
ら家庭内暴力の被害にあっている者は生活を支え
る安心・安全な場所が物理的にも心理的にもない
ため社会的排除に直面しているといったことが相
談事例やケース集計に基づいて指摘されている。

このような状況は、果たして女性自身が選んだ結
果なのだろうか。コラム1では周囲も本人も未来
の夫への経済的依存期待があることが指摘されて
おり、コラム3では主婦や主婦パートの方が正規
雇用女性より日常生活の充実を感じている割合が
高いことが示されている。一方第4章では女性の
ライフコース選択が運に左右されていること、第
7章では、女性は経済的な自立へのプレッシャー
が弱い一方で、家族のケアや家計補助的な働き方
を要求されることが指摘されている。

3.	求められる支援

社会保障制度については、若者のニーズに対応し
た制度への転換(序章・第4章・第7章)や、労働、
親の状況、配偶者候補の男性の状況を考慮にいれ
た制度設計(第1章)への見直し、子育て費用の社
会負担(第4章）、高校教育を全うできるような支
援の検討(コラム3）、雇用条件等労働に関する見
直しとして、非正規雇用の労働条件の見直し（第
2章）、最低賃金の引き上げ(第4章・第8章）、賃
労働と家事・育児の両立が可能な働き方の実現（第
4章・第7章）、家族(父や配偶者)に依存しなく
ても生活可能な収入が得られる就労機会(第7章）、

同一価値労働同一賃金の実現(コラム1）、があげ
られている。

その他、あきらめや自己否定の感情をときほぐす
ための仲間との時間や場の提供(コラム2・第8章）、
女性のエンパワーメントに資する新女性学の確立
（第3章）、生活技術・基礎的な生活習慣を身につ
けるための支援(第4章）、女性の貧困の背景には
性暴力被害があるという視点の共有化(第6章）
などが指摘されている。

本書の目的は、工業化時代からポスト工業化の時
代の半世紀の間に、日本の社会がどう変わり、そ
して女性の貧困化がそのことと深く結びついてい
ることを確認し、社会政策の発動が必要であると
いう問題意識を共有することである。さまざまな
視点からの問題提起とそれに対応する社会政策の
提示により、本書の目的は十分に達成されている
と言えよう。

最後に本書を読んでの、私見を述べておく。本書
では、夫婦共働き世帯モデルが推奨されている（お
わりに)が、筆者は、女性が世帯主になることが
皮肉にも貧困を可視化させることにつながってい
ること(第4章）、貧困の世代間連鎖が懸念される
こと(第1章)をふまえ、一人親世帯モデルを推奨
する。誰もが適性な時間(賃労働と家事・育児の
両立が可能な労働時間)働けば、子どもと健康で
文化的な生活を送ることができることを根底にし
て労働政策・教育政策等の制度設計を行うことで
ある。そのためには、最低賃金の引き上げ、同一
価値労働同一賃金の制度化、子どもの社会化に関
する費用の社会負担が求められる。これから社会
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た制度設計(第1章)への見直し、子育て費用の社
会負担(第4章）、高校教育を全うできるような支
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直しとして、非正規雇用の労働条件の見直し（第
2章）、最低賃金の引き上げ(第4章・第8章）、賃
労働と家事・育児の両立が可能な働き方の実現（第
4章・第7章）、家族(父や配偶者)に依存しなく
ても生活可能な収入が得られる就労機会(第7章）、
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られている。

その他、あきらめや自己否定の感情をときほぐす
ための仲間との時間や場の提供(コラム2・第8章）、
女性のエンパワーメントに資する新女性学の確立
（第3章）、生活技術・基礎的な生活習慣を身につ
けるための支援(第4章）、女性の貧困の背景には
性暴力被害があるという視点の共有化(第6章）
などが指摘されている。

本書の目的は、工業化時代からポスト工業化の時
代の半世紀の間に、日本の社会がどう変わり、そ
して女性の貧困化がそのことと深く結びついてい
ることを確認し、社会政策の発動が必要であると
いう問題意識を共有することである。さまざまな
視点からの問題提起とそれに対応する社会政策の
提示により、本書の目的は十分に達成されている
と言えよう。

最後に本書を読んでの、私見を述べておく。本書
では、夫婦共働き世帯モデルが推奨されている（お
わりに)が、筆者は、女性が世帯主になることが
皮肉にも貧困を可視化させることにつながってい
ること(第4章）、貧困の世代間連鎖が懸念される
こと(第1章)をふまえ、一人親世帯モデルを推奨
する。誰もが適性な時間(賃労働と家事・育児の
両立が可能な労働時間)働けば、子どもと健康で
文化的な生活を送ることができることを根底にし
て労働政策・教育政策等の制度設計を行うことで
ある。そのためには、最低賃金の引き上げ、同一
価値労働同一賃金の制度化、子どもの社会化に関
する費用の社会負担が求められる。これから社会
にでる若年層に向けては労働教育や基礎的な生活
技術習得のための教育が求められよう。性暴力の
被害の対象にならないためにも、女性が自立した
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にでる若年層に向けては労働教育や基礎的な生活
技術習得のための教育が求められよう。性暴力の
被害の対象にならないためにも、女性が自立した
生活を送ることのできる経済的基盤の充実とその
ための教育プログラムの実施、また未成年者でも
家族から逃れたい人は、直接社会的支援につなが
るような制度設計も必要である。本書に刺激され、
多様な視点から女性の貧困の解消に向けての意見
が出されることが、不可視化を防ぎ、社会政策の
発動へとつながる。この本を契機に、更に議論を
深めていくのは、読者である我々に課せられた課
題である。

1)阿部彩(2012)は、「女性の貧困」問題のほどき方で、
2006年のデータでいくつかあるデータの一つとし
て単身女性の貧困率を提示したところ、一部男性の
方「女の貧困なんて話している場合じゃないだろう」
といった批判があったことに言及している。
阿部彩「『女性の貧困』問題のほどき方」『現代思想　
特集：女性と貧困』Vol.40-15青土社

2)当日の記録は、「若年女性が直面する自立の危機－
取り巻く環境と障壁」労働研究研修機構『ビジネス・
レーバー・トレンド』2013年10月号、「アンダー
クラス化する若年女性Part2－支援の現場から」労
働研究研修機構『ビジネス・レーバー・トレンド』
2014年12月号に掲載されている。
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『福澤諭吉とフリーラヴ』慶応義塾大学出版会	2014 年
西澤直子著　慶応義塾大学出版会	2014 年

保坂雅子
東北大学男女共同参画推進センター助教

本書は慶應義塾福澤研究センター教授である西澤
直子氏が、日本社会の近代化が進む過程の中で福
澤諭吉が家族をどのような集まりとして捉え、そ
こにどのような機能を期待したかを検討すること
により、近代家族像が持つ一面を明らかにしよう
とするものである。福澤諭吉の女性論および家族
論を研究テーマとする著者は、同じく慶應義塾大
学出版会から『福澤諭吉と女性』(2011年)という
本書の姉妹版ともいうべき著作を出版している。

紹介するまでもないが、慶應義塾大学の創設者と
して知られる福澤諭吉(1835 ～ 1901)は、『学問
のすゝめ』や『文明論之概略』等の著作を持つ明
治の啓蒙思想家である。幕末に3度、西洋諸国へ
渡航した福澤は、開国後も日本が独立国家であり
続けるために国民１人ひとりが精神的・経済的に
自立する文明社会を目指すべきであると考え、男
女平等を前提として個人の独立や権利を論じた。

長い著作活動を通じて自らが主宰する新聞の社説
等において女性の自立と男性の意識改革の必要性
を主張した福澤は、特に明治20年前後および明

治31年の民法制定時に『日本婦人論』『日本婦人
論後編』（明治18年）、『男女交際論』『男女交際
余論』（明治19年）、『日本男子論』（明治21年）、
『女大学評論』『新女大学』（明治32年）等の体系
的著作を著した。家族に関しては、女性論におい
て結婚や離婚、家庭内での役割分担等について議
論する以外にも、個人の独立を支える家庭教育や
経済活動の場として論じた。

福澤の女性論・家族論については、これまでにも
議論の限界や実践との一貫性の欠如が指摘されて
きた。著者は、福澤や周囲の人物の著作や書簡、
インタビュー記録等を利用し、当時の政治的、社
会的状況や同時代人の言論も参考としつつ、実際
家であったと評される福澤の思想を多角的に検証
することを目指した。全6章から構成される本書
は福澤諭吉に限らず、明治という時代に関心を持
つ読者にとって興味深い内容となっている。

著者はまず、第１章から第３章において、福澤が
目指した近代的な家族像とその機能の検討を通し
て家族の二面性を明らかにする。個人主義が発達
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した西洋社会における家族を理想とする福澤は、
家族とは、対等な関係にある独立した男女が情に
より一対一で結びついた集合体であると考えた。
江戸時代までの封建的な「家」とは異なる彼の家
族観は当時としては先進的なもので、政策的には
近代化を進めながらも儒教主義を奨励していた明
治政府が構想する家族像と相いれなかった。この
ような福澤ではあったが、自由愛情（フリーラブ）
による結婚を理想の形としながらも、「偕老同穴」
として安易に離婚することを否定した。そして、
国民が支配される対象から国家の主体となるにあ
たって必要となる個人の独立を実現するために、
家族が倫理教育を行い、家業として経済活動を行
うことを期待した。

「一夫一婦」「偕老同穴」による結婚を扱った第２
章第４節および家族の機能を扱った第３章は本書
の核ともいうべき個所であり、読み応えがあった。
特に、福澤自身も関わった彼の出身地である大分
県中津市における士族階級の「家」や経済活動へ
の従事に関する意識改革の難しさを説明した部分
は興味深かった。

第４章および第５章では、交際によるネットワー
ク形成と女子教育に関する福澤の思想および関連
する実践を扱い、彼の理想と実践とが結びつかな
かった以下の状況を紹介する。まず、地方在住
者も含めた交際の促進を目的として明治13年に
設立した交詢社には女性は含まれていなかった。
次に、福澤の妻や娘を主人として開催したパー
ティーは、福澤やその知人の人脈を活用した交際
の場にとどまり、女性が主体的に行う交際の実現
という点からみて不十分なものであった。そして、

福澤家や親戚・知人の娘を主たる対象として慶応
義塾の活用や宣教師の雇用により試みた女子の教
育は、いずれも長続きしなかった。

著者は、福澤が自分に最も近い家族であってすら
自らの理想を実現できていないという従来の批判
はもっともであると述べた上で、社会において女
性に対する根強い偏見があり、女性が男性と交際
し教育・訓練を受け、更には職業に就くことが困
難であった時代においてはやむを得なかったので
はないかと推測している。加えて、当事者である
女性自身の主体性も彼の理想の実現を妨げた原因
の１つとして挙げる。「旧時代の象徴」とも言わ
れた格上の家出身の妻錦との間で社交や子育て・
結婚に関する意見の違いがあったことについて
は『福澤諭吉と女性』でより詳細に紹介されてい
る通りである。著者が主張する通り、女子教育の
実現が困難な時代であったかもしれないが、福澤
が中津市学校設立に教員派遣等により協力し、士
族の経済活動への参加推進にも尽力したことを考
えると、女性の自立に関する彼の実践は消極的で
あったと言わざるを得ない。

福澤の家族論を主題とする本書において、著者が
第４章および第５章で個人としての自立を可能に
するネットワーク形成や女子教育について扱って
いる理由は、家族における対等な夫婦関係を実現
するにあたって女性の自立が不可欠であると考え
たためか、あるいは福澤の家族論と実践の不一致
を議論する必要性があったためかと思われる。い
ずれにせよ、内容的には興味深いものの最終章と
のつながりが弱く、本書の主題からみると独立し
た２つの章としてまで取り上げる必要はなかった
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のではないかという印象を持った。

さらに言えば、家族論との関係で福澤の実践を検
討するのであれば、交際や女子教育ではなく、既
婚者も含めた女性の「家族との関係においての自
立」を扱った方がよかったのではないだろうか。
『福澤諭吉と女性』では、福澤家における子女の
教育や結婚に関する妻錦の積極的関与や金銭管理
面での夫婦の協力等が扱われていた。本書におい
ても、女性の教育や交際、労働に関する父母の介
入や夫婦関係の継続に関する妻の意思決定への関
与等についての実践を扱う方が－資料が存在すれ
ばの話ではあるが－適当であるように思われた。

最終章では、先行する章で指摘した福澤の家族論
の問題点について、個人主義と家族主義の視点か
ら改めて議論し総括している。著者は、福澤が個
人主義に基づく新しい家族観を持っていたにも関
わらず家族の継続のために個人よりも家を優先さ
せ、家族の機能を前提とすることで個人を家族に
内包させている、という従来の批判に同意した上
で、福澤の主たる関心が実際的な女性の権利に
あったことや、当時の儒教主義的家族観の根強さ
等を指摘して、やむを得ないものであったと主張
する。福澤の思想の根幹にかかわる部分－社会は
発展するという文明論に基づいた見方や、法や制
度ではなく人々の習慣や考え方が社会を変革させ
る上で重要であるとの考え－によって家族論にお
ける矛盾や変遷を説明している部分には納得させ
られた。

最後に、福澤の家族論に内在した近代化の過程に
おける普遍的課題として、性別役割分業、参政権

付与、相続、家族の機能、家族国家論、生物学的
性差の解消、理想の具現化を挙げてまとめとして
いる。いずれもが納得がいく課題ではあるのだが、
本書で扱っている内容との関連性の高さから考え
ると、性別役割分業、相続、家族の機能、理想の
具現化の４課題に焦点をあてて掘り下げて議論し
た方が本書の価値を高めることにつながったので
はないかと残念に思った。

福澤の著作に加え、実践や行動の記録を資料とし、
彼の家族論の背景となる明治の政治、経済、教育、
家族等に関する社会的背景や同時代人の思想も扱
う本書は、読者が福澤の家族論を理解することを
助け、家族論における矛盾や変節を安易に非難す
ることを戒めてくれる。福澤の思想だけでなく私
生活や人となりを知ることもできる本書は、明治
期の思想や福澤諭吉をよく知らない読者にとって
も無理なく読める優れた入門書であるといえる。

ただ、先行研究の引用が多く、注釈で記述すべき
と思われる内容が時には数段落にわたって本文中
に含まれている点は、最終的には理解の助けとな
るものの、読者の注意を本題から逸らす恐れがあ
るとの印象を持った。読み物としての面白みとい
う点では、『福澤諭吉と女性』と比べて劣るかも
しれない。また、幕末から明治30年代にかけて
30数年にわたって書かれた福澤の家族論を検討
の対象としているため、思想の変遷を辿ることが
難しかった。関連する著作の時系列リストが巻末
にでもあれば、時間軸に沿って思想を理解するこ
とが容易になり、多様な資料を数多く駆使してい
るが故の読みづらさが多少解消されたのではない
だろうかとも思った。
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九州大学男女共同参画推進活動の現状と課題	2014-2015 年度
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この分野でイニシアティブを発揮していくために

紀要型の広報誌に転換した。

上記に以外にもチラシやパンフレットなど多様な

広報媒体を出してきたが、すべて異なるデザイン

であり、受け手に情報が効果的に蓄積されにくい

ため、2015年度からデザイン関係の教員に広報

アドバイザーをお願いし効果的なデザインの作成

に着手した。

学外の高校、企業、男女共同参画関連団体等との

繋がりを形成する中で、女子高生･女子学生のキャ

リア形成支援を推進するイベントについて検討を

重ね、2016年度開催に向けて体制を強化して準

備を行った。

部局単位のFDについて、コンテンツの整備や開

催の呼びかけを行ってきたが大きな進展はなかっ

たが、2015年度に「ダイバーシティ研究環境実

現イニシアティブ(特色型)」に係る補助金の予算

を用いて、部局単位のFDにＷＬＢ啓発発動を行

う法人から講師を招聘し、一定の進展が得られた。

当部門では、企画広報と子育て支援などの環境整

備を担当している。担当領域が広範なので、WG

を立ち上げて、比較的少人数で課題解決が進むよ

うにしてきた。2014 年度は、広報 WG、子育て

支援WG、休養室WGの４つのWG、2015年度は、

それらの成果を踏まえつつさらに個別の課題で確

実な達成を得るために、WGを広報WG、講演会・

FDWG、報告書 ( 新広報誌 )WG、育児 WG、保育

園WGの5つのWGとした。 

1.	企画広報関係

男女共同参画の活動の情報発信をより効果的にす

るために、2013年度より広報媒体の改善に取り

組んで来た。2013年度にニュースレターの記事

のトップを部局長インタビューにして、読み物と

して広く読んでもらえるものに変えたのに続き、

2014 年度には HP について、個別のニーズで訪

れた人が、欲しい情報を簡単かつ的確に得ること

ができるように、全面的な改訂を行った。ニーズ

対応型にすることによって、発信する側も情報の

体系化に役立った。さらに2015年度には、会議

録等を収録していた活動報告書を、九州大学が男

女共同参画やジェンダーに関連する知見を発信し

2014 年度− 2015 年度　企画広報環境整備部門活動報告

近藤加代子
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.	環境整備関係

休養室の整備について、2013年度に伊都地区を

点検し策定した休養室整備の基本方針に基づき、

2014年度に、大橋地区、病院地区、筑紫地区を

点検し、整備が望ましい事項を明らかにして関係

部局に要望した。現在、これらを反映して整備が

進んできている。

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されてきたが有効な対策に

結実してこなかった。2015年度に「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、

それらニーズへの対応がなされることになった。

また全国展開している会社と契約したため小さい

子どもがいても学会出張先での育児シッター利用

についても支援が可能になった。またセンター試

験時の一時保育も実施することができた。

さらに、今年度本学に在籍する研究者を対象に実

施した Web 調査「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」によって、

このような支援に対する学内のニーズをより明確

に把握し、来年度の支援の充実に反映させる予定

である。さらに出産・子育てに関わるリーフレッ

トと介護に関わるリーフレットを年度内に発行予

定である。

学内保育施設について、平成２７年度末のたんぽ

ぽ保育室の廃止に伴い、病院地区のひまわり保育

園の増員と増床をおこなうことになった。

出産･育児によるキャリアの断絶の防止、キャリ

ア継続の支援については、特に院生および学内保

育施設がない地区の研究者に関する有効な対策に

ついて今後検討していく予定である。
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研究計画を基に、学生教育等部門の委員により審

査を行い、全員採択された。採択された学生の所

属および研究テーマは以下の通りである。助成額

は上限が学部生で5万円、修士課程生で10万円、

博士課程生で15万円である。提出された研究計

画を基に委員による協議の上、各人の助成額が決

定され、予算執行は適正に行われた。2015 年 2

月24日には研究助成を受けた学生による報告会

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」について

2010 年度から始まった本プログラムは、2014

年度も継続して実施され、5年目を迎えた。6月

から8月まで学内掲示および九大HPにて募集を

行った結果、学部、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

2014 年度− 2015 年度　学生教育等部門活動報告
学生教育等部門における主な活動と今後の課題

福留留美
九州大学男女共同参画推進室学生教育等部門長
基幹教育院教授

表 1　採択者と採択テーマ一覧
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九州大学男女共同参画推進室 学生教育等部門長
基幹教育院 教授

表 1　採択者と採択テーマ一覧

名前 所属 学年 テーマ

白石レイ 芸術工学府 M1 メトロマニラの低所得者用住宅供給事業における女性の役割

張天奇 地球社会統合科学府 M1 The Image of “Gay Men”in Japanese Society

河野世莉奈 人文科学府 D1 アフリカン・アメリカン文学における登場人物の持ち物の描かれ方

川添茜 人間環境学府 D1 青年期における恋愛関係に関する臨床心理学的研究

隈部歩 人文科学府 D1 ジョージ・マクドナルド作品における女性像や言語と身体性の問題

眞野豊 地球社会統合科学府 D1 “性の多様性”を前提とした公立学校カリキュラムの開発

高山扶美子 歯学府 D2 女性医療従事者の家庭と仕事との両立の実態

本園羊司 人間環境学府 D2 拒絶の心理的プロセスと対人間過程のモデル化

山口裕嗣 人間環境学府 D2 大脳皮質視覚野の血流調節を維持するメカニズムの解明

大橋充典 人間環境学府 D3 スポーツ漫画に描かれる性役割の変遷

翁文静 人間環境学府 D3 中国・上海における家政婦の成立と発展

西尾美登里 医学系学府 D3 認知症を介護する男性の介護負担感とうつ症状の実態調査

服部文香 人間環境学府 D3 模擬カウンセリングにおいてクライエントの性別の違いによる語り方の違い

佐藤彩子 経済学府 D3 介護産業労働力不足に関するジェンダー地理学研究



2014 年度－ 2015 年度　学生教育等部門活動報告 147

学する意義について伝える、③各学部で対応した

出前授業のリストを入試課が持っているので、そ

れらの資料と照合して進める必要がある、④教員

だけでなく、より年齢の近い大学院生の派遣等も

考慮したほうがいい、という意見が部門内で出さ

れている。今後もこの種の活動を継続する場合は、

以上の指摘を踏まえ、より効果的な実施形態を検

討する時期に来ている。

3.	学内におけるジェンダー関連授業の開講
状況の把握について

学内においてどのようなジェンダー関連の授業が

開講されているか検索可能なシステムを構築する

ため、検討を行った。今後、リストアップのため

の検索キーワードの確定を行う予定である。

4.	学内におけるジェンダー関連授業の開講
状況について

従来の大学院生対象の「Gender  sexualities」は

継続し、それに加え2015年度からは学部生対象

に「キャリアデザイン」に関する授業を新設し、

開講した。

5.	大学院生を対象とする啓発・研究活動支
援について

大学院生のエンカレッジセミナーとして、2014

年 11 月 に TOEIC セ ミ ナ ー を 開 催 し た。 ま た、

2015年12月には英語プレゼンテーションに関す

る2日間に渡るセミナーを実施した。2015年に

は第1回RPD申請者支援企画として、採択者2名

を開催した。多岐にわたる興味深い発表がなされ、

それぞれの専門の枠を超えた学際的な議論と有意

義な意見交換が行われた。また、報告書を年度末

に予算内で作成した。その後の学生教育等部門会

議において出された反省点として、報告会の時期

を早めたが、報告された研究成果の水準からする

とさらに広報を強化する必要があることが挙げら

れた。

2.	学内外への情報発信

福岡県男女共同参画センターあすばると連携し、

2014年6月29日に天神において市民対象の男女

共生社会を目指すイベントを企画実施した。広く

社会で活躍中の女性研究者や企業人をシンポジス

トに迎え体験を語ってもらい、それを基に参加者

(主に高校生と大学生、大学院生)同士が自身のラ

イフサイクルをイメージするというワークショッ

プ形式を導入した。仕事と家庭の両立に不安を抱

える若者が多く、体験談を聞いて安心したという

感想が寄せられ、成功裏に終えることができた。

また、2014年、2015年10月に伊都キャンパス

で開催されるホームカミングデイにおいては、社

会で活躍中の女性卒業生を招き、現役生との交流

を図る企画を行った。また、2014年7月と11月

には計3校の福岡県立高等学校で女性教員がキャ

リアデザインについて講演を行った。2015年11

月には福岡県内の私立女子高で同様の出前講演を

開催した。

今後の活動について、①高校の選定方法について

の検討が必要、②「ジェンダー」という言葉は使

わなくても、キャリア形成や女子が高等教育を修
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を招き、体験談を語ってもらい、採択率を高める

ための心構えや具体的な方法、対策について伝授

する説明会を行った。今後は各学府の入学時オリ

エンテーションの場などで、採択された在学者が

説明会を開くという形態も検討する必要がある。

6.	大学院生の妊娠・出産にかかわる実態把
握と支援に向けたニーズ調査について

出産・育児を理由とした休学者数の把握を学府別

に行った。その結果、過去5年間で、修士課程で

5名前後、博士課程で20 ～ 30人の休学者がある

ことが分かった。特に、女性大学院生の比率の高

い学府、医学部保健学科、地球社会環境学府で休

学者が多かった。今後は、学生たちが必要とする

支援を把握するために、2015年度には修学面や

生活面についての現状とニーズについての Web

調査を実施しており、集計結果から今後の具体的

支援を検討する予定である。

7.	オープンキャンパスへの出展

2014年は、学生のキャンパス移動の過渡期とい

うこともあり、オープンキャンパスへの出展を見

送ったが、2015 年には箱崎地区 21 世紀交流プ

ラザ多目的ホールでの開催を決定した。幸い文理

の大学院生数名が当日のアシスタントを務めてく

れたため、約 130 名の来場者への対応をなんと

かこなすことができた。兼任教員とスタッフも交

代で対応し、会場に恵まれたこともあり、夕方ま

で学生が絶えることなく来場した。
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3.	女性教員上位職の登用、職階別比率の改
善について

2015 年 12 月には、総合科学技術イノベーショ

ン会議原山優子議員を講師としてお招きし、執行

部・部局長向け「ダイバーシティ推進トップセミ

ナー」において“第5期科学技術基本計画　人材

の視点から”の題目で御講演を頂いた。

更に、学生・職階別女性比率を考慮した部局の総

合的評価指標の検討を行った。部局中間評価の試

行例を元に「六角形のクモガタグラフを用いた達

成度の視覚化の導入」と「評価指標 ( ６項目 ) の

具体化」に向けて議論を開始した。

4.	女性研究者エンカレッジメントセミナー

2014 年度と 2015 年度には、学内外で活躍する

女性研究者を講師に迎え、女性研究者をエンカ

レッジする目的でセミナーを開催した。

第１回　2014年11月九州大学 杉山由恵 教授

「女性研究者として羽ばたくために　-出会いが変

女性研究者支援部門では 2014 年度及び 2015 年

度において以下の取組を実施した。

1.	女性教員の業績評価について

2014年度には、本部門内に検討WGを立ち上げ

「出産・育児期等に係る期間の教育・研究業績評

価について」を取りまとめた。(2015年3月3日

付け)2015年度には、同取りまとめ内容について、

FD等で紹介できる形式で概要を作成した。

2.	研究時間の確保について

九州大学では、2014年度から研究活動基礎支援

制度の一環とし、出産・育児や介護などのライフ

イベント、あるいは社会貢献で多忙な女性研究者

へ研究補助者を雇用する経費を支援している。本

部門では同支援制度による研究補助者雇用のため

の審査協力を行った。また、同年度より、九州大

学に着任後に出産した教授または准教授に対して

2年間研究補助者を雇用する経費を支援する制度

を開始した。

2014 年度− 2015 年度　女性研究者支援部門活動報告

杉山由恵
九州大学男女共同参画推進室女性研究者支援部門長
大学院数理学研究院教授
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理系地区(2月)、2015年度は筑紫地区(1月)にお

いて開催し、ワークライフバランスやキャリア

アップ問題に関して種々の意見交換を行った。

7.	女性研究者研究活動交流会

女性研究者間の研究活動ネットワークを広げる取

組みとして、2015年度は11月に伊都地区におい

て「科学と教育分野及び労働市場における女性の

参画拡大を科学する」ワークショップを開催した。

同ワークショップ開催により、国内外の研究者と

交流を深めることが出来、更に、各研究分野に共

通する女性の参画拡大に向けて課題を認識するこ

とが出来た。また2016年3月には沖縄科学技術

大学院大学との共催により、将来の共同研究の萌

芽を目指して女性研究者ネットワーキングワーク

ショップを開催した。

8.	出産からの復帰者支援

出産から研究現場へ復帰した女性研究者支援の重

要性は認知されている。本部門においても研究費

支援の在り方の検討を行った。本支援は、ダイバー

シティ研究活動実現イニシアティブ事業(2015年

度採択 ) からの補助金により、2015 年度に九州

大学の研究活動基礎支援制度の一環として早速実

施され、9人が支援を受けた。

9.	その他の女性研究者支援

女性研究者キャリア開発センター (2013 年度終

了 ) が実施していた種々の支援は、2014 年度以

降も実施形態を変更・継続している。実際、上述

える未来-」

第２回　2014年11月東北大学 宮岡礼子 教授

「意の赴くままに－やりたいことを貫きましょう」

第３回　2015年11月九州大学 井上眞理 教授　

「ライフ・ワーク・バランスを目指す女性研究者

たちへ－植物ストレス適応からのヒント―」

5.	女性研究者研究力向上セミナー

2015 年 7 月に研究費獲得セミナー「JST 公募事

業 CREST・さきがけの申請に向けて」を開催した。

RPD申請支援としては、申請書作成支援セミナー

(2015 年 4 月 ) を、ヒアリング 2 次審査リハーサ

ル (2015 年 9 月 ) を実施した。2016 年 2 月には、

次年度申請へ向けたセミナーを開催した。

2015年度には、学生等教育部門協力のもと、英

語のプレゼンテーション・E-mail作成・論文執筆

に係るスキル向上のセミナーを開催した。

6.	女性研究者交流ランチ会について

女性研究者支援に関する意見交換の場を提供する

ために「気軽に集えるランチ会」(テーマ設定有)

を開催した。同ランチ会開催は、2015年度に開

始した新たな試みである。テーマとして「子育て

研究者ランチ会」 「若手女性研究者(ポスドク・助

教)ランチ会」 「研究者を目指す女子大学院生ラン

チ会」等を選択し、前期に隔月(5月・7月・9月(計

3回))で開催した。

年度毎に、九州大学キャンパスを変更して開催し

ている女性研究者ランチ会を、2014年度は箱崎
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の研究補助者雇用経費支援(旧Hand in Hand）や、

国際学会派遣支援、論文校閲経費支援は、研究活

動基礎支援制度の中で継続されている。

また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最高の S 評価を受け、

2014年度からは「第Ⅱ期 女性枠設定による教員

採用・養成システム」としてさらに5年間継続実

施中である。
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資料
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154 国立大学法人九州大学における次世代育成支援対策行動計画

Ⅰ　目的

本学では、新たに定められた「九州大学の男女共同参画」において、基本方針のひとつに「仕事と生活

の調和・修学及び就業環境の整備」を掲げ、教職員が仕事と子育てを両立できるよう積極的な取り組み

を行っている。

全ての教職員にとって、仕事と子育ての両立が可能となるような働きやすい環境をつくるとともに、仕

事と生活の調和を図ることを目的として、次のような行動計画を策定する。

Ⅱ　計画期間

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間

Ⅲ　推進体制

本行動計画を円滑に実施し、計画期間内に目標を達成するために、男女共同参画推進委員会及び男女共

同参画推進室において実施状況等について把握・検証し、必要に応じて行動計画の見直しを含めた措置

を行う。

Ⅳ　計画内容

　１　子育てと仕事が両立できる環境の整備

　<対策>

 ・平成21年度に開設した学内保育施設施設について、利用者のアンケート調査や運営委託業者から

の意見聴取などを定期的に実施する。

 ・アンケート調査の集計結果及び入退園の実績、運営経費の状況などを総合的に勘案して運営の改善

を図る。

 ・病児保育など保育の種類の拡充について検討する。

国立大学法人九州大学における次世代育成支援対策行動計画

目標1　学内保育施設の運営ぽ及び利便性の向上を図る
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　<対策>

 ・妊娠、出産、育児の一連の流れにおいて取得可能な育児休業及び特別休暇について、リーフレット

等を作成し、周知する。

 ・父親の育児参加の情報を紹介し、男性の育児参加についての意識の醸成を図り、育児休業などの取

得を促す。

 ・妊娠、出産、育児にかかる期間を教育・研究業績の停滞期間とはとらえない評価の方法について検

討し、育児休業を取得しやすい環境の整備を推進する。

 ・各キャンパスにおける休養室の整備に努める。

　

　<対策>

 ・現在の支援制度の利用状況などを調査し、その結果を反映して、制度の改善および充実を図る。

 ・学童保育・ベビーシッターなどに関するニーズを把握し、検討する。

　２　働き方の見直しのための労働条件の整備

　<対策>

 ・時間外勤務の実績を調査し、人員配置の見直しや業務の改善・見直しを図る。

 ・時間外勤務縮減のための取組や各部署毎に実施している定時退勤日について、さらに確実に実施す

るよう周知し、各職員の意識向上を図る。

 ・会議はできる限り勤務時間内で終了できるよう設定し、勤務時間外会議の自粛に努める。

　

目標3　子育て支援の拡充を図る

目標1　時間外勤務の実態を調査し、長時間労働の縮減を図る

目標2　出産育児にかかる休業及び休暇取得を促進するとともに、職場復帰しやすい環境整備に
　　　努める
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　<対策>

 ・休暇取得計画表を作成し、年次休暇取得を促進する。

 ・計画的な年次休暇の取得や夏季の特別休暇と組み合わせた休暇の取得を奨励する。

　

　<対策>　

 ・広報ツールを活用した情報提供を行うと伴に、セミナー・シンポジウム等を通じて、教職員の意識

啓発を図る。

目標3　ワークライフバランスに関する意識啓発を図る

目標2　年次休暇の取得を促進する
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出産・育児期等にかかる期間の教育・研究業績評価方法について

2015年3月5日
九州大学男女共同参画推進室女性研究者支援部門

2010年４月１日に策定された「九州大学における男女共同参画」においては、女性研究者の仕事と生

活の調和・修学及び就業環境の整備に必要な基本施策の一つとして、「妊娠・出産および育児や介護に

かかる期間（以下、「出産・育児期」という。）を教育・研究業績の停滞期間とは捉えない評価の方法に

ついて検討し、改善する。」ことを掲げている。

このことを検討するため、2014年１１月２７日開催の女性研究者支援部門会議において審議の結果、

本ワーキンググループが設置された。任命された委員（薬学研究院・麻生真理子准教授、システム情報

科学研究院・板垣奈穂准教授）は、２月１８日に薬学研究院会議室においてワーキンググループを開催

し検討を行ったので、その結果を以下のとおり報告する。

1. これまでの検討及び実施された施策

(1) 九州大学では、出産・育児期にある女性研究者の支援として既に以下を実施している。

 ・研究補助者を措置する制度。（平成26年度から研究補助者雇用経費支援）

 ・講師、助教が休業した場合に、支援教員を部局が雇用する制度。

 ・「任期制教員」（任期付教員とは異なる）について、特例で任期延長を認める制度。

(2) 一方、出産・育児期の支援ではなく業績評価の方法については、平成２４年度に当部門で一度検討

しているが、「ケースバイケースなので一律に判断することは難しい」として具体的な施策には至っ

ていない。

(3) 業績評価の方法は、採用審査、３年間の教員業績評価、昇任審査、論文指導等の資格審査、再任審

査等によって異なるので検討の際に注意が必要である。

2. 被評価者（女性研究者）に対する施策

(1) 業績評価の様式に、「出産・育児期にあって研究に影響があった」旨の状況を記載する欄を設け、

説明の機会を与えるほうがよい。

(2) ただし、その結果、評価にどのような影響があるかを考えて、実際に記載するか否かは、被評価者
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本人の判断による。被評価者が自ら記載欄を活用しようと思えるよう、趣旨の伝え方を工夫する必

要がある。このように記載に選択性があることは、評価者も熟知していなくてはならない。

(3) 出産・育児期にあって研究に影響があった「期間」はいつからいつまでかも、本人からの申請が必

要である。

(4) 採用審査では、出産・育児期に関する記載が不利に働くのでは、と懸念する女性研究者もいる。一

方で、既に採用されている者の教員業績評価等では、出産・育児期にあることがそれだけでマイナ

ス評価に結びつくものではないし、またそうあってはならない。

3. 評価者に対する施策

(1) 主として各部局・部門単位で実施される評価に関し、全学の立場から評価者に対して「このように

評価するべき」と一律には言えない。しかし、２のような記載欄を設けることで、それを各評価者

はどう取り扱うか、出産、育児期の女性研究者の公平な評価について考えてもらうことになる。

(2) 例えば過去5年間を対象として業績評価する場合に、本人が２年間の出産・育児期を申請することで、

　　　イ）審査対象期間から外して過去３年間で業績評価する、

　　　ロ）審査対象期間から外して過去７年（実質５年）間で業績評価する、

　   等が考えられる。配慮について、部局毎の対応になることはやむをえない。

(3) 出産・育児期にはどんな影響が生じるのかについて、以下のような事情をシニアの男性教員（評価者）

が理解していなければ評価の際に考慮ができない。啓発的な研修があってもよいし、評価者に１人

以上女性を加えるか又は意見を求める等の配慮も必要ではないか。

 ・男性研究者の半数は配偶者が専業主婦であるのに対し、女性研究者の配偶者はほとんどが有職者（半

数が研究職）であり子育てが難しい。

 ・高齢での出産には切迫流産の危険があり、体を動かせないこともある。

 ・化学薬品や放射線等の影響から母胎を守るため、実験できない場合がある。

 ・乳児や病児の世話は、保育施設に任せられないことがある。

 ・産後うつ等で、研究意欲全体が低下することがある。

4. 出産・育児期支援の新たな施策

(1) これまでに１の（2）で掲げた支援が実施されているが、それ以外にできる支援はないか。育児休

業の取りやすさも大切だが、完全に休業するより研究を継続したいという要望もある。

(2) 例えば、出産・育児のため実験やフィールドワーク等が行いにくい時期に、理論研究や解析スキル
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の研鑽を積む等の目的で一時的に他の部局・研究室のグループに入ること等が、人事制度の柔軟化

で可能にならないか。

5. その他

(1) 基本施策の中の「停滞とは捉えない」という表現は、その趣旨が人に伝わらない。むしろ、この言

葉を外して「妊娠・出産および育児や介護にかかる期間の教育・研究業績の評価方法について検討し、

改善する。」とすれば多くの同意が得られると考えられる。

(2) 出産・育児期の研究の停滞が、「良くないこと、悪である」と考える傾向を作るべきではない。停

滞してもよいのであって、その一時期だけを見て研究者の評価を決めないことが大切である。

(3) 業績評価の在り方についてアンケートを採ることは、学内の要望を背景に執行部等に働きかける材

料となるが、反面、「被評価者へのアンケートか、評価者へのアンケートか」、「出産・育児の経験

者へのアンケートか、未出産の女性（男性）研究者へのアンケートか」等、対象により結果が相反

しやすい。また、肯定的な意見も否定的な意見も、そう答える理由は回答者の事情により様々で、

現状を捉える手段として万能ではない。

(4) むしろ、新しい施策（案）に対する意見を収集する方が、より有益な支援を行うために良いのでは

ないか。出産・育児期に働き方の形を変えて研究を続ける制度の検討や、任期制教員の再任に向け

た審査で出産・育児期に係る業績評価をどのように行うか等は、大学の人事制度が今後も終身雇用

を前提とするかわからない中で、今から始めておくべき議論である。

6. 今後の具体的な作業

 ・業績評価の様式に、本人が必要と考えれば、「出産・育児期にあって研究に影響があった」旨の状

況を記載する欄を設けることについて、被評価者と評価者の両方から意見聴取をする。

 ・上記に際しては、どのような場合の業績評価を想定しているか（採用審査か教員業績評価か等）を

明確にする。

 ・上記の欄を設けた場合、評価者にはどのように対応してほしいのか、男女共同参画推進室としての

意見を明らかにし、男女共同参画推進室長から全学の委員会、各部局、事務担当者等に働きかける。

 ・被評価者と評価者の双方を対象に、女性研究者の出産・育児期とキャリアパスについての啓発的な

研修等を実施する。

 ・「九州大学における男女共同参画」で示された基本施策について、「停滞とは捉えない」とする表現

は再度検証した上で、女性研究者支援部門としてこれまでの６年間での検討・実施の結果を報告に

まとめる。



編集後記
 

ポリモルフィア（Polymorfía）というタイトルは、ダイバーシティのギリシャ語の発

音です。古代ギリシャのアリストテレス哲学はルソーをはじめ近代社会理論に大きな

影響を与え、現代でも交換的正義と分配的正義、あるいは議論によって成り立つ市民

的公共性など、多くの学術的議論の核であり続けています。ささやかに生まれ出た本

誌ですけれども、古代ギリシャでは奴隷も女性も異民族も入っていなかった市民の概

念拡張の歴史の先に、どのような社会のあり方が望ましいのか、多様な議論の場を提

供しながら、みなさまによって育てられていくことを祈念してやみません。本誌のデ

ザインとレイアウトは芸術工学研究院池田美奈子先生および藤紀里子先生にお世話い

ただきました。寄稿していただいた方々、ご協力していただいた方々とあわせ、この

場を借りてお礼申し上げます。

近藤 加代子
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