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巻頭言　「男女共同参画推進室から見えた世界」

井上眞理
九州大学副理事（男女共同参画推進・学生支援担当）
男女共同参画推進室副室長
大学院農学研究院 教授

九州大学に男女共同参画推進室（以下、推進室）が設置され、今年度

で干支が一回りしたところです。その間、文部科学省の補助事業『女性

研究者支援モデル育成』事業に「世界へ羽ばたけ！　女性研究者プログ

ラム」（平成19 ～ 21年度）、『女性研究者養成システム改革加速』事業

に「女性枠設定による教員採用・養成システム」（平成21 ～ 25年度）

が採択されました。さらに、九州大学独自の取組により、３つの学内保

育施設の開園や研究補助者雇用支援など女性研究者の環境整備も進み、

女性教員数（比率）は平成 19 年度の 189 人（8.3%）から平成 27 年度

の330人（13.4%）へと大きく増加しました。

推進室では、現在、大学独自の経費に加え「研究大学強化促進事業（平成25 ～ 34年度）」、「ダイバー

シティ研究環境実現イニシアティブ事業（平成27 ～ 32年度）」の２つの補助金を活用し、仕事と家庭

の両立支援、あるいは女性研究者活躍推進のための多様な活動を展開しています。その主なものとして、

1. 研究補助者雇用支援（シングルファザー支援も含む）、2. 出産・育児復帰者研究費支援、3.育児シッター

経費支援、4.学内保育施設の運営、5.本誌およびニュースレターの発行、6.学生向けジェンダー研究助

成事業です。また、「女性研究者活躍促進プロジェクト」として女性研究者および女子学生の顕彰制度

を目的とした寄附窓口の設置も始めました。

今年度のトピックとして挙げられる「配偶者帯同雇用支援制度」は、WG立ち上げから１年半ほどか

けて慎重に審議し、やっと発足にこぎつけることが出来ました。議論の過程で、福岡地区の近隣大学と

の連携も不可欠であることが認識され、各大学へお願いに参りました。そして、福岡女子大学の承認を

得、また西部地区５大学連携（福岡大学、西南学院大学、中村学園大学、福岡歯科大学、本学）を目指

し、数種類の採用タイプを想定した制度が出来上がりつつあります。この帯同雇用制度は、国内初の専

任（承継）教員採用のための新制度として、本学の「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業」

の切札となるものです。都会も山海も楽しめる福岡の地で、本学や近隣の大学で、国内外の優秀な研究

者カップルが教育研究に活躍されることを大いに期待しています。並行して、若手研究者・異分野研究

交流会も始動しました。

「帯同雇用制度」を含んだ多様性の推進を目指し、Londa Schiebinger教授（スタンフォード大学）を
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招聘し、１年ほど前に学内でシンポジウムを開催しました。本制度の青写真を発表するにあたり、彼女

の著書「Plant and Empire（植物と帝国）」を読みました。300年ほど前の時代のカリブ海とヨーロッ

パを舞台に、美しいマメ科植物を象徴とした、奴隷制と堕胎薬そして植物探索の史実に基づいた大作で

す。リンネの二名法で知られている分類法や学名も、ジェンダー学の視座から鋭く指摘され、学名に馴

染んだ身としては新鮮な驚きでした。この機会がなければ、恐らく読むことはなかったでしょう。彼女

に「この本から２つの映画ができますね。いずれもヒットすると思う」と言ったら、強く頷いていました。

年末には、タイ国の外務大臣や学長などを歴任されたKrasae Chanawongse博士（医師）を招いて、「社

会の変革期における多様な人材の活用」について、総長はじめ部局長列席のもと、トップセミナーを開

催しました。様々な国の学生達からの質問にも熱く答えていただきました。「リーダーシップには、愛

が必要である」が心に残っています。

さて、推進室を牽引された青木玲子理事は11月に公正取引委員会へ異動されました。今後は、経済

学の専門を生かされて益々の活躍をお祈りしています。私は今年度いっぱいで定年退職を迎えますが、

こうして国内外の多くの人々と巡り遭うことができました。アカデミックフェスティバル（旧称アラム

ナイフェス）でお招きしたOGは、外資系製薬会社、宇宙事業、報道の各分野で活躍中の方々で、学生

達へ強いインパクトを与えたようです。詳細は、推進室HPを是非ご覧ください。学生を指導されてい

る先生方には、女子学生だけでなく男子学生にも、推進室イベントへの積極的な参加を折にふれ勧めて

いただければ幸いです。たった１時間の出会いでも、学生達は目の色が変ることがあります。様々なロー

ルモデルは、人生の岐路に立つ学生の可能性を拡げてくれます。推進室の設置以来、特にこの２年半の

機会を与えていただいたのは、本学の皆様のご協力と支えがあったからこそで、心から感謝しています。

これから伊藤早苗理事の新体制のもと、平成29年の秋には、推進室は箱崎から伊都キャンパスの新中

央図書館の一角に移動します。学生達を眼下に眺めることができる明るいオフィスを拠点として、九州

大学の男女共同参画がさらに世界に羽ばたきますように。

2017年３月31日



巻頭言　「男女共同参画推進室から見えた世界」　　002
井上眞理
九州大学副理事・男女共同参画推進室副室長
大学院農学研究院教授

特集　シンポジウム「多様性の推進と性差に着目した科学技術革新」抄録

•	 第１部　「配偶者帯同雇用の現状と可能性」	

基調講演　「米国の研究大学における配偶者帯同雇用制度と施策」　　010
　Prof.	Londa	Schiebinger
　　米国スタンフォード大学歴史学科ジョン・Ｌ・ハインズ科学史教授	
　　科学、保健医療、工学と環境学における欧州連合／米国ジェンダード・イノベーション・	
　　プロジェクト責任者

講　　演　「キャリア形成に応じた帯同雇用制度」　　016
　大坪久子　日本大学上席研究員

　　　　　「九州大学における配偶者帯同雇用　現在の検討状況と提案について」　　018
　井上眞理　九州大学副理事・大学院農学研究院教授

•	 第2部　「Gendered	Innovations	が拓く明るい未来」	

基調講演　「科学・医学・工学分野におけるジェンダード・イノベーションの創造力の活かし方」　　021
　Prof.	Londa	Schiebinger

　　　　	　「日本における“Gendered	Innovations”への期待」　　028
　高橋真理子　朝日新聞編集委員

講　　演　「男女差に基づくイノベーション―世界的な展望と日本の動向―」　　033
　渡辺美代子　科学技術振興機構（JST）副理事

研究紹介　「オステオカルシンの代謝改善効果における性差」　　035
　溝上顕子　九州大学大学院歯学研究院助教

　　　　	　「空間認知能の性差」　　037
　小崎智照　九州大学大学院芸術工学研究院助教
	 （以上の所属等は、2016年3月シンポジウム開催時点）

CONTENTS



九大フラッシュ

•	「九大女子卒業生に聞く!	ワーク・ライフ・バランス講演Open	Café	2016」開催報告　　042
竹内こづ枝　九州大学男女共同参画推進室テクニカルスタッフ
武内真美子　九州大学男女共同参画推進室准教授

•	 女子高校生と理学研究院女性教員の懇談のための	
「女子高校生と女性教員の交流会」開催報告　　045
松島綾美　九州大学大学院理学研究院化学部門准教授　
町田真美　九州大学大学院理学研究院物理学部門助教

•	「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業の活動について　　048
上瀧恵里子　九州大学男女共同参画推進室教授

•	「研究者を対象としたワークライフ・バランス支援に向けての調査」	
および「大学院生を対象としたキャリア・ライフ支援に向けての調査」　	
集計結果について　　051
武内真美子　九州大学男女共同参画推進室准教授

世界の窓から

•	 平成28年度ダイバーシティ推進トップセミナー	
「社会の変革期における多様な人材の活用」抄録　　062
Prof.	Dr.	Krasae	Chanawongse　タイ王国ナラディワ大学評議会委員長

•	 第１回ＷＷＡS国際会議　	
活躍する女性と高齢化する社会－Working	Women	in	an	Ageing	Society　　071
松田美幸　　福岡女子大学学長特別補佐
武内真美子　九州大学男女共同参画推進室准教授

2015 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

•	 審査総評　　078
野々村淑子　九州大学男女共同参画推進室学生教育等部門長
　　　　　　大学院人間環境学研究院教授

•	 成果報告　「“性の多様性と教育”についての国際比較」　　080
眞野豊　　　九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程３年

•	 成果報告		「幕藩制におけるジェンダー・ポリティクスに関する研究	
―島津家、閑道に注目して―」　　086
原慶彦　　　九州大学大学院人文科学府博士後期課程１年



投稿論文・寄稿記事　

•	 投稿論文　「女性研究者増加政策における「パイプライン理論」	
―2006 ～ 2015年のシステマティックレビューの検討から―」　　094
横山美和　　お茶の水女子大学基幹研究院リサーチフェロー
河野銀子　　山形大学学術研究院教授
財部香枝　　中部大学国際関係学部教授
小川眞里子　三重大学名誉教授
大坪久子　　日本大学薬学部薬学研究所上席研究員
大濱慶子　　神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部教授

•	 寄稿・活動報告　　「ジェンダー視点からの復興をめざして	
―東日本大震災後の岩手大学の事例から―」　　108
堀久美　　　岩手大学男女共同参画推進室准教授
菅原悦子　　岩手大学	理事・副学長・男女共同参画推進室長

•	 寄稿・研究ノート　「野球マンガにおける性役割描写の変遷」　　114
大橋充典　　九州大学大学院人間環境学府博士後期課程３年

九州大学男女共同参画推進活動の現状と課題　2016 年度

•	 企画広報環境整備部門活動報告　　122
伊藤裕之　　大学院芸術工学研究院教授

•	 学生教育等部門活動報告　　125
野々村淑子　大学院人間環境学研究院教授

•	 女性研究者支援部門活動報告　　127
杉山由恵　　大学院数理学研究院教授

資料

•	 女性活躍推進法における「一般事業主行動計画」国立大学法人九州大学　　132

投稿原稿の募集について





特集			

シンポジウム「多様性の推進と性差に着目した科学技術革新」	
抄録

本シンポジウムは、アメリカにおける帯同雇用の調査研究の第一人者であるスタンフォード大学歴史学
科ロンダ・シービンガー教授に、アメリカの高等教育機関における帯同雇用の現状と課題、さらにシー
ビンガー教授が提唱されている性差に基づく新しいイノベーション論を御講演いただき、国内の有識者
を招いて議論をすることを目的に実施された。

第一部では「配偶者帯同雇用の現状と可能性」というテーマで、ロンダ・シービンガー教授に基調講演
いただいた。アメリカの大学での帯同雇用の現状、男性研究者と女性研究者の配偶者の就業形態の違い、
そして配偶者の雇用判断基準等について紹介された。パネル討論の導入として、日本大学上席研究員の
大坪久子氏に「キャリア形成に応じた帯同雇用制度」九州大学副理事の井上眞理氏には「九州大学にお
ける配偶者帯同雇用　現在の検討状況と提案について」御講演いただいた。続いて、朝日新聞編集員の
高橋真理子氏の司会のもとパネル討論を行った。帯同雇用に関する一般的な意見から同じ研究室での雇
用、企業を含めた地域連携型の雇用、過去の施行例といった具体的な質問まで活発な意見交換が行われ
た。

第二部では、「ジェンダードイノベーションが拓く明るい未来」というテーマで、ロンダ・シービンガー
教授が男性中心で行われた研究開発の様々な例を紹介された。続いて、高橋真理子氏に「日本における 
”Gendered Innovations” への期待」、科学技術振興機構副理事の渡辺美代子氏に「男女差に基づくイノ
ベーションー世界的な展望と日本の動向ー」について御講演いただいた。最後に、九州大学歯学研究助
教の溝上顕子氏と芸術工学研究院助教の小崎智照氏によるご自身の研究紹介がなされた。パネル討論は、
三重大学名誉教授の小川眞里子氏の司会のもと、生物学的な性と社会的な性、ステレオタイプやバイア
ス、そして教育の重要性等の多岐にわたる内容で議論が行われた。

誌面の都合上、全体を掲載することはできないので、本誌では各登壇者の講演の部分のみを抄録の形で
紹介する。



2016年３月18日
九州大学医学部百年講堂

プログラム

　　開会挨拶　
　　　本田　浩　九州大学病院 副病院長
　　第１部 「配偶者帯同雇用の現状と可能性」
　　　基調講演　Prof. Londa Schiebinger
 　　　　　　　　　米国スタンフォード大学歴史学科ジョン・Ｌ・ハインズ科学史教授
 　　　　　　　　　  科学、保健医療、工学と環境学における欧州連合 / 米国ジェンダード・イノベーション・ 

プロジェクト責任者
　　パネル討論 
　　　司会 高橋真理子 朝日新聞 編集委員
　　　パネリスト Prof. Londa Schiebinger
　　　　　　　　渡辺美代子　科学技術振興機構（JST）副理事

　　　　　　　　大坪　久子　日本大学上席研究員

　　　　　　　　井上　眞理　九州大学副理事                    
　　第２部 「Gendered Innovations が拓く明るい未来」
　　　基調講演　 Prof. Londa Schiebinger
　　　　　　　　高橋真理子 
　　パネル討論 
　　　司会　小川眞里子　三重大学名誉教授 
　　　パネリスト Prof. Londa Schiebinger
　　　　　　　　渡辺美代子
　　　　　　　　高橋真理子  
　　　　　　　　溝上　顕子　九州大学大学院歯学研究院助教 
　　　　　　　　小崎　智照　九州大学大学院芸術工学研究院助教 

　　閉会挨拶　青木玲子 九州大学 理事・副学長 , 男女共同参画推進室長
〈日英 同時通訳有／登壇者の所属等はシンポジウム開催時点のもの〉

 ※本誌は、各講演を抄録で掲載している
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第１部　配偶者帯同雇用の現状と可能性
基調講演「米国の研究大学における配偶者帯同雇用制度と施策」

Prof. Londa Schiebinger
米国スタンフォード大学歴史学科ジョン・Ｌ・ハインズ科学史教授
科学、保健医療、工学と環境学における欧州連合 / 米国ジェンダード・
イノベーション・プロジェクト責任者

皆さまにお目にかかれて嬉しく思います。九州大

学で進めておられる新しい多様性プログラムは素

晴らしいですね。そして、デュアル・キャリア・

ハイヤリング（帯同雇用）を計画されていること

も素晴らしいと思います。

1 このデュアル・キャリア・アカデミック・カップ

ルのことをお話しするときに、特に大学において

は留意すべきことがあります。大学教員の高い質

を保証していくことは、今日われわれが大学で直

面している重要問題です。ここでアカデミック・

カップルというのは、パートナーが教員あるいは

教員予備群であるということですが、図１の円グ

ラフをご覧ください。これは2008年の米国での

調査結果です。全米トップ研究大学13校、３万

人の教員を調査しました。その結果、常勤９千人

余のパートナーの状況はざっくり４つに分類でき

ます。米国においては、大学教員の36％がアカ

デミック・パートナーを持っているということ

です。大学はこれらの素晴らしい才能に十分応

えていかなくてはなりません。その他の大学教

員36％はアカデミア以外で専門職に就くパート

ナーを持っています。つまり、パートナーが仕

事を必要とすれば、他のところに移っていって、

他の仕事を取るということになります。そして

14％の大学教員は独身です。そして、13％は在

宅パートナーということになります。

2 図２は、回答者が採用された時代別にデュア

ル・ハイヤーで採用された研究者の比率を示し

ています。デュアル・キャリア・カップルの数

は増加しています。非常に少なかった 1970 年

代の３％から、現在は13％になっています。ス

タンフォード大学においては教員の 13％がア

カデミック・カップルだということになるので

す。報告書Dual Career Academic Couples: What 
Universities Need to Know はウェブ上からダウン

ロードできますので、ぜひご覧ください。大学教

員のカップルがどれくらいいるか、日本でも同じ

ような調査をしたらとても面白いのではないかと



第１部　基調講演「米国の研究大学における配偶者帯同雇用制度と施策」 011

思います。

三つの理由から、カップルの雇用について大学は

見直しをするべきだと思っています。一つ目は、

「エクセレンス」です。調査の示唆するところでは、

カップルは、もしパートナーの雇用支援をしてく

れなければ、大学を見捨てて出ていくということ

が多くなっています。われわれの帯同雇用に関す

る研究では88％が、もし自分のパートナーが適

切なポジションを見つけられなければ、自分はオ

ファーを断ると言っています。帯同雇用を支援す

るということは、新しい道を大学に開くことにな

るのです。つまり、最上級の教員を競争して採る

ことができるのです。米国において、帯同雇用は

もう確立しています。調査対象の13トップ研究

大学のすべてで、そのような帯同雇用をしていま

す。そのうち６大学においては書面の形で帯同雇

用の方針を出しています。それから数年経過して

いるのでもっと多くの大学がそうしているでしょ

う。

二つ目は、「多様性」です。この10年間、大学は

鋭意努力して女性を大学院のプログラムに引き付

けようとしてきました。そして多様性のためには、

新しい雇用の実施が必要であるということが分か

りました。その一つが帯同雇用です。女性の方が、

男性の場合よりもアカデミック・パートナーの比

率が高いのですから、とりわけSTEM（科学、技術、

工学、数学）分野で女性の人材募集と離職防止が

争点となります。

三つ目は、「生活・人生の質（QOL）」です。現在

の教員は新しい価値観を持っており、彼らにとっ

てはワーク・ライフ・バランスがとても重要なの

です。初めのところでは投資が大きくなります。

しかし、それで QOL を確保することにより、大

学も初めに行った投資を、長期的には回収できる

のです。そして、帯同雇用によって教員を支援し

ていくことで、大学に対する忠誠心を彼らから得

ることができるのです。それができたら、彼らは

QOL を維持でき、子どもを育て、きわめて生産

性の高い教員となるのです。帯同雇用により、教

員が遠方に通勤する負担を解消できるのです。

調査は三つの部分から成っています。まずは人口

統計的な調査です。どのようなカップルがいるか

21
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ということを示し、二つ目にはカップルの価値観

を調べました。三つ目には大学の方針がどのよう

なものであるかということを調べてみました。

3 図３は、大学教員のデュアル・キャリア・ハイヤ

リングすなわち帯同雇用はどのようになっている

かという人口統計的な結果で、36％の教員がア

カデミック・パートナーをもつという最初の円

グラフの詳細です。36％のうちの10％は、私が

デュアル・ハイヤーと称するカップルです。１人

が応募して教員になり、そしてパートナーの交渉

もするのです。そうすると一緒に雇用されること

になるので、デュアル・ハイヤーということにな

ります。それから、17％がインディペンデント・

ハイヤーといって、別々に大学に職を得ていると

いうことです。そして36％のうちの９％はソロ・

ハイヤーといい、パートナーは教員ですがまだ雇

われていない状況です。しかし、これらすべての

パートナーがその大学の教員資格に見合うとは限

りません。クオリティが高くなければ雇用する必

要はないのです。

言葉に少し注意しましょう。「パートナー」です。

「夫」「妻」とはもはや言いません。「パートナー・

ハイヤリング」「カップル・ハイヤリング」「デュ

アル・ハイヤリング」と呼んでいます。全てのカッ

プルが結婚しているわけではないからです。米国

においては同性婚があり、「カップル・ハイヤリ

ング」の中にこれが入っています。州によっては

婚姻が認められていないところもあります。です

から、「パートナー」「パートナー・ハイヤリング」

「カップル・ハイヤリング」と言って、「配偶者」「妻」

「夫」という言い方はしないのです。

デュアル・キャリア・ハイヤリングすなわち帯同

雇用は、同性婚のカップルの場合にも重要です。

スタンフォード大学にも多くの同性婚カップルが

います。同性婚カップルの統計は、全ての教員の

カップルに見られる比率とほぼ同じです。

米国においてマイノリティのカップルも重要で、

同じようなパターンを示します。ただし、全回答

者に占めるシングルの割合が大きいです。

4 この帯同雇用で特に重要になるのは、女性の教員

を雇用し、ずっと雇用し続けることです。女性教

員の方がアカデミック・パートナーをもつ比率が

男性より高いのです。図４は、図１の円グラフを

43
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65

性別に分けて見ているのですが、男性教員では

34％がアカデミック・パートナーを持っていま

すが、女性の場合、この比率が高くて40％になっ

ています。

それから、少し驚くのですが、トップ研究大学で

単身の男性は10％で、女性は21％です。理由は

家族を持つ余裕などないと感じているからです。

ですから超一流教授にそういうことが起こりうる

わけです。

さらに驚くのは、男性教員においては家にいる

パートナーが20％であるのに、女性教員の場合、

在宅パートナーは５％で、まだ大きな差がありま

す。しかし、デュアル・キャリア・ハイヤリング

は男女にとって非常に重要になってきています。

5 ただ、男女差は数字だけではありません。価値観

も違うのです。女性は仕事に就く以前に、彼女た

ちのパートナーがハッピーであることを強く主

張するのです。そこで私は思うのですが、多様

性、それもジェンダー多様性のために、また特に

STEM分野に女性を引き付けるために、デュアル・

キャリア・ハイヤリングが重要なのです。それで

われわれの調査ではカップルがどのような価値観

を持っているか、質問してみたのです。「あなた

が決定権を持つとき、あなたとパートナーのキャ

リアのどちらが優先されますか」と。図５がその

結果です。男性の場合は「私が優先される」と言っ

ています。スライドから誰のキャリアが優先され

ているかわかります。男性は自分ですが、女性の

場合は、「ええ、話し合いをして、両方のキャリ

アが等しく重要」と結論しています。カップルに

よる話し合いが大切なのですね。

6 では、図６でもう少し詳細に方針の話をしましょ

う。大学の組織はいろいろですから、研究者同士

のカップル支援について、最善な方法が一つとい

うわけではありません。パートナーの雇用を行う

すべての機関で、事例ごとに個別に対応している

というのが明確です。すなわち、個々の候補者に

対し、適格性を注意深く判断し、それぞれの機関

の優先事項との擦り合わせも考慮します。大学は

パートナーを雇用すべきだというのではありませ

ん。私たちは、パートナーの雇用を検討するにつ

いて、明確な方針を定めるべきだと言っているの

です。それには、公正であることや透明性ある制

度が必要なのです。ですから、非常に重要なのは、
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方針を定めることであり、方針は何か特定の事例

が生じる前、すなわち誰か特定の人を採用するよ

うに求められる前に、定める必要があります。で

すから、方針を定めることが重要です。

カップル・ハイヤリングは非常にデリケートな問

題です。それは、自由競争や公正さや優秀さを確

保しつつ、学問的進歩をめざす伝統的な理想に

チャレンジすることだからです。しかし現実に大

学は、非常に幅広い多くの候補者の中から最上級

の才能を引き付けるために、ますますカップル・

ハイヤリングに迫られています。多くの大学は、

デュアル・キャリア問題に取り組むために全学的

にいろいろな学部と協力しながら進めていると誇

らしげに語っています。

私たちが出版した報告書には、パートナー・ハイ

ヤリングの詳細にわたる手順・手続きが示されて

います。またそれに関連して大学の方針あるいは

ガイドラインがどうあるべきかを定めています。

この報告書のパート３は、幾つかの問題点に対す

る指針として使えると思います。第１に帯同者採

用を求める人のための手引きとして、そして第２

に大学のアドミニストレーター、あるいは大学自

身がこのような手順をつくろうとする際にも参考

になります。

どのような問題点があるかということを次にお話

します。まず、資金調達の問題です。帯同者を採

用するとなると、新しいポジションを作る必要も

あるかもしれません。米国の公立大学と私立大学

とでは若干違いがあります。公立大学の場合は大

体３分の１、３分の１、３分の１という分担で、

帯同雇用の新設ポストの資金調達をしています。

まず、３分の１が第１雇用候補者を採用する学部

から出ています。次の３分の１が帯同者の採用を

する学部、それから残りの３分の１が学長の下に

ある資金から出ています。それに対し、多くの私

立大学と同様にスタンフォード大学では学務担当

副学長のもと一元管理し該当学部に対し、帯同雇

用の資金を配分することができるようになってい

ます。

そして、採用の候補となった場合、候補者側には

いつパートナーのことを切り出すかという問題が

あります。また、もし帯同者が採用されなければ、

こうした申し出を断ることもあります。他方、大

学側から言えば、パートナーの問題を切り出す時

期とか、パートナーを雇用する必要の有無を把握

する時期が問題になります。しかし雇用面接の中

で、パートナーの問題を確認することは米国では

違法となっています。なぜならこれはプライベー

トな問題ですし、おそらくは女性候補者に不利な

ので、面接の過程で聞き出すことはできません。

アンケート調査の結果を見ると、助教が、応募申

請書類の段階でパートナーのことを切り出すこと

はきわめて稀であり、多くは、「面接のときに話

をする」と言います。しかし助教の多くは、口頭

でオファーを得るまでは何も話さないということ

ですし、中には、書面でのオファーがない限り、

パートナーについては切り出さないと言う人もい

ます。

しかし、准教授ですと、パートナー雇用について

助教よりも心配のない状況にあるので、大半が面

接の段階でその問題を切り出すとしています。で
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すから、大学がパートナー雇用の必要を知る時期

が重要になります。なぜならもし助教であれば、

大学は迅速に行動して、帯同雇用してもらう学部

を探さなくてはならないからです。こうした実践

状況を知ることは興味深いですね。

もう一つ重要なのは、誰が仲介しまとめ役になる

かということです。パートナー雇用がわかったと

き、誰が候補者にふさわしいポストを探す努力を

するのかということですが、通常最初に、第１雇

用者候補者の学科長が担当します。つまり第１雇

用候補者を雇用する、例えば生物学科あるいは物

理学科の学科長が仲介します。パートナーの雇用

の申し出に従い、大体通常の指揮系統に基づいて

行われます。学部長室や学長室と連携し、学科長

がリードしてことを進めます。時には多様性担

当副学長が指揮を取ることもあります。スタン

フォード大学のような私立大学では、一元化され

た帯同雇用のコーディネーターが存在します。例

えば法学の教授であったりします。もしこのよう

なパートナー問題を解決するということであれ

ば、この担当の教授がいろいろな学部と図り合っ

て、仲介して取り計らうということになります。

このような雇用をどのように決定するのかという

点はぜひ知っておくべきことです。アンケートの

中では「１にも２にも質」ということでした。も

し本当に最高の資質を持つ教授でないなら、雇用

しないということです。スタンフォード大学の基

準もそうです。もしいくら雇用してもらいたいと

思っても、志願者側にそうした十分な資格、ある

いは資質がなければ採用されないということで

す。こうした理想をしっかり維持しようとするな

ら、最終的には皆が納得できるような形での雇用

に落ち着くということです。

いろいろな問題がありますが、雇用決定で重要な

のは、やはり研究の質の高さです。優れた研究者

だとしても、その学科に適しているかも考慮すべ

きことです。例えばカップルだからと言って、あ

まり人気のない中世の歴史の専門家を現実にもう

一人採ることが出来るでしょうか。さらにもう一

つの問題は、第１雇用者をとても望ましいと考え

ていても、もしもその人のパートナーが非常に有

名な人である場合、帯同者の雇用はさらに難しい

こともあります。ですから、どのように決定がな

されるのかは興味深いところです。本日は、時間

が限られていますが、まだまだお話しすべきこと

はあります。

報告書は、クレイマン研究所のウェブサイトにあ

ります。デュアル・ハイヤリング、デュアル・カッ

プルについてのいろいろな経験談、多くの大学の

方針など、いろいろな情報がありますので、それ

をご利用いただければと思います。ありがとうご

ざいました（拍手）。
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第１部　講演１

「キャリア形成に応じた帯同雇用制度」

大坪久子
日本大学上席研究員

　女性研究者支援事業が進んで、若い世代に女性

研究者が増えてくると、どうしてもカップルで一

緒に動けない、子どもを持ちたいけれど持てない、

そういう話が頻繁に出てきます。私たちの世代だ

と「別居をしてでもサイエンスのために生涯を捧

げなさい」と言われても文句が言えなかったので

すが、最近の若い人たちは、「私たちはサイエン

スもしたい。キャリアも追求したい。家庭も持ち

たいし、子どもも持ちたい」と言います。つまり、

帯同雇用の問題、デュアル・キャリアの問題はま

すます大切な課題になってきています。

　研究者同士のカップルは、キャリアを優先すれ

ば別居にならざるを得ないし、家庭を取れば自分

のキャリアが消えてしまいそうになります。30

代で実際にそういう立場にいる人は山ほどいま

す。ですから、これは本当に何とかしないといけ

ない問題です。育ててきた女性の力が生かされな

くなるのは、人的資源のロスになります。デュア

ル・キャリアの問題を真剣に考えて、時代にあっ

た雇用システムを作るべきです。そこには、発想

の転換が必要だと思います。

　日本の大学では、例えば、弘前大のパートナー・

フェローシップ、北海道大学のHoMe（Research 

Posts For Partners of Hokkaido University 

Membership）プロジェクトがあります。また、

岩手大学の両住まい手当は、生活の拠点が二つに

なっていると、給料の多くは交通費、新幹線代に

かかるので、それを大学が毎月２万３千円ずつ支

援するものです。静岡大学は、近隣の大学や企業

の求職情報のデータベースを作っているところで

す。

　ただ、弘前大学と北海道大学はセカンド・ハイ

ヤー ( 後から雇用される研究者 ) に対して任期付

きの職を提供するもので、支援プロジェクトの資

金で行われています。唯一、岩手大学の両住まい

手当だけは大学の就業規則の中に入れられている

ので、外部資金がどうなろうと、支援できる安全

なシステムになっています。

　私たちは、日本の大学で一体どういうシステム

をつくるべきかと考えるわけです。もっと安定的

に大学の就業規則の中にこのデュアル・ハイヤー

（帯同雇用）制度を入れるべきであると考えてい

ます。

　私たちがこれまでにいろいろ考えてきた中で、

示唆を大いに頂いたのが、Londa Schiebinger 先

生の論文に出ているこういう言葉です。“Support 

for dual careers opens another avenue by 

which universities can compete for the best and 

the brightest”“Couples comprise a significant 

proportion of the academic workforce”、これは

日本でも現実になっています。
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1 　これまで女性研究者支援事業でサポートできた

範囲は、キャリア形成の中で言えば、ポスドクの

時代になります。つまり若くて、結婚して子ども

も欲しいと思っている時代です。それから、助教

から准教授にかけての時代があり、最後は教授に

なる時代があります。それぞれの時代で、必要と

されるデュアル・キャリア支援制度はサポートの

仕方が違っているべきだと思います。

　例えば私たちは四つのことを考えています。一

つ目は、今まで実施されてきたように支援事業の

資金で、セカンド・ハイヤーをサポートするとい

うやり方です。

　二つ目は、デュアル PD（DPD）フェローシッ

プという制度を日本学術振興会(JSPS)の中に作っ

てもらうことです。皆さん、RPDというフェロー

シップをご存じだと思います。育児を理由に研究

を中断した人が復帰するためのフェローシップで

す。そのデュアル版をある程度若いポスドクの

カップルを対象に作れないかと考えました。RPD

の枠の中で DPD制度を作る方法もあります。

　三つ目は、バーチャル大学、あるいはバーチャ

ル研究所をつくって、帯同雇用ができないかとい

うことです。

四つ目は、アメリカの「テニュアトラックではな

い教授職」のシステムを日本で取り入れてもいい

のではないかと考えています。二つ目と四つ目は

ある意味、リンクするところ、重なるところがあ

ります。

2 　この図は、バーチャル大学について説明した図

です。バーチャル大学というのは、助教から准

教授、教授までの職位とその人件費を持ってい

ますが、キャンパスはなく、例えば内閣府の中、

もしくは文科省、JSTの中にできる仮想の大学で

す。皆さんそこに応募します。応募をして、准教

授相当の能力と実績がある人はここで競争的審査

によって、准教授の職位を得ます。ある程度研究

費も付き、それを持ってパートナーがいる現実の

大学の方に動きます。そうすると、大学の方はス

ペースを提供する。採択されたバーチャル大学の

研究者は、その見返りに講義や学務を手伝いま

す。大学にとっても、応募する研究者にとっても、

Win-Win の関係が築けるのではないかというこ

とを数年前から考えています。以上です（拍手）。
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第１部　講演２

「九州大学における配偶者帯同雇用　
現在の検討状況と提案について」

井上眞理
九州大学副理事・大学院農学研究院 教授

　2015年度、私たち九州大学のプログラムが文

科省のダイバーシティ研究環境実現イニシアティ

ブに採択されました。四つのアジェンダがあり、

ワーク・ライフ・バランスを改善すること、女性

研究者の数を増加させること、女性研究者を上位

職へ積極的に登用すること等が掲げられていま

す。配偶者帯同雇用は、最重要である一番目のア

ジェンダに入ります。

　最近、私達は九州大学の全ての研究者にアン

ケート調査をしました。焦点を当てたのが配偶者

帯同雇用で、特に女性研究者に焦点を当てたアン

ケートも実施しました。2009年に始まった女性

枠設定による教員採用要請システムというプログ

ラムにより採用された女性研究者に対するアン

ケートです。このプログラムの詳細は割愛させて

いただきますが、女性研究者は非常に厳しい基準

の二つの審査を受けて「合格」しなくてはいけな

いということです。これはテニュア（承継）の職

位ということが特長です。このプログラムが実施

されて以降、九州大学では女性研究者の数が著し

く増加しました。この５年間で、プログラムの開

始年度に比べると50％増加しました。その結果、

文科省の委員会から、九州大学のこのプログラム

に対して「Ｓ」という最高の評価をいただくこと

ができました。

　さて、さきほどお話したアンケートの対象者に

は40名の女性研究者、その中には外国人が５名

含まれています。残りの35名は日本全国から来

ており、それぞれ背景が異なっていることがおわ

かりいただけます。

　最初の質問が帯同雇用です。「帯同雇用は影響

があるか」、つまり自分の就職先の決定に影響が

あるかどうかには「イエス」もしくは「ある程度

イエス」と答えた方の数を合わせるとほぼ100％

になります。そして、二つ目の質問「もしパート

ナーと別々に暮らしている場合、九州大学で帯同

雇用のプログラムがあれば、九州で一緒に働こ

うと夫に勧めるか」には「イエス」が65％でし

た。そして次の質問「他の大学から帯同雇用のオ

ファーがあった場合、九大を離れてそちらに行く

か」は、71％が「イエス」と答えました。帯同

者雇用に関するポジティブなコメントに見られた

のは、優秀な研究者を国内外から惹きつける非常

に有効な手段であるということです。一方で、否

定的なコメントに、人事の流動性の低下、各職位

のスクリーニングにおける公平さへの懸念、帯同

する配偶者の感情的な問題等がありました。

1 　ここからは九州大学からの提言（案）になりま

す。九州大学がこのシステムを実施する場合、部

局で公募を始める際に帯同雇用システムについて

詳細に示さなくてはいけません。この図では、便
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宜的に青が男性、赤が女性を示しています。もし

応募者がこのシステムを使いたいということであ

れば、情報として、パートナーの名前と業績、ま

た、希望している部局や研究室名を書くことがで

きます。

　そして、この応募者が部局Aの選考委員会にお

いて非常に有望な候補者の一人となった場合、こ

のA部局はパートナーが希望するB部局に対して、

受け入れ可能な研究室の有無について問わなくて

はいけません。このマッチングが可能ということ

であれば、次に女性枠のシステムに準じた厳正で

公正な手順で、審査をしなくてはなりません。そ

して、公募でこの応募者（この図では男性）が採

用された場合、パートナーは部局および全学審査

を受けた後に採用される可能性があります。しか

し、パートナーの場合は、最初の５年間はテニュ

アトラック期間ということですので、中間審査そ

して最終的なヒアリング審査を経て、非常に優れ

た研究者と認められれば、テニュアポストでの採

用となります。このテニュアトラック期間、大学

は部局Bに代わって人件費を支払うことになりま

す。ですから、このカップルにとっても部局にとっ

ても、ハッピーエンドになります。

2 　次の事例はセカンドハイヤリングです。この図

では、女性が既に大学で採用されており、そして、

部局Aで公募が始まることを示しています。そし

て、その配偶者が九州大学の公募に応募する際

に、このシステムを使いたいという意向を文書に

することができます。選考過程においてこの男性

が非常に有望な候補者に残れば、部局Aではパー

トナーが所属する部局Bに問わなくてはいけませ

ん。もし他の候補者と同等であれば、パートナー

がこの職位を得る可能性が高くなります。ですか

ら、このシステムを使えば、ライバルに比べると

有利な立場にあるということです。このようにセ

カンドハイヤリングシステムにおいても、同様に

ハッピーエンドになります。

　しかし、残念ながら失敗に終わるケースもあり

ます。この帯同雇用で、もしパートナーがマッチ

ングや部局および全学スクリーニングで認められ

ない場合、この職を得ることはできません。当然

ながら、一般公募で他の方が選ばれた場合、カッ

プルではないので、「帯同雇用」は成立しません。

ですから、福岡市周辺の他の大学とも連携協力し

ていこうということを検討しました。例えば、こ

のような帯同雇用に対するいろいろな情報を提供
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し、リクルートのタイミング、あるいは詳細な情

報を提供すべく協力していくことを提案していま

す。本日は原案の段階ですが、この制度をよりブ

ラッシュアップしていく予定です。福岡市には

20もの大学や短大があります。九州大学での本

制度の施行が成功すれば、より緊密なパートナー

シップをつくることができます。現在、福岡女子

大学からは既に承認を得ており、福岡大学とは協

議中で、他にもいくつかの大学に検討のお願いに

参る予定です。

　最後に、ある女性教授のメッセージをご紹介し

ます。「カップルたちが同じ大学で仕事をし、素

晴らしい研究・教育を行うことができ、そして健

全な家族を築くことで良いモデルとなるのであれ

ば、それは非常に優秀な女性研究者のWLBのト

レーニングにもつながり、健全な男女共同参画を

達成することになる」。ご清聴ありがとうござい

ました。

＊  その後、本制度はさらに検討を重ね、2016年

度末に、画期的な「配偶者帯同雇用制度」が本

学で承認され、全国に先駆けて始動することに

なりました。
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第２部　Gendered	Innovations が拓く明るい未来
基調講演「		科学・医学・工学分野におけるジェンダード・イノベーションの	

創造力の活かし方」

Prof. Londa Schiebinger
米国スタンフォード大学歴史学科ジョン・Ｌ・ハインズ科学史教授
科学、保健医療、工学と環境学における欧州連合 / 米国ジェンダード・
イノベーション・プロジェクト責任者

1 図１“Gendered Innovations”（以下、ジェンダー

ド・イノベーション）は、大規模な国際協力によ

るもので、欧州委員会および米国科学財団、スタ

ンフォード大学の共同プロジェクトです。韓国、

台湾、そして間もなく日本にも普及されると思い

ます。ジェンダード・イノベーションは、一連の

協働ワークショップを通して80人以上の基礎科

学者や工学者とジェンダー専門家とを結び付けて

きています。ジェンダード・イノベーションとは、

「セックスとジェンダー分析」を研究デザインに

組み込むことによって起こす変革です。重要な論

点は、どのようにセックスとジェンダー分析を

創造的な力として利用し発見に役立てるかです。

ジェンダーを考慮することが、研究に有用な次元

をもたらし、研究を新たな方向へと導くのです。

まず背景からお話ししましょう。

2 「セックス」と「ジェンダー」という言葉が何を

意味するのかを理解することが必要です。「セッ

クス」は、生物学的側面、遺伝子、性ホルモンと

1 2
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いう意味ですし、「ジェンダー」は、栄養や生活

様式、教育の水準、社会における経済的な地位な

ど、文化的な態度・行動を意味します。ここで重

要なことは、セックスとジェンダーは相互に作用

して個人を形成し、両者は人の生涯を通じて変化

していくということです。図２は、ベルリンの

Vera Regitz-Zagrosekがつくった図です。彼女は

特に医学的側面に関心を持っていますが、同じよ

うな考え方を工学や他の領域にも当てはめること

ができると思います。

背景のもう一つは、米国と西欧における大学と政

府がこの数十年間に進めてきたジェンダー平等に

関する３つの戦略的なアプローチです。アプロー

チの１点目は、”Fix the Numbers of Women” で、

特に理工系で女性の数を増やすことです。米国科

学財団（NSF）は1980年代にこの問題に取り組

み始めました。

２点目は、“Fix the Institutions”です。ジェンダー

平等をキャリアの中で推進するためには、研究機

関の構造的な変革が必要です。米国科学財団は

2001 年から「ADVANCE プログラム」という名

前でこれに取り組み始めました。

３点目は、”Fix the Knowledge”で、これがジェン

ダード・イノベーションです。セックスとジェン

ダー分析を研究に統合することによって、科学技

術における卓越性を刺激するのです。これには特

に資金援助機関が関わってきます。国立衛生研究

所（NIH）と欧州委員会ではこれに関するプログ

ラムを持っています。

私はこの３点目のアプローチに焦点を定めたいと

思います。これこそ最新領域であり、科学と工学

とイノベーションの将来のために最も重要な分野

です。研究のやり方を間違うと人命やお金を失う

ことになります。創薬には約50億ドルもの莫大

な費用を要するばかりか、ひとたびこれを誤ると

致命的な人的被害を引き起こします。研究が正し

く行われることによって、人命とお金を守ること

が出来ることを示した素晴らしい評価プログラム

を紹介しましょう。それは、米国の「女性の健康

イニシアティブ」が、1990年代に行われた女性

のホルモン補充療法を精査したプログラムです。

閉経後の女性がホルモン補充療法を受けるべきか

どうかについて大規模な治験が行われました。結

果は断固たるもので、女性はホルモン補充療法を

受けるべきではないとする結論をもって精査は終

了し、これで政府の研究費用１ドル当たり、米

国納税者に140ドルの利益還元となったのです。

有害な薬を使用しないことによる健康改善状況

は、心臓血管病の症例が７万6000例減少し、乳

がん患者、12万6000例の減少、そして質調整生

存年（quality-adjusted life years）は 14 万 5000

年延長したのです。ただ骨粗しょう症骨折は26

万 3000 例の増加でした。引き出すべき教訓は、

正しい方法で初めから研究を行う必要性で、これ

3
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がジェンダード・イノベーションの目指すところ

です。

3 図３は、ジェンダード・イノベーションの目的で

す。第１は、最先端のセックスとジェンダー分析

の方法を開発することです。第２は、ジェンダー

分析がいかに発見とイノベーションにつながるか

を具体的に示すことです。

4 1997年から2000年の間、10種の薬剤がアメリ

カの市場から撤退させられました。健康に有害な

影響を与えるためで、そのうちの８種は女性に対

して特に有害なものでした。莫大な開発費用をか

けながら、なぜ失敗したのか、原因の究明が重要

です。失敗の一つの理由は、性の偏り、すなわち

今でも研究が、主にヒトの男性、雄のマウスやラッ

ト、雄性細胞・組織（図４）を使って行われてい

るからです。

5 図５は、実験に使用された動物の性別に関する評

価で、著者たちは2009年出版の生物系ジャーナ

ルの論文に登場する実験動物の性を検証しまし

た。青色は雄の実験動物が使われたものです。雌

の実験動物の使用が優位なのは、免疫学と生殖分

野のみでした。灰色部分は動物の性別が記録され

ていないものです。この場合は基本的なデータの

欠落で、研究費が無駄になるのです。自分の研究

では十分なデータがない場合でも、他の研究デー

タをも含めて行うメタ分析が可能なこともありま

す。ですから、基本的な情報が明記されていれば、

将来的に研究に貢献ができます。

それではウェブサイトを実際に見ていきます。図

１がそれで無料のウェブサイトです。台湾語、ス

ウェーデン語、ドイツ語、韓国語など多くの言語

に翻訳されています。残念ながら日本語には翻訳

されていませんが、ぜひこのウェブサイトにアク

セスしてください。12の分析方法が簡潔に書か

れており役に立つと思います。ここでは具体的な

事例を挙げましょう。「ケーススタディ」という

枠の中には、「科学」「保健＆医学」「工学」「環境

学」の事例が入っています。

6 それでは、幹細胞の事例から始めましょう。細胞

の性別はあまり記録されませんが、細胞の性別が

なぜ重要なのかを知るために、幹細胞研究の事例

4 5
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を挙げたいと思います。研究によると、幹細胞

の治療上の能力には性差があります。XXの細胞

はXYよりも活力すなわち再生力があるというこ

とです。しかし、図６が示すとおり研究者は往々

にして、細胞の性別については考えません。これ

によって研究が失敗してしまいます。ノルウェー

とオーストラリアとの国際チームがマウスの幹細

胞に対する研究を行いました。両方とも雄と雌の

マウスを使っていて、動物に関しては良く計画さ

れた研究でした。しかし、幹細胞に関しては雌性

幹細胞を使いました。これは恣意的な決定によっ

て行われたものです。その結果、雄が死んでしま

いましたが、当初その理由が分かりませんでし

た。私はジェンダード・イノベーションのワーク

ショップをノルウェーで行って、幹細胞の性別を

考慮する必要性を認識しました。性別を正しく識

別した場合、動物実験はうまくいきました。雌同

士、雄同士のドナーとレシピエントの適合性を調

べました。もちろん、どれがうまくいくか、全て

の可能性のある組み合わせを検討しなければなり

ません。

細胞の性別だけを見ていても良い結果は出ませ

ん。このような適合性の研究では、種々の方法を

組み合わせることが必要です。セックスとジェン

ダーに関係する要因を検討しなければいけないと

き、幹細胞の場合では、ホルモン環境や免疫的な

環境、さらに他の要因も検討する必要があります。

この適合性は、幹細胞研究で非常に重要であるこ

とが知られています。これはまた、人間の臓器移

植でも重要だということが分かっています。皆さ

んに心臓移植が必要になることはないと思います

が、もしそうなったとき、男女どちらの心臓が必

要なのか、どちらが良い機能を果たすのかを考え

るでしょう。肺移植は別として、心臓や腎臓の移

植では、セックスの適合性、すなわち臓器の雌雄

を考慮することが重要なのです。臓器移植におい

てセックスを問題にするわけですが、ここには

ジェンダーの問題もあるのです。日本では分かり

ませんが、多くの社会や米国社会では、臓器を提

供するのは女性の方が多いのです。

つまり、科学的な視点からは、男性から別の男性

への心臓移植がベストであるにしても、提供者の

男女比が違うというジェンダーの問題が絡んでく

るので、医者は科学的事情だけに従うのではな

く、セックスの問題に加えてジェンダーの問題も

考慮していかなければならないのです。科学や技

術においてもジェンダー・バイアスを確認してい

くことが決定的に重要なのです。しかし、セック

スとジェンダーがさまざまな研究プロジェクトの

中で、どのように作用しているのかを見ていくた

めには、研究のスタート地点から始めなければな

りません。

医学分野から二つ事例をご紹介します。まず女性

6
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の心臓疾患についてお話しします。科学的事例の

中で、ジェンダード・イノベーションの最適事例

は、虚血性心疾患です。心臓発作が起きるとき、

男女で兆候に差があることは日本で認識されてい

るでしょうか。女性の心臓疾患は最も研究の進ん

だジェンダード・イノベーション事例で、過去

20年間、深掘りされてきた分野です。心臓発作

は女性の致命的疾患として知られるものですが、

男性の疾患と規定し心臓発作を起こすのは男性だ

と思われています。根拠に基づく医療基準は男性

の身体や男性の生理機能や診断結果が基本になっ

ており、そのため女性の方は診断が間違っていた

り不十分だったりしているのです。従って、ここ

での重要なイノベーションは、心臓疾患における

基本的な生理学的性差の理解です。どのような性

差があるのでしょう。

もし心臓発作で緊急治療室に行くことになると、

まず受けるのが血管造影です。医者が心臓疾患を

診断する常道です。胸の痛みを抱えて緊急治療室

に運ばれた患者に対し、冠動脈血管造影は究極の

判断基準です。過去20年間に及ぶ心臓発作のセッ

クス分析によれば、男性の典型的なパターンは、

冠動脈に局所的な狭窄が見られるものです。一方

女性には別のパターンがあり、その部分が徐々に

狭まっているのです。胸の痛みは男女共通です

が、心臓発作の診断用に開発された基本的な検査

では、男性のパターンしか見られないのです。検

査機器は盲目であり、女性のパターンを識別でき

ないのです。医者は検査結果に大きな異常がなけ

れば、診察に訪れた女性を帰宅させます。しかし、

実は深刻な状態であり、数日あるいは数週間して

心臓発作で死んでしまうことがあるのです。この

事例を見ても、心臓発作はセックス、ジェンダー

で違うということです。

また喫煙もそうです。女性の喫煙が増加し、これ

はジェンダー問題、社会的問題ですし、女性の喫

煙と心臓疾患との相関も問題です。

女性ではなく、男性が研究から忘れ去られている

こともあります。例えば、男性にも骨粗しょう症

の症例があることです。男性も老齢になると、骨

粗しょう症を発症し、股関節骨折（大腿骨頚部骨

折）を起こすことがあります。骨粗しょう症は主

に閉経後の老齢女性の病気であると思われてきま

したので、男性の問題でもあることが見逃されて

いたのです。

高齢社会になると、男性もまた骨粗しょう症にな

ることが分かってきました。男性の発症年齢は女

性より約10年遅く、女性が平均65歳前後で骨粗

しょう症になるのに対し、男性は75歳頃まで平

気です。しかし、骨粗しょう症に起因する股関節

骨折の３分の１は75歳以上の男性に起きていま

す。そして骨折すると女性よりも死亡率が高いの

ですが、理由が分かりませんでした。骨粗しょう

症になる男性の数が相対的に多いにもかかわら

ず、疾患の診断は女性、特に白人女性を使って開

発されてきました。よって、参照できる母集団は

若い白人女性ですから、男性は正確な診断を受け

られずにいたのです。

ここで問題にする方法は、「基準と参照モデルの

再考」と呼ばれ、これはセックスとジェンダー分

析の基本的方法の一つで、参照するモデルを再考

しようというものです。通常、参照モデルは男性

の身体を基盤にしています。そして、この特権的



026 第２部　基調講演　「科学・医学・工学分野におけるジェンダード・イノベーションの 創造力の活かし方」

な男性身体モデルを使って、自動車の安全性や多

くの医学系の研究をしているのです。しかし、骨

粗しょう症の場合では女性の身体に依拠すること

になり、問題が生じます。工学や医学では男性身

体を規範としていますが、骨粗しょう症診断モデ

ルは女性を基盤に開発され、若く健康な女性を対

象とする骨密度を規範とするので、男性のリスク

基準が十分確立されないのです。

1997年まで若い男性について参照母集団が確立

していました。現在は男性の参照集団はあるので

すが、病気を定義するのに未だに性別にかかわら

ず同じ診断カットオフ（定量的に陽性か陰性かを

分ける値）を使っています。男性にとって、女性

用に作られたものを適用する是非をめぐって議論

されているところです。これはジェンダード・イ

ノベーションのとても重要な事例研究だと思いま

す。

事例の紹介はこれくらいにして、手短に方針につ

いて触れておきましょう。セックスとジェンダー

分析によって、新しい展望、新しい問題提起、新

しい研究が生まれてくると話したのですが、こう

した分析について訓練を受けていない教授たちに

真剣に考えてもらえるかどうかの問題がありま

す。そこでジェンダード・イノベーションを牽引

するものとして、方針が重要なのです。ジェンダー

分析が科学・技術にうまく統合されていくために

は、助成金を提供する機関、査読雑誌の編集者、

教育者、産業界が一丸になって適切な方針を作っ

ていくことが必要です。

最初は、助成金提供機関です。提供機関は応募者

に、セックスとジェンダー分析が研究にどのよう

に考慮されているのかを初めに問うべきです。欧

州委員会は、2014年に助成方針を成立させまし

た。どのような研究でも公共の助成金を使ってい

るものに関しては、セックスとジェンダー分析を

研究の中に組み入れなければ、優れた十全な研究

とは言えないとして、科学と工学で 137 の対象

分野を指定しました。数学や理論物理学は別です

が、コンピューター・ハードウエア、建築、ナノ

テクノロジー、海洋学など、137の分野です。

方針として、助成金提供機関は、研究者が研究を

始めるに当たり、セックスとジェンダー分析を考

慮することを要件とし、それでなければエクセレ

ントとは言えないとすればいいのです。助成金提

供機関の全ての方針は本ウェブサイトに掲載され

ています。カナダ衛生研究所は、素晴らしい方針

を打ち立てていて、2010年にセックスとジェン

ダー分析を医学関係の全ての研究で要件にしてい

ます。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団においては、

農業開発でこの種の研究を要求しています。米国

NIHは今年１月からセックス分析を、細胞と組織、

動物の研究、治験などのヒトの研究全てに導入す

るよう求めています。

２点目として、助成金提供機関に良い方針を必要

とするだけでなく、同様に査読雑誌にも、超一流

の刊行物を除いて、周到に性別データを集めセッ

クス分析が行われることが求められていることを

周知するのです。ポリシー（投稿規定）が必要で

す。いろいろな査読雑誌が、2014年頃からセッ

クスとジェンダー分析に対する方針を導入してい

ます。こうした編集方針は良い方針（この場合、

投稿規定）が必要です。すなわち日本の学術雑誌
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がどうなっているかは知らないのですが、他誌の

方針を見て作ることができます。1000もの学術

雑誌を出版するエルゼビアは、ジェンダード・イ

ノベーション・プロジェクトで、われわれに査読

雑誌の国際的な方針を作るよう要求しています。

３点目は、ジェンダー分析を大学の教科課程に入

れていくことです。ジェンダー分析という手法を

次世代の人々に伝授することは重要です。まずは

教授が学んで、授業に入れ込んでいくことが必要

です。そして最後ですが、産業界も同じことをし

ていただきたいと思います。ジェンダード・イノ

ベーションは、シリコンバレーで円卓会議を始め

たところです。FacebookやGoogleなどの会社が

大変関心を持ってくれて、どのようにジェンダー

に対する感性を製品の中に統合し、多くの人に

とって有益なものと成しうるかを考えています。

結論になりますが、ジェンダード・イノベーショ

ンは、世界を変えていくことができます。そして

セックスとジェンダー分析を研究とイノベーショ

ンの中に取り込むよう企図することは、世界クラ

スの科学技術に寄与する決定的な要素です。その

ような機会を無視してはならないと考えていま

す。ありがとうございました（拍手）。

謝辞

Schiebinger 氏の講演については、第１部、第２

部ともに三重大学名誉教授小川眞里子氏に内容の

確認をしていただきました。ここに記して深く感

謝申し上げます。
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第２部　基調講演

「日本における
“Gendered	Innovations” への期待」

高橋真理子
朝日新聞 編集委員

日本のイノベーション政策の歴史を振り返りなが

ら、“Gendered Innovations”（以下、ジェンダード・

イノベーション）が日本にとってどのような意味

があるのかという点を考えてみたいと思います。

私がこれから使うジェンダード・イノベーション

という言葉は、今、Schiebinger先生がおっしゃっ

たきちんとした定義での言葉ではなく、この言葉

から何となくイメージできるものを指していると

いうことを御了解ください。

日本のイノベーション政策を一言で言えば、「う

まくいっていない」です。もう一つの特徴は、ア

メリカの後追いをずっとしているということで

す。その例の一つが、大学発ベンチャーという政

策です。アメリカでは1980年に有名なバイドー

ル法（Bayh-Dole Act）ができました。連邦政府

の資金で行った大学の研究について、良い発明は

その権利を大学のものにできるようにした法律で

す。その５年後にヒューレット・パッカード社長

の Young さんがまとめたヤングレポートという

有名な報告書が出ました。アメリカはこれから知

的財産権で稼いでいくのだという方向性を示した

レポートです。

日本は、1998 年に大学等技術移転促進法（TLO

法）を作ります。その翌年に、いわゆる日本版

バイドール法という法律も作りました。TLO は

Technology Licensing Organizationです。大学で

生まれた発明を社会にもっと広めていくための組

織をつくるという法律です。

次に 2001 年、経産省が大学発ベンチャー 1000

社計画を出します。いかにも日本的ですが、本当

に３年かけて1000社を超えるベンチャーを作り

ます。2005 年末には 1503 社に達して、この目

標は達成したと経産省は胸を張りました。しかし、

2011年の調査結果では、調査に答えた535社の

うち、1000万円を超える経常利益を出している

のは９％未満、1000 万円以下の利益が 32.6％、

利益なしが 24.8％、赤字が 33.7％でした。無回

答の残り約 500 社を加えると、はるかにもっと

ひどい数値であったと想像できます。

アメリカの後追いイノベーション政策、その２。

アメリカは2004年に、パルミサーノレポートと

いわれる“Innovate America”という報告書を出し

ました。イノベーションをどんどんやっていきま

しょうという内容の報告書です。

それに対して、日本がその２年後に出したのが第

三期科学技術基本計画です。科学技術基本計画は

５年間の科学技術政策の基本方針を示すものです
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が、第三期の計画には「イノベーション」という

言葉が38回出てきます。これはまさに「イノベー

ト日本」と言っていい計画だったと思います。大

学発ベンチャーは、アメリカから約20年遅れて

日本はまねをしていますが、だいぶ早くなりまし

た。２年遅れで「イノベート日本」を作りました。

ここで科学技術基本計画の歴史を振り返りたいと

思います。1995年に科学技術基本法というもの

ができて、そこから５年ごとに基本計画を作りま

しょうということになりました。第一期を読み返

してみると、「イノベーション」という言葉は一

度も出てきません。代わりに出てくるのは「メガ

サイエンス」です。最近「メガサイエンス」など

聞いたことがないと思うので、歴史を感じさせる

ものではあります。第一期の基本計画で一番大事

だったのは、５年間で約17兆円の研究開発投資

を政府がやるという数値目標を入れたことでし

た。

第二期は皆さんご記憶にあるでしょう。今後50

年間にノーベル賞受賞者を30人程度出しますと

いうことを書き入れて、大変有名になりました。

ちなみに2000年以降、去年まで、アメリカ国籍

を取った日本生まれの方も含めて、16人の日本

人が受賞していますので、このまま線形増加すれ

ば、50年たてば50人の受賞者が出ると言えます。

第三期が先ほどのイノベート日本です。第三期で

イノベーションをしっかりやろうと宣言したの

で、計画を出しただけではなくて、その後にも

幾つか政策として打ち出しています。その翌年、

2007年には「イノベーション25」という長期戦

略指針を閣議決定します。このときは第１次安倍

内閣で、安倍氏は最初「イノベーション」という

言葉を連呼していました。イノベーション担当大

臣を新たに作って、高市早苗さんが就任していま

す。就任後すぐに策定に掛かり、2007年に閣議

決定するという段取りでした。

その後、第１次安倍内閣は短命に終わり、後を継

いだ麻生氏の時代に研究開発強化法という法律が

でき、FIRSTという破格の大型研究プロジェクト、

トップ研究者 30 人に合計 3000 億円の研究費を

出すという計画を出しました。民主党政権への政

権交代が決まっているときに、駆け込みで麻生さ

んが30人を発表しました。この時期、お金を出

して、スピード感も持ってイノベーションを進め

ようという政府の姿勢ははっきりとあったわけで

す。

第四期は2011年からの５年でした。決まる直前

に東日本大震災が起こり、急遽書き直して、第１

の理念として「震災からの復興再生」が入ります。

でも、第四期全体としてのメッセージは、科学技

術政策とイノベーション政策を一体的に推進して

いくことでした。そして第２次安倍内閣が発足し

た後、この理念の具体化として、総合科学技術会

議は総合科学技術・イノベーション会議というも

のに衣替えします。

それでもうまくいかなかったのです。2016年１

月に閣議決定された第五期基本計画には、「まず

重視すべき点は、我が国の科学技術イノベーショ

ンの基盤的な力が近年急激に弱まってきている点

である」と書いてあります。政府は最近、日本の



030 第２部　基調講演　「日本における “Gendered Innovations” への期待」

イノベーションの力が弱まっていると反省してい

るわけです。もう一つ反省をしていて、第四期で

「科学技術政策ではなく、科学技術イノベーショ

ン政策に一体化して進めていく」と宣言したのに、

それも必ずしも十分には進んでいないと第五期の

基本計画に書いてあります。政府の文書にこのよ

うに率直な反省文が書かれるのは大変珍しいこと

だと思います。我々は今、そういう地点に立って

います。

イノベーションがなぜうまくいかないのかを少し

考えてみました。実際、「イノベーション」と聞

いてぴんとくる人は、日本国民の中にそんなに多

くありません。2003年の国立国語研究所の外来

語の言い換え案発表の際に、日本国民がどのぐら

い外来語、片仮名語を理解しているかという調査

も公表されました。この調査では、「イノベーショ

ン」の理解率は13.6％です。やはり「イノベーショ

ンを進めよう」と日本で言っても、少し無理があ

るのではないかと、言葉だけからも伺えます。こ

れは私の仮説ですが。

イノベーションに関する研究会で、OECDのイノ

ベーション調査の結果が議論されました。中小企

業がどのぐらいイノベーションを実施しているか

というOECDの調査で、ドイツが１位で、日本は

25位という結果でした。ドイツと日本にこんな

に差があるのは少しおかしいのではないかと感じ

ました。そのとき、日本側の専門家が、「イノベー

ション」という言葉に問題があるのではないかと

発言しました。日本語で「イノベーション」と言

うとものすごく大層なことですが、ドイツ語のイ

ノベーションは、より身近な言葉だそうです。イ

ギリスの大学の先生のお話では「日本語と韓国語

では『イノベーション』という言葉はすごく縁遠

い外来語である」とのことでした。確かにこの

OECDの調査で、韓国の成績も同様に低かったの

です。言葉の問題は、大きな影響を与えていると

思います。

イノベーションがうまくいかない言葉以外の日本

の問題は、上意下達の日本文化です。下からの草

の根パワーが足りない。イノベーションについて

は、クリステンセンの『イノベーションのジレン

マ』という有名な本があります。彼は、うまく

いっている主流派の企業で起こるイノベーション

は持続的イノベーションであるとし、世の中をが

らりと変えるようなイノベーションを「破壊的イ

ノベーション」と呼びました。破壊的イノベー

ションは、うまくいっている主流派の会社・大企

業からは絶対に起こってこない、中小企業、辺縁

にあるような企業が起こすものであると指摘して

おり、クリステンセンの本にそういう実例がたく

さん出ています。日本でイノベーションが最近う

まくいっていないのは、イノベーションを起こす

べき零細企業に元気がないからだということが言

えるのではないでしょうか。

1 では、日本の科学技術の中の弱者とは何なので

しょうか？このグラフをご覧下さい。論文におけ

る女性著者の割合は、OECDの資料では日本は最

下位です。女性は、日本の科学技術の中における

弱者と言えます。

女性が起こすイノベーションの例を挙げます。

IBMフェローという技術職の中の最高の地位にあ
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る浅川智恵子さんは、ご自身が視覚障害者で、視

覚障害者のためのシステムを開発しました。他に

も、四国の上勝町でおばあさんたちが山の中のき

れいな葉っぱを取ってきて、都会の料亭に高く

売るという例があります。しかも、彼女たちは

iPad などを自分で持っていて、今日は何が高く

売れそうかという情報をゲットして、その葉っぱ

をその日に取りに行って送り大変稼いでいるので

す。もっとも、葉っぱビジネスは男性の発案で男

女協力してやっています。これは年間売り上げが

２億円を超え経済的に大変成功している例です。

全部紹介できませんが、このような例は他にもあ

ります。

最初にお断りしたように、ここでのジェンダード

イノベーションは、Schiebinger 先生のおっしゃ

るジェンダード・イノベーションとは少し違う意

味で言っています。この新しい言葉を日本社会に

広めていく上では、これぐらいの誤解があっても

いいのではないかということで、広い意味で使っ

ています。この聞き慣れないジェンダード・イノ

ベーションをキーワードにして日本の状況、社会

を変えることが可能かもしれないと思います。

2 これはノーベル賞受賞者の累積数をグラフにした

ものです。自然科学系に限らず文科系の人も全部

入れています。女性の累積数が描いている線と、

日本人の累積数の線がそっくりです。このあまり

にも似ている二つの線を見れば、全ての日本人は

女性の気持ちが分かっていいはずだと思いません

か。けれども、そうなっていないのはなぜでしょ

う。

ジェンダード・イノベーションという言葉が日本

社会を変える何かになりそうだとは思いますが、

課題もあります。そう簡単には事は進まないで

しょう。課題の一つ目は、最初から申し上げてい

るように、この言葉は本当になじみがないことで

す。二つ目は、日本にもジェンダーに関心を持つ

人はかなりいて、イノベーションに関心を持つ人

も多くいますが、この二つはほとんど重なり合っ

ていないことです。そもそも分野を超えた新しい

概念に関心を持つ人が日本では少ないのです。三

つ目は決定的な問題ですが、政策を決める人たち

の多くがいつも主流派である大企業のことばかり

考えていることです。現実的に今なされている政

策等を見ているとやはり大企業中心になっている

21
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という問題があります。

ジェンダーフリー・バッシングというものもあり

ました。これは日本政府が「ジェンダーフリーの

言葉を使うな」と自治体に事務連絡をしたという

ものです。日本社会の中では、「ジェンダー」と

いう言葉自体をあまり使ってはいけない言葉だと

思っている層もある。それぐらいの感じにはなっ

ていると思います。

けれども、希望もあると思います。先ほど言った

ように、イノベーションを考える人とジェンダー

を考える人は、全く別々です。つまり、イノベー

ション推進を考えている人たちはジェンダー問題

には無関心です。だからこそ、ジェンダード・イ

ノベーションを正しい意味で理解してもらえる可

能性があります。こういう白紙の状態の人たちの

中には、ジェンダード・イノベーションはすごく

大事なのだという認識が、砂地が水を吸い込むよ

うに入っていくかもしれないということを希望的

観測として申し上げたいと思います。そして、こ

の希望的観測のもと、最後に一つの提案をいたし

ます。イノベーション政策がうまくいっていない

日本の閉塞状態を打破するために、あるいは草の

根パワーをもっと盛り上げるために、ジェンダー

ド・イノベーションを旗印にしましょう！
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第２部　講演

「男女差に基づくイノベーション
―世界的な展望と日本の動向―」

渡辺美代子
科学技術振興機構（JST）副理事

　 私 は あ え て 今 日 の タ イ ト ル を “Gender-based 

Innovation”（男女差に基づくイノベーション）と

させていただきました。私の理解では、“Gendered 

Innovations”（以下ジェンダード・イノベーション）

と“Gender-based Innovation”（ジェンダード・ベー

スド・イノベーション）は違うものです。ジェンダー

ド・イノベーションというのは、性差が非常に重

要なパラメーターであるという考えの下に、全て

の研究にこういう概念を入れていくべきだという

一つの方法論です。それに比べて“Gender-based 

Innovation”というのは、男女差に基づくイノベー

ションです。このイノベーションの定義は難し

いですが、革新ということです。“Gender-based 

Innovation” の核になるのがジェンダード・イノ

ベーションと私自身は理解しています。というこ

とで、ジェンダード・イノベーションを核とした、

もう少し広い男女差に基づくイノベーションにつ

いてお話しします。

1 　最初に、メガトレンドの結果をお示しします。

安全、経済、人権、社会貢献という観点から、そ

れぞれの国の成熟度を示した場合、アメリカはほ

とんどのものがレベル５ですが、平和と経済格差

の成熟度が上がっていないという結果です。日本

は、一つを除いて全部レベル５です。その一つが、

ジェンダーギャップで、日本はこの部分をもし解

決できれば、非常に良い国になります。日本にとっ

て最大の課題はこのジェンダーギャップ、男女の

問題にあると捉えることができます。

　私はあえて、女性が中心となって進めた研究開

発で、男性の思想とは違う、男性だけだったらで

きないというものをご紹介します。

2 　一つ目は、震災の経験を通じた避難所です。学

校ではなくて鉄道の駅を使うという女性の発想で

す。駅は、エネルギー、非常用電源、水、食べ物

などいろいろなものがあり、学校に避難所を作る

より、鉄道の駅を最初から避難所として使えるよ

うに、耐震設計も含めて設計すれば、よく機能す

るのではないかという女性のエンジニアの発想で

始まったものがあります。

　二つ目は、環境に配慮した都市設計で、中央大

学の石川先生の研究結果です。1886年の江戸時

代の東京湾岸地域の風の流れは、高層ビルがない

1
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ので、風がすごく素直に流れました。2012年の

東京の湾岸地域では、風の流れが、高層ビルがあ

るために非常に複雑になり、温度分布を見ると非

常に高温と低温のところが複雑に存在します。そ

のため、都市のデザインをするときはこういうこ

とをきちんと計算してからやりましょうと、女性

のリードで始まりました。

　三つ目は、2013年にできた看護理工学会です。

これも女性の発想で、看護学と理学と工学を一緒

にして新しい学問を切り開こうというものです。

他にも皆さんよくご存じだと思いますが、例えば

美容家電、子宮頸がん用の DNA チップの開発も

女性中心で行われています。世界中の研究者が

ネットワークをつくって、有害物質のハロカーボ

ンが世界のどこで発生し、どのように流れている

かという地球レベルの分布を見るのも、日本では

女性のリーダーの発案です。このように私が知っ

ている幾つかの例を見ると、その特徴は消費者

指向のもの、コミュニケーション能力を生かし

たもの、環境に配慮したものなどで、男性だけ

ではなかなかできない成果だと思います。これ

は、先ほどの定義から言うとジェンダード・イノ

ベーションではありません。けれども、広い意味

“Gender-based Innovation” であろうと考えます。

また、私が今一番希望しているのは、“Gendered 

Innovations”や“Gender-based Innovation”をぜひ

日本語にしたいということです。

　このような考え方の下に、ジェンダーサミット

を紹介します。ジェンダーサミットは生みの親が

Londaをはじめ研究者グループで、ジェンダード・

イノベーションという概念を基に欧州で2011年に

会議が始まりました。2011年、2012年はブリュッ

セルで、次の年にはワシントンに行き、2015年

には南アフリカ、そして2017年の10回目は東京

で開催されます。幾つかジェンダーサミットで取

り上げられたジェンダード・イノベーションの例

をご紹介します。一つは、シートベルトの例です。

車でシートベルトをすると、首がいつも苦しいと

何となく思っていたのですが、やはり男性の体形

を中心に設計されたので、変わりつつあるという

状況です。骨粗しょう症の話と創薬の話もありま

した。もう一つは、大腸の内視鏡です。この診断

も男性の体形を中心につくられたので、女性で見

逃す例が非常に多かったと報告されました。

　最後に、日本で開かれるジェンダーサミットを

紹介します。2017年の５月25日（木）、26日（金）、

東京の一橋講堂で開催されます。次の29日（月）、

30日（火）は、沖縄科学技術大学院大学と九州

大学が共同でサテライト会議を計画しています。

多くの機関が一緒になって、多くの人でつくり上

げて、日本が動きだすような会議にしたいと思っ

ているので、ここにいらっしゃる方々にもぜひご

協力いただきたいです。ワーキンググループも

作って、活動を始めました。ぜひ皆さんも興味あ

るところに参加いただいて、日本を変える一つの

力にしていきたいと思っています。

2
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第２部　研究紹介１

「オステオカルシンの
代謝改善効果における性差」

溝上顕子
九州大学大学院歯科研究院 助教

　私たちの体には約 200 の骨があります。骨は

従来から考えられてきたように、単に体を支えた

り保護したりする受動的な支持器官ではなく、自

らホルモンを分泌する能動的な内分泌器官である

ことが明らかにされ、近年注目を集めています。

中でも、骨を形成する細胞である骨芽細胞が分泌

するオステオカルシンというホルモンは、全身の

エネルギー代謝活性化作用をはじめ、心血管系に

対する作用、テストステロンの合成促進を介した

雄の生殖機能調節など、体の恒常性維持に関する

様々な役割を担っています。

　特に代謝活性化に関して、オステオカルシンは、

膵臓に働きかけてインスリン分泌を促進するほ

か、骨格筋や脂肪組織、肝臓といったインスリン

の標的臓器にも作用し、インスリン感受性を高め

ることによって糖・エネルギー代謝を活性化しま

す。インクレチンホルモンの一つである GLP −

１も膵臓からのインスリン分泌を促進することが

知られていますが、オステオカルシンは小腸にも

働きかけてGLP- １の分泌も促します。このよう

に、オステオカルシンには効果的な代謝活性化作

用がありますが、私たちがマウスを使って検証し

たところ、その効果は雌のマウスにしか見られな

いことがわかりました。

　私たちの実験概要およびオステオカルシンとい

うホルモンの働きがマウスの性別によって異なる

評価結果となることを紹介します。マウスを離乳

直後から高脂肪・高ショ糖食で飼育し、肥満モデ

ルマウスを作製します。その後、雌雄それぞれを

無作為に２群に分け、一方にはオステオカルシン

を、他方には生理食塩水を10週間にわたって経

口投与します。投与期間終了後、マウスの糖・脂

質代謝にどのような変化があるのか評価をしまし

た。

1 　雌のマウスの脂肪組織を比較すると、オステオ

カルシン投与群は脂肪細胞が生理食塩水投与群に

比べてかなり小さくなっていました。空腹時血糖

および耐糖能もオステオカルシンによって改善し

ていました。膵臓を比較すると、オステオカルシ

ン投与群ではインスリンを産生するβ細胞が占め

る面積が増大しており、グルコース刺激に対する

1



036 第２部　研究紹介１　「オステオカルシンの 代謝改善効果における性差」

インスリンの分泌も亢進していることが分かりま

した。

2 　一方、雄のマウスの脂肪組織を比較すると、オ

ステオカルシン投与群で脂肪細胞が大きくなって

いることが分かります。また、雌のマウスとは

違って、オステオカルシンを経口投与しても空腹

時血糖にはほとんど影響がありませんでした。さ

らに、オステオカルシン投与群ではインスリン抵

抗性が惹起されている、つまり血糖値を下げる唯

一のホルモンであるインスリンが効きにくくなっ

ており、血糖値が下がりづらい状況になっている

ことがわかりました。

　オステオカルシンには、精巣でのテストステロ

ンの産生を促進する効果もあります。このテスト

ステロンは、脂肪細胞からのアディポネクチンの

分泌を抑える作用を持つことが報告されていま

す。アディポネクチンはインスリン感受性を上げ

る作用を持つホルモンです。つまり雄では、オス

テオカルシンによってテストステロンの産生が増

えることでアディポネクチンの分泌が抑えられ、

インスリン感受性が下がることが考えられます。

それに対して雌は精巣を持たないため、その影響

を受けることがありません。

　そこで、精巣を除去したらどうなるかを検証し

ました。精巣除去術を施した雄マウスで同じ実験

を行ったところ、オステオカルシン投与群の脂肪

細胞は、雌と同じように小さくなっていました。

つまり、オステオカルシンの雄に対する有害作用

は、精巣を除去してテストステロンの影響を排除

することによって見られなくなりました。しかし、

精巣除去マウスあるいは雌マウスにテストステロ

ンを補充して同様の実験を行うと、再びオステオ

カルシンは脂肪細胞の肥大とインスリン抵抗性を

引き起こします。

　以上のことから、オステオカルシンは雌に対し

ては糖・エネルギー代謝改善に非常に有効ですが、

雄では逆に脂肪細胞の肥大化とインスリン抵抗性

を引き起こすことがわかりました。そしてその原

因のひとつは、雄が高濃度に持つテストステロン

がインスリン感受性改善作用を阻害していること

にあると考えられます。ですから、臨床応用に当

たっては性差を十分考慮する必要があると考えま

す。

2
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第２部　研究紹介２

「空間認知能の性差」

小崎智照
九州大学大学院芸術工学研究院 助教

　空間認知の性差に関するお話をします。2000

年ごろに『話を聞かない男、地図が読めない女』

という本が出版され、一時はベストセラーとなり

ました。この本が示すとおり、一般的に、言語能

力に関しては女性が優れていて、今日のテーマと

なる空間的な能力に関しては男性が優れていると

いわれています。

　この本が示すように、本当に男性が空間認知に

優れているかについて、1975年の論文でハワイ

の約2600人の被験者のメンタル・ローテーショ

ン・タスクという課題の結果を測定した大々的な

研究があります。それによれば、どの年齢におい

ても男性が優れた成績を出しており、どうも脳機

能の一部には性差がある、この実験の場合は、空

間認知は男性が優れているだろうと言われるよう

になりました。

　なぜ人間に性が生まれるか。性分化の話でご存

じの先生が多いと思いますが、最初は遺伝的なも

のです。XX と XY の受精卵があって、その後ホ

ルモンを出す卵巣と精巣ができ、特に男性はその

後、胎児期にアンドロゲンという男性ホルモンを

大量に出します。アンドロゲンシャワーと呼ばれ

ています。それによってだんだん外部表現型、身

体的な特性が男女で分かれてくる。その後、どう

も脳機能の性分化が起こると言われていますが、

詳しくは分かっておらず、不明な点が多いです。

　私が注目したのは、社会的な要因です。例えば、

テトリスのような空間的なゲームを１カ月ぐらい

小学生にさせた場合、このスコアが非常に伸びる

という報告があります。あとは空間的な活動、例

えば高校生で芸術クラブやスポーツクラブに所属

している学生は、何にも所属していない学生より

もスコアが高いと言われています。さらに、メン

タル・ローテーションの課題が、男性・女性とも

文系よりも理工学系の成績が良かったという結果

があります。古くから男性が一般的に好む活動が

どうもこのメンタル・ローテーション・スコアを

伸ばしている、このような社会的な要因が脳機能

の性差を生んでいると考えます。

　では、私の研究を紹介します。メンタル・ロー

テーション・タスクを練習させて、そのときに性

差があるかを調べた研究です。非常にシンプルな

研究になります。

　背景としては、多くの研究でメンタル・ローテー

ション・タスクで男性が優れているという結果は

出ています。けれどもそれらの論文は、各被験者

に一度だけ、１日来てもらって実験しています。

そこで私は、メンタル・ローテーション・タスク

を測定した個人のばらつきは、測定されたときの

被験者の空間的な経験の程度の差を反映したもの

であって、真の性差ではないのではないかと疑問

に思いました。そこで、この研究では潜在的な能
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力に性差が存在するのかを調べました。

実験の方法は、非常にシンプルです。被験者は

11 名と 11 名の男女の芸術工学院の大学生です。

各被験者には、20分ぐらいで終わる120回のメ

ンタル・ローテーション・タスクを１日１回やっ

てもらい、20 日間来てもらいます。実験間隔は

２日間から５日間としています。

1 　そして、各個人の１日 120 回の試行の平均反

応時間を出していきます。これが結果なのですが、

X軸が実験初日から20日間、Y軸が反応時間です。

青が男性で、オレンジが女性です。ご覧の通り、

最初から性差があり、最後まで性差が続いていま

す。

2 　被験者数が少なく、このまま統計処理を行うの

は厳しかったので、ピックアップして最初と最後

を取り出したグラフがこちらになります。左が最

初で、右が最後です。そこにもまだ性差が存在し

ていたという結果が得られました。

結果として、20日間繰り返して行ったにもかか

わらず性差があった。20日後のデータが一過性

の空間的な経験に基づく経験の差によって生まれ

るのではないと考えた場合には、男性は何らかの

潜在的空間能力が優れている可能性があることを

示唆するデータだと考えています。もちろん、被

験者数が男女11名ずつ、合わせて22名と非常に

少なく、同じ専攻の若い男女の限られた実験結果

ではありますが、脳機能には性差がありそうです。

そういうものをわれわれ研究者としては、十分に

研究を進めて理解していく。そして、生物として

性差があるということを十分に尊重しなければい

けないと思います。その上で、社会システムや環

境、製品といったものをデザインしていく必要が

今後は出てくると考えています。

21
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シンポジウムの登壇者と九州大学男女共同参画推進室関係者



九大フラッシュ
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　九州大学では、2006年度から「ホームカミン

グデー」を開催しており、2016年度からは、同

窓生の方が旧友や恩師に再会するのみならず、在

学生や地域住民の方などいろいろな世代が集い、

九州大学の “ 今 ” の活動や研究成果などを楽しみ

ながら知ってもらえるようなイベントへと発展さ

せ、名称も「アカデミックフェスティバル」となっ

た。

　2016年10月15日（土）、伊都キャンパス椎木

講堂をメイン会場として、「九州大学アカデミッ

クフェスティバル2016（ホームカミングデー）」

が開催され、その一環として男女共同参画推進室

が主催する「九大女子卒業生に聞く！ワーク・ラ

イフ・バランス講演Open Café 2016」を実施した。

　４回目の開催となったOpen Caféは、毎年ロー

ルモデルとして九州大学卒のOGの方にご講演い

ただいており、今年度は、“女性リーダーとワー

ク・ライフ・バランス”をテーマに、ファイザー

株式会社クリニカルリサーチ統括部 廣橋朋子氏、

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）

有人宇宙技術センター 岩田直子氏、KYT鹿児島

読売テレビ報道局報道部 山下香織氏の３名の

方々にご講演いただいた。

　特にテーマであった「女性リーダー」について

は、挑戦的にキャリアの道を切り開く女性として、

それぞれの方のお仕事やこれまでのキャリア等具

体的な内容を、「ワーク・ライフ・バランス」に

ついては工夫と充実、さらに、ワークとワイフの

相乗効果についてもお話しいただいた。

　ファイザー株式会社で現在、クリニカルリサー

チ（臨床開発）統括部オンコロジー（腫瘍学）領

域部クリニカルリーダーの廣橋氏は、新薬の臨床

開発を企画・実行し、国から承認を得る仕事に携

わっている。基礎研究から上がってきた候補品を

効率よく臨床開発し、患者さんまで届ける重要な

役割を担っているが、オンコロジーの領域は変化

のスピードが速く、幅広い知識が必要で、チーム

で仕事をする醍醐味についても話された。また、

忙しく重圧の多い仕事に就く傍らで、ライフの時

間では英会話やヨガなど自分自身を常に高める工

夫をしていることも紹介された。

「九大女子卒業生に聞く！
ワーク・ライフ・バランス講演 Open Café 2016」開催報告

竹内こづ枝　九州大学男女共同参画推進室 テクニカルスタッフ

武内真美子　九州大学男女共同参画推進室 准教授

廣橋朋子氏
（ファイザー株式会社，九州大学大学院工学研究

科卒）
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　九州大学で流体力学や空力加熱の研究をされた

岩田氏は、2007 年に JAXA に入構、現場での経

験を経て、現在は衛星プロジェクトの熱設計をさ

れている。宇宙での温度調整から、熱設計の重要

性と実験のお話など映像を交えながら講演され

た。エンジニアとして設計に携わる上で、決めら

れた時間に論理的・物理的な判断を正確に下すこ

とが重要であると話された。さらに学生時代の過

ごし方についても自身の経験を話され、後輩への

メッセージとして夢をあきらめないことの大切さ

を強調された。

　山下氏は、テレビで放送されたニュースや現地

取材の映像を紹介しながらお話された。アナウン

サーは「話す仕事」のイメージだが、自分のこと

を話すよりも人の話を聞き出すことの方が多く、

重要であることを強調された。また、１年間離島

の “ 宝島 ” で介護について取材して制作した映像

を紹介した際は、島民のプライベートな部分の撮

影も行うため信頼関係がとても大切であると話さ

れた。出産後、育児休業からの復帰の時期と今回

の会が重なった山下氏は、今後のワーク・ライフ・

バランスについて、「育児を始めて、独身時代の

ような仕事の仕方は出来ないが、その中でも新た

に出来る事を考えていきたい」と抱負を語られた。

岩田直子氏
（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構有人

宇宙技術センター，九州大学大学院工学府卒）

山下	香織氏
（KYT 鹿児島読売テレビ，九州大学文学部卒）

廣橋氏の仕事の紹介 岩田氏の仕事の紹介
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　後半では、参加者を交えたパネルトークと質疑

応答が行われ、キャリアの転機や学生時代の過ご

し方、就職活動、ワーク・ライフ・バランスや九

大ブランドの良さなどを掘り下げ、異なる分野で

活躍される九大OGの方のお話を伺えた充実した

内容となった。

　会には県内外から高校生、大学生、一般の方と

九州大学理事、副理事、教員をはじめとする関係

者が参加したが、各登壇者の話を聞くために、特

に自分のキャリアを考える工学部、薬学部、経済

学部などの現役生の参加が多数あった。また、参

加者からは、下記の感想等が寄せられた。

・「  活躍されている分野は異なりますが、仕事や

勉強に対する前向きな姿勢に大変刺激を受け

ました」

・「  自分が考えて悩んでいる将来の不安のことは

皆も不安なのだと少し楽になりました」

・「仕事と私生活の関係が聞けてよかったです」

・「  上司としての立場で仕事をされている方、新

人として仕事に対して熱心に向き合っている

方の話が聞け、社会人としての仕事の向き合

い方を一考する機会になりました」

　３名の方の経験に基づいた講演は、社会の中で

自分の専門性を活かし、道を切り開くリーダーと

なるためには、変化を受け入れ前進すること、自

分の仕事に責任を持つことが重要であることを再

認識できるものであった。さらにワーク・ライフ・

バランスとは、個人の価値観によって、また個人

が何を達成したいかによって異なる形であってよ

いこと、ワークとライフの充実には相乗効果が生

まれることなど、キャリアを築き、社会の中でリー

ダーとして活躍しながらワーク・ライフ・バラン

スを実践するための示唆に満ちたものであった。

山下氏の仕事の紹介（動画）
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　2016年８月６日のオープンキャンパスの一企画として、「女子高校生と女性教員の交流会」を開催

した。この企画は、昨年度に引き続き２回目の開催となる。オープンキャンパスは各学科の企画が目白

押しなため、本企画は昼食時間帯に行い、飲食・出入りは自由になっている。会場はウエスト１号館６

階情報学習プラザを借り、通常は飲食禁止の所を本企画のために飲食可とするなどのご配慮をいただい

た。ウエスト１号館の情報学習プラザは、ガラス張りの部屋からセンターゾーンを中心に博多湾まで一

望でき、とても明るく開放的な空間になっている。化学

５名、物理１名、生物２名の教員と地球惑星科学科の大

学院生１名で女子高校生を迎えた。午前中のメイン会場

であるセンターゾーンからウエスト１号館までは少々距

離があるため、女子高校生の皆さんが訪れてくれるか、

不安もあったが、最終的には27名もの学生が部屋を訪

ねて下さった。本年度は学部事務で可愛らしい学科標識

を作成して下さり、学科ごとに３つのテーブルの島に分かれての懇談となった。

　化学科、生物学科は女性教員数が多いため、教員１名につき女子高校生２名程度で和やかに談笑した。

漠然と理系にすすみたいけれども、どのような学科を選ぶべきかが分からないなどの質問があり、教員

が女子高校生だった頃にどのように進路を選択したか、選択後にどのような努力をしたかなどを紹介し

た。また、大学教員になった後の生活、海外出張での失敗談など、真剣で真面目な話から、ちょっとし

た笑い話などグループによって様々な話をした。九州大学理学部化学科への進学希望の理由の一つとし

て女性研究者が多い事が上げられており、このような機会も進学への心の壁を取り除く一助になってい

るようでとても嬉しく思った。地球惑星科学科の大学院生は、女子高校生と年齢が近い事もあり、現在

の大学院生活やどのような研究をしているか、アルバイトとの両立など直近の具体的な生活について紹

介した。女子高校生が、既に地球惑星科学科への進学希望を明確にしていた事もあって、具体的な研究

対象について話が弾んでいた。

　数理研究院は理学研究院とは別組織となっているため、本交流会は数学科の教員は参加していなかっ

女子高校生と理学研究院女性教員の懇談のための
「女子高校生と女性教員の交流会」開催報告

松島綾美　　九州大学大学院理学研究院化学部門 准教授
町田真美　　九州大学大学院理学研究院物理学部門 助教

 手作りの学科標識
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た。そのため、物理・数学グループで１つのテーブルとなった。総勢10名を１名の教員で対応する事

となり、自由に話をするという雰囲気ではなく、１人１問ずつ質問し、それに答える形での懇談となっ

た。物理進学希望者には素粒子や天文学が人気であるが、「数学が苦手でも進学できるか」などの質問

が出ていた。数学科希望の女子高生が多数おり、大学の数学科と高校で行う数学との違いはどこかなど

の質問が出て、物理教員では正確な事を答えられず申し訳ない思いもした。数学希望者の多さから、来

年度は数理学研究院の女性教員にも参加いただく必要性を感じ打診したところ、来年度からは理学研究

院・数理学研究院合同で開催できる見通しが立っている。来年度、交流会に参加したい数学科希望の女

子高校生は、安心して参加して頂きたい。物理・数学島では、天文学や数学を学びたいのだけれども、

両親に反対されていて、どのように説明すれば認めてもらえるか、という深刻な（？）質問が出た。同

じような問題に直面している高校生がいるか、同席者に

質問したところ、更に２名ほど、同じように言われてい

るとの事だった。昨年の交流会でも、似た質問が出てお

り、生活に結びつきにくい理学部に進学したい高校生が

男女問わずぶつかることの多い問題だと思った。理学を

学ぶ理由について、皆で真剣に話し合っていた。

　さて、この交流会では、第１回および第２回共に、ア

ンケートを実施した。主な質問項目は下記である。

（１）開催時間は適切ですか。

（２）開催場所は適切ですか。

（３）このような会が毎年あれば、参加したいですか。

（４）交流会の参加者として、希望するものに○をつけて下さい。

 ［　］女性教員と女子高校生

 ［　］女性教員と女子高校生＆男子高校生

 ［　］女性教員＆男性教員と女子高校生

 ［　］女性教員＆男性教員と女子高校生＆男子高校生

 ［　］その他　〔　　　　　　　　〕

（５）進路や進学先の選択において何か問題を感じていますか。

（６）今回の交流会に参加して、良かったと思いますか。

（７）学年を教えて下さい。

（８）九州大学理学部で興味のある学科を教えて下さい。（複数回答可）

（９）  悩み、相談したいこと、理学部や理学研究院に質問したいこと、今回の交流会に対する意見お

よび感想など、自由にご意見をお書き下さい。

 「女子高校生と女性教員の交流会」会場
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　2015年のオープンキャンパスで、実施した第１回の参加者は28名、第２回である本年の参加者は

27名だった。箱崎キャンパスから伊都キャンパスに移転し、参加者の減少を危惧したが、昨年同様の

にぎわいを見せ、胸を撫で下ろした。参加高校生全員が、開催時期としてオープンキャンパスと同時実

施が適切であると回答していた。オープンキャンパスと抱き合わせの実施が歓迎されているようだ。開

催場所としても、９割以上の高校生が適切であると評価していた。さらに、９割以上の高校生が「この

ような会が毎年あれば参加したいと思う」と回答した。こうした交流会の重要性も、評価してもらって

いるようだ。また、交流会の対象者については、昨年は28名中25名、今年は27名中24名の高校生が「女

性教員と女子高校生」を希望しており、女子高校生が女性教員の声を聞きたいことがわかった。その他

の選択としては、昨年も今年も、それぞれ残りの選択肢に１名ずつの希望があった。また、参加高校生

からの交流会の評価は、「とても満足」、「満足」と答えた学生がほとんどで、好評であったことが分かり、

一同で安心した。２回の開催を通して、約半数の高校生が「進路や進学先の選択において何か問題を感

じて」いると回答した。このような交流会が、役に立つことを期待している。参加高校生の学年は、高

校側の指導もあり２年生時の参加者が一番多いようだ。しかし、本年は３年生の参加者が５名いた（図

１）。ぎりぎりまで志望先を迷っているのかもしれない。興味のある学科としては、物理学科（５名）、

化学科（７名）、地球惑星化学科（５名）、数学科（５名）、生物学科（７名）であった。来年は理学研究院・

数理学研究院合同で開催を予定しており、数学科を希望する高校生にも、より満足頂けると思う。

　2015年10月に理学部は箱崎キャンパスから伊都キャンパスに移転した。古いキャンパスでは、快

適に使える女性用のお手洗いを探すのが大変だったこともあった。新しいキャンパスでは各階に設置さ

れ、教職員・女子学生が利用可能な女性休養室も整備して頂いている。今はまだ、どのような女性休養

室の利用法が良いのか、手探りの運営のようだが、体調が悪いときに居室に鍵をかけてヨガマットを敷

いて休んだり、貧血気味の女子学生を休ませていたりしていたときとは雲泥の差がある。時代は変わり

つつある。女子学生も男子学生も共に、学びやすいと感じられる九州大学になってきている。たくさん

の女子学生が、九州大学に安心して入学してくれることを期待している。

27 28

図１　「女子高校生と女性教員の交流会」に参加した高校生の学年分布
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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みなどを行う大学等を支援する」特色型に

初年度に選定され２年目を迎えている。事業期間は2015 ～ 2020年度の６年間で、前半３年間に補助

金が交付される。

　これまで文部科学省の女性研究者支援に関する補助事業は男女共同参画推進室とは別個に「女性研究

者支援室」（2007 ～ 2009年度）、「女性研究者キャリア開発センター」（2009 ～ 2013年度）を組織

して活動してきたが、本事業は男女共同参画推進室が中心となって推進している。

2. 事業計画

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

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

り女性教員数を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。本事業では、さらに女性の活躍できる大学を目指して以下の４項目を

柱に据えて種々の取組みを実施している。

　（１）両立支援のための環境整備（配偶者帯同雇用を含む）

　（２）男性教職員のワーク・ライフ・バランス推進

　（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

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

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業の
活動について

上瀧恵里子
九州大学男女共同参画推進室 教授
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のそれぞれの女性比率が７％、13％以上になることを目指している。

3. 2016年度における活動内容について

　本年度の活動内容について上記項目順に紹介する。

（１）両立支援のための環境整備（育児シッター、学外での研究活動実施）

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

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補助を試行している。2015年12月には学内規程等が整備され、利用希望者は

2017年２月までに13名の登録がなされた。また研究補助者のニーズも高かったため、研究補助者

の雇用支援も2016年10月から一部実施した。一方１月の大学入試センター試験の際には、試験監

督者等の子どもの一時託児を2015年度は箱崎地区と伊都地区の２か所だったが、2016年度は箱崎

地区の希望者が無かったので伊都地区のみで実施した。

　学外での研究活動実施に向けた環境整備に関しては、「在宅勤務制度」を導入している奈良先端科

学技術大学院大学及び電気通信大学や、「学外勤務制度」を導入している茨城大学を訪問し、本学内

の制度構築に向け実施状況や課題などを調査した。

　配偶者帯同雇用制度

　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制度の導入に向け、本学でも検討を開始した。制度構築に

向け2016年１月以降福岡市内及び周辺の７つの大学へ意見交換や協力依頼のための訪問を続けると

ともに、2016年度に入り担当理事及び事務部署と定期的な打合せを実施した。前年度の2016年３

月18日にStanford大学のProf. Londa Schiebingerを招聘したシンポジウムを開催し、「配偶者帯同雇

用の現状と可能性」をテーマに基調講演とパネル討論を実施し、その報告書を作成した。

（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

欠である。そこで男性教職員の意識改革に向け、2016年２月15日の筑波大学教授吉武博通氏によ

る「ダイバーシティ推進のための意識改革FD」に引き続き、2016年度は部局・部署単位のFD・SD

にも力を入れ、４月から２月までの間に「男女共同参画」（講師：男女共同参画推進室）または「働

き方の見直し」（講師：ワーク・ライフバランス社）に関するFD・SDをそれぞれ13部局（合同開催

分含む）及び１部署で実施した。

　また、配偶者の出産や家族の介護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
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ず、男女を問わずその周知や取得促進をはかるため出産・育児及び介護に関するハンドブックを作成

し、全教職員や大学院生に配布した。本事業の広報用のニュースレターにも男性教職員の両立・育児

体験記を５月発行分から掲載している。

　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と裾野拡大

　既に九州大学では2007年度から出産・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

して研究補助者雇用を支援していたが、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

た女性研究者が研究を遅滞なく継続できるように研究費支援を試行している。2016年度は12名が

支援を受けている。

　女性研究者の研究力向上に関しては、研究者間の共同研究の可能性を探り、競争的資金への共同申

請を目指すネットワーキングワークショップを沖縄科学技術大学院大学（OIST）と開催した。前年

度の３月のOIST開催に引き続き、11月30日- 12月１日には本学伊都キャンパスでワークショップ

を開催した。既に科研費の共同申請に繋がる成果も出ている。

　女性研究者のスキル支援として大学院生も対象に、研究者に不可欠な英語の論文執筆、プレゼンテー

ション等の能力向上のセミナーを2016年度は６月24日、10月７日、１月20日、３月３日に開催した。

　裾野拡大に関しては、９月30日に理工系女性研究者シンポジウムや、10月15日の本学のアカデ

ミックフェスティバル企画の一環である「九大女子卒業生に聞く!　ワーク・ライフ・バランス講演！ 

Open Café 2016」など、女性のロールモデルと直に対話できる企画を実施した。また、本学の海外

出身の女性教職員・大学院生14名を紹介するロールモデル冊子を作成した。

（４）女性の上位職への登用促進

　12月16日にタイ王国の外務大臣等の経験者であるクラセ・チャナウォン博士を招聘し、「ダイバー

シティ推進トップセミナー」を開催した。また、これまで部局における女子大学院学生や女性教員の

比率を総合的に評価していた試行例を参考に、「女性活用総合評価」の構築・普及を目指すこととし、

2016年度に実施した部局の男女共同参画推進における事後評価結果のデータをもとに視覚的にわか

りやすい評価グラフの検討を進めている。

　以上のほか、ホームページの充実や、「ダイバーシティニュース」の発行により、事業内容の取組み

を学内外に広報している。上記活動内容も随時ホームページに掲載している。

　本事業の取組みの試行結果を検証しながら、大学全体にとってより良い女性研究者の支援の在り方や、

男女共同参画の推進方法を検討し、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。
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　九州大学男女共同参画推進室（以下、男女共同参画推進室）では、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）」（平成27年度～ 32年度）の活動の

一環として「研究者を対象としたワークライフ・バランス支援に向けての調査」および「大学院生を対

象としたキャリア・ライフ支援に向けての調査」を実施した。調査結果の概要については2016年９月

に男女共同参画推進委員会において報告され、2017年３月には報告書を公刊予定である。

本報告では、まず研究者を対象とした調査、次に大学院生を対象とした調査について概要を報告し、最

後に調査結果における特筆すべき事項および検討課題を挙げる。

１．「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」の実施概要

研究者を対象とした調査の実施概要は、以下のとおりである。

（１）目　的

　本学に所属する研究者（学術研究員・テクニカルスタッフを含み、任期を問わない）および日本学

術振興会特別研究員を対象に、ワークライフ・バランス支援のニーズを明らかにするため、調査を行っ

た。

（２）調査方法

　WEB調査による。調査の実施については、URLの所在およびアンケート開始のためのパスワード

をメールにより配信した。URLは学外から閲覧できないように配慮した。

（３）実施期間

　2015年12月７日～ 2016年２月６日

（４）調査項目

　１．基本属性について

「研究者を対象としたワークライフ・バランス
支援に向けての調査」および「大学院生を対象としたキャリア・
ライフ支援に向けての調査」集計結果について

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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　２．家族について

　３．育児休業の取得と保育施設について

　４．保育サービスのニーズ

　５．介護について

　６．大学に望む支援

　７．配偶者帯同雇用支援に関して

　８．仕事の不安や不満について

（５）回収率

　2015年５月１日現在の本学の教員、学術研究員、テクニカルスタッフは3,844名、日本学術振興

会特別研究員（PD, SPD, RPD）は44名、合計の母集団は3,888名である。本調査の全回答者は349名（う

ち女性119名、外国籍８名）であり、回収率は約8.9％である。

２．「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」結果概要

　調査結果から特に（１）保育サービスおよび、（２）帯同雇用支援に関わる集計結果を取り上げて課

題を抽出した。

（１）保育サービス

　図１から図３は、保育支援に関わる設問の結果を示した表とグラフである。学内・認可保育所に

子どもを預けた経験のある研究者が問題を感じるサービスとして「病児保育」（58%）が挙げられる。

子育てに必要なサービスにも「病児保育サービスが簡単に利用できること」が挙げられる。また、保

育サービスの１時間当たりの利用希望額としては、500円  ～ 1,500円の価格帯が多い。

図１　問題を感じる保育所のサービス（学内保育所・認可保育所の場合）

待機期間 延長保育 休日保育 病児保育 保育料

すごく問題 ９% ６% 15% 30% 22%

まあまあ問題 21% 26% 30% 28% 31%

問題ない 70% 69% 54% 42% 46%
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図２　子育てに必要と思うサービス（複数回答可 %）　　N=341 ～ 345

図３ 保育サービスを利用してもよい１時間当たりの最高額　　N=222 ～ 225

（２）帯同雇用支援

　図４から図７は、帯同雇用支援に関わる設問の結果を示した表とグラフである。配偶者がいる回答者

（186名）の内、配偶者が大学もしくは大学以外の研究職に就いている回答者は、22.5%（42名）であっ

た。回答者全員の内38%の者（132名）が、帯同雇用制度があれば「自分が利用したい」（22%）もし

くは「（制度があれば）利用していた」（16%）と回答している。また、利用希望の多い支援では「福岡

市周辺における希望職種の雇用支援」が挙げられた。「研究職としての雇用支援」の利用を希望する（希

望した）回答者の内、応募を検討する配偶者の職位としては、助教が最も多い。
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図４　配偶者の職業について　　N=186　　　　　　　図５　帯同雇用を利用・支持するか　　N=349
　　　（配偶者がいる回答者）　　　　　　　　　　　　　　　（全員回答）　

配偶者の職業 男性 女性

大学の研究職（任期なし） 16人 11人

大学の研究職（任期あり） ２人 ９人

大学以外の研究職 １人 ３人

その他（無業、会社員等） 93人 51人

計 112人 74人

図６　利用したいもしくは利用した可能性がある支援（複数回答可　%）N ＝ 132
（「利用した」もしくは「利用した可能性がある」回答者）

図７　応募を検討する配偶者の職位（複数回答可　人）N ＝ 132
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３．「大学院生を対象としたキャリア・ライフ支援に向けての調査」実施概要

　大学院生を対象とした調査の実施概要は、以下のとおりである。調査方法および調査期間については、

研究者を対象とした調査と同様である。

（１）目　的

本学に所属する大学院生を対象に、大学が提供できるキャリア・ライフ支援のニーズを明らかにするた　

め、WEB調査を行った。

（２）調査項目

　１．基本属性について

　２．現在の状況について

　３．子どもがいる学生の状況について

　４．研究環境について～家族の理解と配慮

　５．研究環境について～研究室の人間関係

　６．キャリアについて～進学理由

　７．キャリアについて～将来の進路の希望

　８．将来への不安について

　９．大学に望むキャリア支援について

　10．奨学金の受給状況について

　11．九州大学の男女共同参画推進について

（３）回収率

　2015年５月１日現在、本学に在籍する大学院生は6,903人であり、そのうち女子大学院生は、1,850

人（27％）である。本調査の回答数は118人（うち女子学生44名、留学生14名）であり、回収率は、

約1.7％である。

４．「大学院生を対象としたキャリア・ライフ支援に向けての調査」結果概要

　調査結果から特に（１）大学院生の将来の希望進路と不安、（２）大学院生の経済事情と大学に望むキャ

リア支援に関わる集計結果を取り上げて課題を抽出した。

（１）大学院生の将来の希望進路と不安

　図８から図10は、大学院生の将来の希望進路に関わる結果をグラフにしたものである。図８から、

博士後期課程の女子学生の58.3%は「大学教員」の進路を希望し、男子学生（42.9%）より割合が高い。
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一方で、修士課程の学生の中で、大学教員や博士後期課程の進学を目指さない者の理由としては、別途

設問に設けた自由記述から「企業での研究で社会に貢献したい」、「経済的事情」、「研究の環境に向いて

いない」「婚期が遅れる」などの回答が挙げられる。
図８　将来の進路の希望（%） N ＝ 118

　図９から、将来の進路に最も不安を抱えているのは、博士後期課程の女子学生で75％を占める。また、

図10から博士後期課程の学生の不安材料としては、男女共に、「研究環境」、「結婚・育児の両立」（75%

以上）、「家族の理解」（50%）を多く挙げている。
図９　将来の進路に対する不安（%）　N ＝ 118
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図 10　将来の進路に不安を感じる理由（複数回答可　%）N ＝ 118

　図11は、大学院生の経済的な状況に関わる集計結果である。将来の進路として、博士後期課程への

進学を目指さない理由としては、自由回答で、「経済的事情」を挙げる回答者が複数いた。回答者の

66%が奨学金を受給、その内の82%（全体の54%）が日本学生支援機構からの受給である。修士課程

の受給の90%は支援機構、博士課程ではその他の奨学団体からの受給も見られる。

図 11 奨学金の受給状況　N=118 （うち受給者 N=78）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「受けている」（66% の内訳）

（２） 大学に望むキャリア支援　

　図12は、大学院生が望むキャリア・ライフ支援に関わる集計結果である。博士後期課程の女子の多

くが望む支援として、「学会参加費・旅費支援」（83%）「助成金の獲得セミナー」（75%）「大学院生の

交流支援」（58%）が挙げられる。 

日本学生支援機構
自治体
日本の奨学団体
日本以外の奨学団体
その他
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図 12　大学院生が望むキャリア・ライフ支援（複数回答可　%）N ＝ 118

５．調査結果概要と今後の課題

　研究者に対する調査結果から、保育所に子どもを預けた経験のある研究者の半数以上が「病児保育」

の問題点を挙げており、一時託児や育児シッターなど保育サービス利用希望額は、１時間当たり500

円から1,500円を挙げる者が多い。このような結果を踏まえた上で、男女共同参画推進室企画広報環境

整備部門では、研究者に対する育児支援のあり方を検討する予定である。また、配偶者帯同雇用支援（例

えば、配偶者も同じ職場又は近隣での雇用を支援等）に関しては、「現在、制度があれば利用したい」「赴

任時に制度があったら利用した可能性がある」という回答が全体の38％であり、具体的な支援として

は、「九州大学もしくは近隣の大学における研究職としての雇用支援」を望む者が約60%いる。その内、

助教から准教授ポストの雇用支援を望む者が約40%以上いたことにより、当支援に対する潜在的なニー

ズが確認できた。

　一方、大学院生に対する調査では、回収率が極めて低く、調査方法について課題を残した。多くの大

学院生が将来の進路について不安を抱いており、キャリア支援を望んでいる。男女共同参画推進室学生

教育等部門では、ロールモデルとなる女性教員と女子大学院生の交流の場の提供、スキルアップセミナー

の開催などを継続して行う予定である。
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とも親睦を深めた。

　伊都キャンパス椎木講堂大会議室のセミナーで

の開催挨拶で、久保千春総長は Chanawongse 氏

の講演に学び、全学一丸となってダイバーシティ

促進に取り組んでいきたいと述べた。セミナーに

は、九州大学総長はじめ、部局長、教職員、学生・

留学生および学外からの参加者など約70名が参

加し、活発な質疑応答も行われた。セミナー終了

後、Chanawongse 氏は、タイ出身の九州大学の

教員や学生らと交流し激励した。なお、本セミナー

は英日の同時通訳を介して実施された。誌面の都

合上、抄録の形で掲載する。

久保千春総長より開会の挨拶

　九州大学では、平成16年に他大学に先駆けて

男女共同参画推進室を設置し、女性研究者の増加、

職場環境の整備等に取り組んで参りました。平成

21年度からの５年間には、女性研究者数がおよ

そ200名から300名と1.5倍に、比率としては８

% 台から 12% 台にと飛躍的に伸びるという成果

がありました。また本学は、国立大学の中で唯一、

　2016 年 12 月 16 日（金）、タイ王国の元外務

大臣Prof. Dr. Krasae Chanawongse（グラッセー・

シャナウォン）氏（以下、Chanawongse氏）を迎え、

人材活用をテーマにダイバーシティ推進トップセ

ミナーが九州大学椎木講堂にて開催された。同氏

はアジアのノーベル賞と云われるマグサイサイ賞

の受賞者であり、日本でも旭日大綬章を授与され

ている。

　講演前に Chanawongse 氏は、久保千春九州大

学総長を表敬訪問し、伊藤早苗九州大学理事・副

学長、井上眞理九州大学副理事・農学研究院教授

	“Managing	Human	Resource	Diversity	in	Times	of	Social	Transformation”
「社会の変革期における多様な人材の活用」抄録
平成 28年度ダイバーシティ推進トップセミナー

日時：平成 28 年 12 月 16 日（金）15：00 ～ 16：30
会場：九州大学伊都キャンパス　椎木講堂大会議室
講師：Prof. Dr. Krasae Chanawongse
　　　Chairman of Univeristy Concil, Naresuan University, Thailand

（左から）  井上眞理氏、Krasase Chanawongse 氏、 
久保千春氏、伊藤早苗氏
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　本日は、私のタイの農村部における経験と公共

部門、政府の役人、政治家あるいは大臣としての

経験などから、また様々な異なった職業の視点か

ら、ダイバーシティについてお話しします。ダイ

バーシティというのは本当に重要なもので、いわ

ゆる「違い」と考えても良いと思います。この違

いがあるからこそ前に進むことができ、そしてま

た教育も行うことができるわけです。そして、ダ

イバーシティは人を管理するに当たっても必要な

ことですが、マネジメント能力だけでは駄目なの

です。リーダーシップがいろいろな役目をしてく

れます。マネジメントというと、外から内に働き

かけるものですが、リーダーシップというのはわ

れわれの中に持つものを外に引き出すことです。

ダイバーシティのマネジメントにはリーダーシッ

プが非常に重要です。

　私は農村部の医師として仕事を始めました。

バンコクで医学部を卒業した後、自分の故郷に

戻りました。私の故郷というのはバンコクから

400kmほど離れた、タイ北東部イサーンにある

コーンケーンという小さな県です。農村部の医師

として町の管轄で仕事をするのですが、医療・健

康センターと言っても衛生士のみで医師も看護師

も助産師もいない所でした。しかも、医療・健康

センターは単に小さいだけでなく非常に老朽化し

た木造の建屋で、村長から「建物が木造で古いた

め、病気の人々を搬送するのがとても大変なので、

大きな設備を造らなくてはいけない」と聞かされ

ました。しかし、非常に小さい町だったのでなか

なか予算がないという状況でした。

　タイでは、当時国全体が 400 の区に分かれて

いました。政府の保健省が毎年４～５カ所に医療・

健康センターを造っており、そこには医師または

理事８名中２名が女性という大学でもあります。

　九州大学では、本年さらに前進し、より良い職

場環境を醸成していくため、「九州大学における

男女共同参画（基本理念等）」を改訂しました。

私たちは、本理念のもと、今後も全学一丸となっ

てダイバーシティや男女共同参画を推進していき

ます。本日お招きしたChanawongse氏は、医療、

教育、人材育成等の分野において様々な偉業を達

成された方です。また常々、女性や若者のエンパ

ワーメントを含め、多様な人材を活用していくこ

との重要性を提唱されています。本学が多様な研

究者、学生、スタッフを魅了し、育成する世界的

研究・教育拠点として発展していくことができる

よう、Chanawongse 氏の貴重な経験、視点に学

びましょう。

Krasae Chanawongse氏 講演（抄録）

　総長の久保先生から素晴らしいご紹介を頂きま

してありがとうございます。そしてまた大変素晴

らしい日本についての情報も頂戴しました。この

場に来ることができたことを光栄に存じます。今

回、「多様な人材の活用」「社会の変革期における

ダイバーシティ」についてお話をさせていただき

ます。

九州大学総長　久保千春氏
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看護師が在駐するのですが、私が担当していた場

所というのは「区」ではなく保健省の管轄外の場

所でした。そこで、私は「タイの区全体に医療・

健康センターを造るとなるとかなりの年数がかか

るが、管轄外である我々の区の全員から、１バー

ツ（１バーツ=約3.6円）の寄付を一人一人から

募ると最短で10年後に新しい医療・健康センター

が建てることができます」と提案しました。その

結果、たった１年で私どもの医療・健康センター

が完成しました。この寄付金に皆がイエスと答え

てくれただけでなく、５バーツでも、25 バーツ

でも、１万バーツでも寄付をするという声もあっ

たからです。

　このことから、新しい医療・健康センターの建

物に重要な資金を集めることができただけでな

く、多様性（ダイバーシティ）についても学びま

した。この小さなコミュニティの中に私以外に医

師がいない状態でしたので、人々としては選択肢

がなかったわけです。豊かな人もいれば、非常に

貧しい人、農民もいれば、政府関係者もおり、バ

ンコクの病院の方が良いという人もいます。とい

うことで、いろいろな背景を持った人々がいると

いうことを私は理解することができました。最終

的には医師として、他の農業や教育あるいは様々

な分野で活動する方々と協力することになったの

です。それこそが、まさに “ 農村部開発 ” という

ことです。ですから、私自身は医師ですが、人々

から「農村部の医師」と呼ばれるだけでなく、

「Chanawongse先生は農村地域の活動家だ」とも

呼ばれています。

　同時に、イサーンについても申し上げたいと思

います。イサーンはタイの北東部にある地域で

す。イサーンの社会経済的状況は非常に貧しく、

ラオス、ベトナム、カンボジアの近隣諸国の状況

と非常に多くの類似点があります。まず、その地

域のほとんどの人々が貧困に苦しんでいること、

２点目は教育を受ける機会がない、もしくは教育

水準が低いこと、そして３点目が疾患あるいは疾

病、健康状態が良くないこと、４点目は人々の

Inertia（慣性）が大きく、つまりいろいろな意思

決定が遅い、参加するにも時間がかかることです。

慣性が働くのは、貧困であり、教育水準が低い場

合です。ですから、いろいろなことに対して、行

動や反応が遅くなってしまいます。５点目は農村

部のほとんどの人々が大きな不安を抱えているこ

とです。農業のシステムは雨水に依存しているた

め、灌漑整備不足の状況では不安を募らせること

になります。これがタイの農村部の状況です。

　皆さん農村部の開発に関心をお持ちかもしれま

せん。私の非常に親しい友人−IIRR（International 

Institute of Rural Reconstruction、農村部復興組

織）の創設者Y.C. James Yenという中国系アメリ

カ人から学んだことがあります。



「社会の変革期における多様な人材の活用」抄録 065

　彼いわく、「もし農村部の人々のために何かを

したい、あるいは農村部のために何かマネジメン

トに携わり尽くしたいというのであれば、まず

人々のもとに行かなくてはいけない。一緒に暮ら

し、人々から学ばなくてはいけない。そして農村

部の人々と一緒に計画を立て、一緒に仕事をしな

くてはいけない」とのことでした。ただ単に計画

して、それで終わりでは不十分である。一緒に計

画し、一緒に活動する、作業をする、ということ

です。

　農村部の開発というのはやはり場所や時代に

よって違います。人々の態度あるいは信念に関し

てもそれぞれ異なりますので、社会経済的な状況

も含めて、私達にとって非常にチャレンジ性の高

いことです。こうしたことを知らなくてはいけま

せん。ですから、人材管理、ダイバーシティ管理

という内容で私が講義を行う際にはリーダーシッ

プについて教えています。リーダーシップの育成、

あるいはリーダーを育成するにあたって、まず良

いリーダーとなるには、愛情がなくてはいけませ

ん。そして人々に対して付加価値をもたらさなく

てはいけないということです。人種、貧富、性別、

年齢が様々であっても、愛情があれば人々に付加

価値をもたらすことができます。ダイバーシティ

を管理することも同じだと思います。　

　ロンドン大学のある先生が、マネジメントと

リーダーシップについて非常に素晴らしい定義付

けをされました。「マネジメントとはお金とマテ

リアル（モノ）である。でも、リーダーシップは

人である」と。では、どうやってリーダーシップ

を醸成したら良いのか。リーダーシップというの

は人から学ぶものであり、人を理解すればするほ

ど、より良いリーダーシップを発揮することがで

きます。私はスタッフ、学生の中でどのようにリー

ダーシップを醸成すればよいかとよく考えるので

すが、「良いリーダーとは人に対して常に希望を

与えることができる人達」ではないかと信じてい

ます。リーダーシップを持った人が皆さんの前に

現れると、皆さんがハッピーになるのは、希望を

もらえるからです。また、良いリーダーというの

は常に謙虚です。例えば、久保総長は本当に謙虚

です。先生は病院長を務められ、現在は総長を務

められていますが、素晴らしいリーダーシップを

持った謙虚な方です。素晴らしい模範を示されて

いる方です。やはりリーダーシップとは、人に敬

意を払う態度であると思います。人権に敬意を払

う、基本的人権が大事だと考えます。「人は皆平

等である」と考えることがリーダーシップであり、

また、このリーダーシップにはいろいろな側面が

あります。良いリーダーは共通のものを持ってい

ます。つまり、ユーモアにあふれています。ユー

モアとは、まさにポジティブシンキングだと思い

ます。多くの人達が「難しい」「できない」と言

うことも、リーダーは「これはまさにチャンス。

課題に立ち向かうチャンスだ」と考えます。でき

ると信じ、ポジティブシンキングを持って取り組

みます。これは皆さんが備えている特質、資質を

さらに呼び覚ますお話です。

　さて、私の人生の中でよく直面することです

が、文化的なダイバーシティというものがありま

す。故郷の医療・健康センターにいた頃のダイバー

シティはそれほど大きな問題ではありませんでし

た。皆が同じ町、区、県に住んでいたからです。

しかし、国レベルで仕事をするようになると、宗

教、文化、教育等が同じ国でも異なるのです。ダ

イバーシティです。耳を傾ける良いチャンスです。
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更に国際的なレベルで仕事をするようになり、例

えばバングラデシュでチーフテクニカルアドバイ

ザーとしてプライマリ・ヘルスケアの仕事をした

のですが、そこへは様々な国から専門家が来てい

ました。互いに何か異なったところを持った人達

なのです。その人達から学んだだけでなく、違い

を理解しようとしたのです。結果、この違いこそ

が美しいものであると私は分かるようになりまし

た。

　“ 違う ” ということは本当に美しいのです。つ

まり、違いこそがアイデアをくれる。理解を深め

てくれる。他の考えが提示されたときに、「これ

は面白いな。私の案より、もっと良いかもしれな

い」と思うのです。ですから、私の人生を形作っ

てくれた、私の人格を形作ってくれたのがこの“違

い”であると思っています。

　現在、私はアジア災害予防センターで会長とし

て仕事をしています。事務所には20か国82人の

専門家がいます。イギリス、アメリカをはじめ、

日本、インド、バングラデシュからも来ていて、

いろいろな国籍、宗教、技術的な知識あるいはノ

ウハウ、姿勢を持った人が集まっています。私が

こうした人々に耳を傾け、観察し学んだ結果、自

信を持って言えることは、「良いリーダーはきち

んと聞いてくれる人であるということ、何か発言

する前に聞くことができる人である」ということ

です。

　日本もダイバーシティに直面せざるを得ないで

しょう。これから逃れることはできません。グロー

バル化がますます盛んになり、日本で仕事をする

外国人も増えるでしょう。そういった場合、態度

あるいは姿勢という観点から日本の教育制度を恐

らく変えなくてはいけないと思います。学生も教

員・職員も、やはりその違いをますます理解し尊

重するような態度を身に付けなくてはいけないと

考えます。

　私達は日本人を尊敬しています。世界の人々も

また、日本の文化・慣習、日本人の行動を尊敬し

ています。しかしながら、非常に急速にいろいろ

な変化、変革が起こっています。少なくとも現在、

世界では人口動態の変化が起こっています。高齢

者がより増えています。日本はどのように高齢者

に対処していくかということをよく議論していま

すが、まだ十分ではありません。

　日本政府は高齢者がオフィスや公共の場で仕事

ができるようにどうすれば良いかを考えていると

伺いました。65歳という退職の年齢を将来的に

は70歳に引き上げるかもしれません。しかし同

時に、十分な労働力がないというのも現状です。

労働力が十分ではないために日本の経済状況はな

かなか成長できないと思います。

　一方で、日本政府は企業に対してもっと女性の

地位向上、あるいは管理職を増やすようにと奨励

しているということです。日本の女性は非常に高

学歴で、素晴らしく聡明な方々ばかりです。しか
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し、企業や政府で勤務する日本の女性は全体の

63％にすぎません。一方、全男性の85％が仕事

をしているという状況です。ですから、政府とし

ては何とか女性の労働者数を増やすことによって

経済をさらに成長させようとしています。もし女

性がいろいろなインセンティブあるいはモチベー

ションを与えられ、男性と同じように、例えば

63％ではなく85％の女性が働いて社会や会社に

進出すると労働力は増加します。

　日本はこれまで大きな成長を遂げ、非常に素晴

らしい技術も持っていますので、これで十分では

なくもっとやるべきことがあると思います。更な

る人材として外国人労働者が必要となるでしょ

う。もっと労働力が必要となるということは、もっ

とダイバーシティが必要になるということです。

いろいろな国からいろいろな考え方の人々が日本

に来るのです。このような状況で日本人がどのよ

うに適応し、その違いを受け入れるのか？非常に

重要な点だと思います。例として、カナダの人口

は2300万人なのですが毎年100万人以上の海外

労働者がカナダに入っています。もし 100 万人

以下であれば、その生産性は落ちるといわれてい

ます。日本の場合、毎年日本に来て働く外国人

労働者の数は約 20 万～ 30 万人ですが、人口は

１億人以上です。より多くの海外労働者が必要で

ある場合、ダイバーシティについて管理する必要

性が出てきます。あわせて文化的ダイバーシティ

がビジネス分野では深刻な問題になっています。

日本人が海外勤務の際には、文化的な特徴を知ら

なければ地元の人々と良い関係を築くことはでき

ないので、海外派遣には訓練を受けさせる必要が

あります。

　最後にタイの現状についてお話しします。タイ

では家族計画がうまく進んでおり、高齢化率も日

本ほど高くはありません。また、他の国々から労

働力を受け入れることができています。近隣の国

から、経済発展をしているタイに入ってきてい

ます。タイは「気にしない、気にしない（Never 

mind）」の国です。恐らくタイは運良く西欧の植

民地とならなかったため、私達は他の国の人達を

受け入れる状況ができていたのです。社会経済的

にタイには違う人達を受け入れる素地がありま

す。

　女性について、もう少しお話しします。日本の

女性は非常に教育水準が高く知的で賢いと思いま

す。しかし、タイにおいては政府の高官や民間で

も女性の割合が非常に高いのです。国際ビジネス

レビューによりますと、女性の上司がいると経済

成長へのプラスの影響があるといわれています

が、タイもまさにそのような状況です。女性の役

員がいる会社では、投下資本利益率において競

合会社より66％高いのです。売上げにおいては

42％、競合相手を上回るという結果が出ていま

す。このように女性がビジネスでリーダーシップ

を取ることは素晴らしいことであり、成長へのプ

ラスの影響を与えています。つまり、女性の参画

が非常に重要だということです。ですので、日本

におきましても、もっと多くの女性が上層部、そ

して政府高官レベルに入っていくことを望みま

す。グローバルにおいても、ASEAN 諸国もとて

も良いのですが、タイも ASEAN 諸国と比べても

非常に素晴らしく、CEO の割合は 15％が女性で

す。北米だとわずか６％です。また、この数字は

増えてきています。

　政治に目を向けますと、タイの市町村の地方の

政治家の４％は女性です。国会のレベルでは女
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性は16％を占めています。また、タイにおいて

は女性の管理職の割合が39％です。その一方で、

日本は女性の管理職が19％、アメリカが17％で

す。タイは途上国ですが、女性のリーダーシップ

が増えていることを申し上げます。このようにタ

イには非常に大きな自由があり、女性に対して差

別がないことをお伝えします。規制がない、つま

り何か女性が参画するのに際してそれを防ぐもの

はないということです。

　さて、コーンケーン県にある私が設立した私立

の大学についてお話ししたいと思います。学士

号、修士号を授与する大学で、College of Asian 

Scholars（CAS）という名前の大学です。スタッ

フの69％が女性、男性スタッフが30％という割

合です。ということは、女性の進出が男性よりも

高いということです。そして、私の故郷のイサー

ンでは、女性はより教育水準が高く、社会への参

画が高くなっています。バンコクにある私のオ

フィスは、国際 NGO であるアジア災害予防セン

ターですが、83 名中 43 名が女性です。これは、

タイでは女性の参画が明らかに増加しているとい

うことで、非常に誇りに思います。

　一方で、タイでは農村部の開発を続けなくては

いけません。農村部の大半の人々が本当に貧しく

教育水準も低いのです。ですから、私は農村部開

発に対する情熱、そして愛情を持ち続けていかな

くてはいけません。最後に、私の結論はこのスラ

イドをご覧ください。私は、ここで皆さま方から

意見を聞き、いろいろな考え方を学びたいと思い

ます。ご静聴ありがとうございました。（拍手）

質疑応答・討論（抜粋）

（フロア１）　素晴らしいスピーチでした。ありが

とうございます。インドネシアから参りました。

先生のお話の最後ですが、ダイバーシティがいろ

いろなアイデアをもたらすと。でも、様々に異なっ

たグループが対立をもたらすこともあると思うの

です。どうやってそれに対応したら良いのか、も

し何か対立があったときにはどのようにマネジメ

ントすればよろしいとお考えですか。

（Chanawongse 氏）　質問をありがとうございま

す。対立というのは、どこにでも存在します。私

のオフィスでも対立は存在します。でも、その際

にリーダーシップが必要になります。私が実践し

ていることなのですが、やはり「良いリーダーと

は理解をすること、人に対して価値を提供する、

異なったアイデアでもって人に付加価値を提供で

きる人であること。そしてまた仕事に対して価値

をもたらす必要がある」と思います。そして、こ

のような異なった人達がいることで自分の価値が

高くなるのだということを理解することです。私

の原則、哲学としては、「もし何か明日あるいは
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来週、決断を下すことができるのだったら、今日

は決断を下すな」ということです。自分の理解と

違ったことを聞いたとしたら、「あなたが言って

いることは違う」とすぐに言ってしまう可能性が

あります。そうなりますと、その時点でリーダー

シップを失ってしまう。リーダーシップを失って

しまうと、相手への愛情も失ってしまうわけです。

そしてもう一つ、もし部下やアシスタントのでき

る仕事であれば、自分でやらず、部下にやっても

らえと。そうすることによって、エンパワーメン

トするわけです。これがいわゆるリーダーシップ

です。

（フロア２）　ご講演ありがとうございました。私

は一般的な質問をさせていただきます。リーダー

をつくり出すことは可能でしょうか。リーダー

シップは、身に付けることができる人もいるし、

できない人もいると思います。ですから、「遺伝

的なもの」があるかもしれません。これまでの先

生の人生の中でいろいろな方にお会いしたとおっ

しゃいましたが、その経験の中から、素質のない

人を良いリーダーにつくることができるかという

ことです。

（Chanawongse 氏）　良いご質問をありがとうご

ざいます。リーダーシップというのは教えること

はできないということが、まず第１点です。でも、

それを学ぶ手助けはできます。つまり、人々がリー

ダーシップを学ぶ手助けはできる。こうしたいろ

いろなことについて学ぶ手助けはできます。例え

ばまずテキストを紹介する。もしリーダーシップ

を育成することができると信じていれば、毎月行

う会議の中で、何か違ったことを言ってもらうと

いったようなリーダーシップの開発が日々必要な

わけです。また、自身が良いリーダーになる、あ

るいはリーダーを育て上げるには機会が必要で

す。ですから、このようなポジションに就く準備

をする必要があります。さらに、コミュニティの

中、あるいは組織の中でリーダーシップを執るた

めには、全てにおいて何かを知らなければならな

い。つまり、組織の中の人について何かを、ある

いは文化や経済状況について何かをある程度知ら

なければならない。全てについて少しずつ知って

いなければなりません。大学の教授というのはそ

れぞれの分野において全て専門家ですが、人と会

う、人について理解する、人を大切にすることに

はあまり慣れていない人もいます。例えばハー

バード大学ではリーダーシップ開発センターが随

分前から設置されています。そして、それぞれの

学部の学生はリーダーシップについて学ばなくて

はいけない。ですから、リーダーシップ開発セン

ターに来るわけです。ハーバード大学だけでな

く、多くの大学がこのようなセンターを持ってい

ます。

参加者とのディスカッション
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（フロア３）

英語とタイ語、日本語でご挨拶させていただきま

す。まず、ご講演本当にありがとうございまし

た。タイから九州大学にはるばる来てくださいま

した。私は本当にこのセミナーに出席させていた

だいたことは大きな喜びです。私の国についての

話を聞かせていただくことは本当に素晴らしいこ

とでした。チェンマイやその他の場所、私の出身

地、そしてまた他の場所が違うということを理解

することができました。そして、タイ国や日本の

ために働かなくてはいけないというモチベーショ

ンを与えていただきました。これからもこういう

気持ちを強く持って社会に出ていきたいと思いま

す。ありがとうございました（拍手）。

井上眞理副理事・農学研究院教授より閉会の挨拶

　本日は、Krasae Chanawongse先生に「社会の

変革期における多様な人材の活用」というテーマ

でお話して頂きましたが、残念ながら終了時間と

なりました。ご講演および多くの活発な質疑応答

ありがとうございました。セミナーを閉じるにあ

たり、推進室から少しお話をさせていただきます。

　わが国では2016年４月１日に「女性活躍推進

法」が制定され、300 人を超える事業所は、計

画策定が義務付けられています。既に、「雇用機

会均等法」が施行され30年が過ぎましたが、女

性の雇用機会均等には未だ路はほど遠い状況で

す。昨年、九大では、文科省の「ダイバーシティ

研究環境実現イニシアティブ」に採択され、研究

環境の改善を推進する必要があります。本日は、

Chanawongse 氏から、多様な人材の活用につい

て、リーダーシップやタイ国における多様性や女

性の活躍促進についてたいへん興味深いお話を伺

うことができました。こ

のトップセミナーが、本

学のより良い労働環境の

策定を目指し議論が深ま

ることを期待して、お礼

の言葉と代えさせていた

だきます。お集まりの皆

さま、ありがとうござい

ました。  井上眞理氏

Prof. Dr. Krasae Chanawongse氏の略歴

コロンビア大学にて学位取得。タイ王国外務大臣、

大学庁長官を始めとする歴代政権の大臣、政府機

関顧問等を歴任する。タイ僻地医療、公衆衛生向

上、さらには、小中学校・大学の設立、農村地域

発展のための人材育成に努める。アジア災害予防

センター理事長ほか、国際的に活躍する。「アジ

アのノーベル賞」とも云われる『マグサイサイ賞』

受賞、日本政府より旭日大綬章を授与。
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　2016 年６月４日（土）～５日（日）、福岡市

福岡国際会議場にて公立大学法人福岡女子大学、

英国非営利団体 SALT、福岡女子大学同窓会筑

紫海会と国立大学法人九州大学の共催で第１回

WWAS 国際会議「活躍する女性と高齢化する社

会」が開催された（大会委員長　公立大学法人福

岡女子大学理事長・学長梶山千里氏）。

　急速に進む社会の高齢化は、多くの国で雇用や

福祉サービス、そして家庭などに様々なインパク

トを与えており、今後、高齢者比率はますます高

まる。さらに、高学歴化、都市化が進む中で育っ

た世代は、これまでの高齢者と異なる価値観を持

ち、暮らし方や考え方も多様化することが見込ま

れる。また、定年退職後の生き方について、男性

のセカンドキャリアに対する取組みは各地で始

まっているが、高齢者の多くを占める女性たちが

抱える問題への対応、潜在的な労働力や地域の課

題の担い手としての活用は遅れている。働いてい

る女性たちにとって自分や夫の親の老後に対して

どのように備えるかも重要な課題である。

　本会議は、「女性、高齢化、有償・無償で働く」

という３つのテーマを掲げた、“ユニークでチャ

レンジング（挑戦的）な世界初の大会”である。

　国際会議場での開催前日の６月３日（金）には、

実行委員会昼食会が開かれた。また、福岡女子大

学同窓会の方々が企画した歓迎夕食会が、福岡市

「博多百年蔵」にて開催され、福岡県外、海外か

らのスピーカー、参加者も交えて85名が集った。

　６月４日（土）は、本会議議長であるSALT創

立者Dr. Isabel Jones（イザベル・ジョーンズ）氏、

NPO ジェンダー平等福岡市民の会理事長富永桂

子氏、公立大学法人福岡女子大学副学長・教授の

野依智子氏の３名が挨拶し、大会委員長である梶

山千里氏より、関係者への謝辞と本大会の意義の

確認がなされた。来賓を代表して福岡県副知事の

大曲昭恵氏と厚生労働省福岡労働局局長の辻田博

氏より「女性×高齢化×働く」というテーマでは

第１回WWAS国際会議
活躍する女性と高齢化する社会
	―	WORKING	WOMEN	IN	AN	AGEING	SOCIETY

松田美幸　　　福岡女子大学 学長特別補佐
武内真美子　　九州大学男女共同参画推進室 准教授

福岡女子大学理事長・学長
梶山千里氏

福岡県副知事　
大曲昭恵氏
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世界でも初めての国際会議が日本でまた福岡で開

催される意義について、心強いメッセージが発信

された。

　基調講演では、英国Shaw Trust（ショウ財団）

の高齢と雇用のアドバイザーのMr. Chris Ball, Ph. 

D（クリス・ボール）氏が「高齢化と雇用・世界

の動向」について紹介した。その中で、在宅勤務

やパートタイムなどの働き方の柔軟性･多様性に

触れると共に、働きながら介護をするケアラーの

ための政策整備の重要性を指摘した。

　続くプレゼンテーションセッションでは、今回

の会議の主要な視点のひとつである、「エイジノ

ミクス～高齢化をチャンスに変える経済～」につ

いて、日中韓の登壇者が、それぞれの事例を踏ま

えて「高齢者、とりわけ高齢女性は社会資源であ

る」ことを提唱した。午後のセッションでは、高

齢者の雇用とキャリアについて、シンガポール、

イギリス、アメリカからの登壇者が、高齢になっ

てからも学習の継続がキャリア開発につながるこ

と、高齢者比率がますます高まる社会の中で、高

齢者のニーズがわかる高齢者自身が、サービス

や商品を開発し起業することの重要性と可能性

を、具体的な事例に基づいて紹介した。日本から

は、福岡県70歳現役応援センターの取組みをセ

ンター長坪根千恵子氏が紹介し、フロアとの活発

な意見交換が行われた。もうひとつの午後のセッ

ションでは、「高齢化を取り巻く課題」のテーマ

のもと、高齢女性の貧困の深刻さ、賃金形態や労

働法について意見交換がされ、開発途上国におけ

る高齢女性の自立を支援する国際協力の活動につ

いても紹介された。会議参加者のネットワーキン

グ交流会は、九州大学副理事の井上眞理氏の乾杯

の挨拶で始まり、地元福岡の農業を営む女性の手

による無農薬野菜を中心にしたおいしい料理を楽

しみながら、活発な交流がなされた。

　６月５日（日）は、オープンフォーラム形式を

取り、多数の一般市民と共に、高齢社会における

個人の生き方やコミュニティのあり方について議

論が行われた。冒頭で、女性の大活躍福岡県会議

共同代表の久留百合子氏による主催者代表挨拶が

あり、多くの女性が親の介護などに直面する現実

も共有しつつ、女性の活躍を応援するメッセージ

が発信された。

　基調講演では、本会議議長富永桂子氏が「高齢

化社会における仕事とジェンダー、地域コミュニ

ティ」のテーマで、日本の働く女性の現状と課題

についての見解を述べると共に、地元福岡で活躍

するシニア女性の事例を多数紹介した。その後の

プレゼンテーションセッションでは、「上手な年

の重ね方」のテーマで、生きがいやネットワーク

づくり、家族との関わり方、女性の多様な生き方

について活発な議論が行われた。午後のセッショ

ンでは、「革新的な高齢化コミュニティ」のテー

マで、福岡市副市長の荒瀬泰子氏が高齢社会の課

題をプラスに転じる自治体の戦略を述べ、また、

イギリスのUniversity of Derby（ダービー大学）、

ハワイのホノルル市の取組み、北九州市の民間団

体の事例が紹介された。

　プレゼンテーションセッション後、「とし重ね

てなお輝く」というテーマで、福岡女子大学同窓

会主催によるリレートークが開催され、60代か

ら90代までの５名のロールモデルがそれぞれの

生き方を語り、共感の輪が広がった。並行してグ

ローカルカフェ（１）も行われ、退職後の人生、地

域活性化に向けた高齢者の貢献、働く女性のワー

クライフバランスについて登壇者と参加者の活発
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な意見交換が行われた。

　会場ではポスターセッションも設けられたほ

か、主催団体や協賛団体による７つの展示ブース

が設置され、各団体が取組みを紹介した。本会議

は公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター

の20周年記念事業としても位置づけられており、

一般社団法人九州賢人会議所と共に、高齢者の社

会貢献に先駆的に取り組んできた経緯を世界に発

信した。また、福岡地域戦略推進協議会による

「高齢社会におけるソーシャルインパクトボンド

の活用実証事業プロジェクト」や、EURAXESS（２）

による 「ジェンダーの視点を活かした研究やイノ

ベーションの世界動向」、九州大学男女共同参画

推進室による「ダイバーシティ研究環境実現イニ

シアティブ（特色型）」の取組みなど、先端的な

取組みも紹介された。

　６月３日（金）の実行委員会および歓迎夕食会

から３日間の会議期間中、合計40名の登壇者に

より、基調講演２本、プレゼンテーション21本、

リレートーク５本、ポスター発表８本、グローカ

ルカフェ４テーブル、展示ブース７つという盛り

だくさんの内容となった。参加者は３日間で17

カ国 350 名となった。閉会式ではグローカルカ

フェの全体共有、会議総括を踏まえて成文化され

た「福岡宣言」に参加者が署名し、「誰もが活躍

できる高齢化社会に向けた前向きな変革の推進」

を提言して、第２回大会へとバトンを渡した。

グローカルカフェ

リレートーク

展示ブース

ポスターセッション
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注
（１）  グローカルカフェ（Glocal Cafe）とは、国

際交流と多言語・多文化理解を目的とし
た コミュニケーションの場を指す。

（２）  EURAXESS は、 欧 州 委 員 会 (European 
Commission, EC)が運営する研究者支援団
体。研究者支援サイト EURAXESS Links
は各国の研究者のネットワークの形成、
キャリア支援を通じ、研究人材の流動を
図ることを目的としたポータルサイトで
ある（https://euraxess.ec.europa.eu/）。

福岡国際会議場メイン会場
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審査総評

2015 年度ジェンダー研究に取り組む学生への研究助成プログラム

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

　2010年度から始まった学生対象のジェンダー研究助成制度は、2015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。公募は、毎年６月頃に開始され、助成の対象は学部および21世紀プロ

グラムの学生、博士前期・後期課程の学生である。男女共同参画推進室学生教育等部門の教員の審査に

より、助成対象者と金額が決定される。公募に際し、学内の広報についてはポスターの掲示だけでなく、

３年前からは学生ポータルやホームページによる情報提供も行っている。ポスターは、制度の開始初年

度から学生教育等部門の室員であった、芸術工学研究院の尾方義人准教授に依頼している。視覚的にも

学生たちの記憶に定着するよう、周知を拡げる目的で、デザイン自体に変更は加えず、毎年同じデザイ

ンのポスターを掲載することにしている。

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

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

範囲に広がってきている。応募者が少なかった時期には、できるだけ多くの研究計画を採用することに

合意してきたが、応募者が増加した現状では、研究計画の審査基準をより明確にし、審査時点での協議

に時間をかける必要があるだろう。

　2015年度は、21名の応募があり13名を採択した。採択者の内訳は、博士後期課程６名、博士前期

課程６名、21世紀プログラムの学生が１名であり、人文科学府、地球社会統合科学府、人間環境学府

からの応募が多く、芸術工学府、比較社会文化学府からの応募もあった。

　2016年２月22日に「ジェンダー研究に取り組む学生への研究助成プログラム平成27年度報告会」

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

江戸時代のジェンダーに関する政治的側面からの研究、性の多様性と教育に関する国際比較研究など、

様々な側面からジェンダーに関わる問題に学問的アプローチが紹介された。会場では、参加者から研究

設計、研究内容について厳しい指摘が出され、ディスカッションが行われた。学生教育等部門では、こ

のプログラムの質を高めていくために、審査方法、広報手段などを引き続き検討する予定である。なお、
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この研究助成プログラムは、採択者の研究成果を３月末に報告書にまとめ、希望者に配付している。

2015年度採択者と採択テーマ一覧
名前 所属 学年 タイトル

北田　瑞希 21世紀プログラム 2 社会のジェンダー観がセクシャルマイノリティーに与える影響

賀　　　佳 芸術工学府 M1 授乳行為の研究−姿勢や空間からの分析

張　　天奇 地球社会統合科学府 M2
Male Homosexuality in Contemporary Japan from the 
Perspective of Younger Generation

李　　　睿 地球社会統合科学府 M2
Analysis of Housing Inequality and Social Stratification through 
Perspective of Gender in Urban China

原　　慶彦 人文科学府 M2
幕藩制におけるジェンダー・ポリティックスに関する研究−島津
家を事例に−

葛　　秋月 人間環境学府 M2
清末時期における福州での出産・乳幼児保護に関する医療宣教活
動

張　　　琦 人間環境学府 M2 中国明末清初期の江南地区における顧氏一族の「母教」

草野　　舞 人間環境学府 D1 福祉国家制度成立期のイギリスにおける児童虐待とジェンダー

川添　　茜 人間環境学府 D2 デートDVに対する友人による支援のあり方について

眞野　　豊 地球社会統合科学府 D2 “性の多様性と教育”についての国際比較

幸山　智子 人文科学府 D3
ユダヤ系女性作家の冷戦初期作品群にみるジェンダー規範への抵
抗

翁　　文静 人間環境学府 D3
中国都市部における家政婦の実態に関する一考察−上海市の育児
嫂(sao)を中心に

里村和歌子 比較社会文化学府 D3
主婦と労働の「対抗的創造性」−「雇われない」という労働実践
を事例に

　注）所属および学年は、平成28年2月時点



080 〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較

最後に、性的マイノリティを視野に入れた教育に

ついて「分離的アプローチ」と「統合的アプローチ」

の観点から性の多様性と教育について考察する。

2. “ 性の多様性と教育 ” に関する諸外国の取
り組み

（１） カナダ・トロント

　カナダ・オンタリオ州のトロント教育委員会

は、1995年に性的マイノリティの子どもたちの

ためにレインボー・アンド・トライアングルズ

（Rainbows and Triangles）と呼ばれるオルタナ

ティヴ・スクール・プログラムを設置した。これ

は、同性愛嫌悪的ないじめや性的マイノリティ差

別により退学あるいは不登校となった生徒に、安

全な場所としての分離的な教育空間を提供するこ

とで、学習権を保障しようとするものであった。

しかし、この分離主義的なオルタナティヴ・スクー

ル・プログラムは設置された当初から、その賛否

をめぐって論争が起こっていた。トロント大学の

スナイダーは、①教育空間を分離することは差別

の隠蔽でしかなく、差別の再生産になる。②む

しろ、正規の教育システムに働きかけるべきであ

1. はじめに

　日本では、2015年４月に文部科学省が「性的

マイノリティ全般」への配慮や対応を求める通知

を全国の学校に出し、教育現場では性的マイノ

リティ全般を視野に入れた対応が求められてい

る［文部科学省　2015］。しかし、一部の学校に

おいて「性同一性障害」の児童生徒を対象とした

支援や配慮に取り組んできた実績（１）はあるもの

の、性的マイノリティ全般を視野に入れた取り組

みは少ない。一方、欧米諸国や国連等では、性的

マイノリティの存在や性の多様性を視野に入れた

カリキュラムやガイドライン（２）が検討されてい

る。欧米諸国の学校や行政が採用している多様な

性の存在を視野に入れた教育の内容や位置づけ等

について調査することは、日本の学校教育の中に

性の多様性を位置づけるうえで、大きな手がか

りとなると考える。そこで本稿では、いくつか

の国の学校で行われている性の多様性を視野に

入れた教育について概観する。さらに、筆者ら

が2015年３月に視察したドイツ・ドッセンハイ

ムにあるハイデルベルク自由学校（Freie Schule 

LernZeitRäume）における取り組みを紹介する。

〝	性の多様性と教育 ”についての国際比較
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
2015 年度　成果報告

眞野　豊
九州大学大学院地球社会統合科学府　博士後期課程３年

〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較
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た性的マイノリティ当事者に対する学力保障や自

尊感情の育成と共に、マジョリティ側に対する働

きかけも必要である。

（３） イギリス

　イギリスでは、2007年にノー・アウトサイダー

（No Outsider）という試験的なプロジェクトが

14校の小学校で実施されることになった（４）。こ

のプロジェクトは、絵本や絵画、ドラマなど様々

な手法を用いて、４歳から11歳の児童に同性愛

について教えるというものである。その教材の一

つには、オランダ原作の絵本『King ＆ King』が

ある（５）。どんなお姫様に出会っても恋に落ちる

ことができなかった王子様が、別の王子様と恋を

して結婚するという物語である。また、別の絵本

『And Tango makes three』は、アメリカの動物

園であった実話をもとにしたもので、二匹の雄ペ

ンギンが子育てをするという物語である（６）。こ

のプロジェクトの代表であるエリザベス・アトキ

ンソンによると、学校の中の同性愛嫌悪的な事象

は、人種差別的な事象より多く、深刻ないじめ被

害によって自分の殻に閉じこもってしまったり、

学業成績の低下を招いたりしているという。この

プロジェクトは、そうした学校の中にある同性愛

嫌悪そのものにアプローチするものであると言え

る。

　さらにイギリスでは、2011年にすべての教科

を通して、同性愛について教えるという取り組み

も開始されている。これは、教員養成開発機構

（Training and Development Agency for Schools）

の補助金によって立案された授業プランで、学校

はこのプランを採用するかしないかを選ぶことが

できる。各教科では次のように同性愛について教

る、という二つの観点から批判をしている［Snider　

1996］。とはいえ、いじめや差別によって正規の

学校をドロップアウトすることを余儀なくされた

性的マイノリティの子どもたちにとって、こうし

た分離的教育空間は一定の役割を果たしてきたこ

とも事実であろう。

（２） アメリカ・ニューヨーク

　2002 年にはアメリカで世界初の性的マイノ

リティ専門の高等学校が誕生し世界的に話題と

なった。ハーベイミルク・ハイスクール（Harvey 

Milk High School）は、もともとは1985年ニュー

ヨークに設立された民間の教育施設であったが、

2002年にニューヨーク市立の高校となったもの

である。ハーベイミルク・ハイスクールは、①す

べての子どもに安全な教育的空間を作り出すこ

と、②通常の学力保障だけではなく、多様性や自

尊心を育むことを基本的な理念に掲げている（３）。

このような高校が必要になったのはその背景に、

ニューヨークの多くの学校において同性愛嫌悪的

な差別があり、当事者の子どもにとって通常の学

校が安全な教育的空間とは言えない状況があった

からである。したがって、このような分離的教育

空間を創造することで、同性愛嫌悪的な学校空間

からの「避難」を可能にさせたということができ

る。こうした避難は、同性愛嫌悪的な差別から当

事者の子どもたちを守るだけではなく、安心で安

全なコミュニティの中で、子どもたちの自尊感情

を育むうえで有効であると思われる。しかし、こ

うした避難では、正規の学校システムに組み込ま

れている同性愛嫌悪や異性愛主義はそのまま温存

されることになり、社会との分離が進むだけであ

るという批判も可能である。したがって、こうし

 〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較
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（５） ドイツ・ハイデルベルク自由学校の事例

　筆者は 2015 年３月 25 日、アンドレア・ゲル

マー（８）と共に、ドイツ・ドッセンハイムにあ

る私立のハイデルベルク自由学校（Freie Schule 

LernZeitRäume） を 視 察 し た。 こ の 学 校 は、

2005年に設立された私立の学校で、小学生から

高校生まで約100人の児童生徒が在籍している。

学校の案内をしてくれたのは、学校の設立者でも

あるオーネゾルゲ校長（Dr.Axel Ohnesorge）で

ある。この学校が設立当初から採用しているのが、

イエナプランという教育プログラムである。

イエナプランの基本的な理念は、子ども一人一人

を尊重し、自主性と多様性を重んじることである

（写真１）。

　したがって、教師は一方的に「教える」という

よりも、子どもが困ったときにアドバイスを与え

る「相談役」として機能する。朝と夕のホームルー

ムにはサークルの形になって対話をするという最

低限のルールだけが決められており、子どもは主

体的に自分が学びたいことについて学ぶことがで

きる。時間割も、教師のアドバイスをもとに自分

で組み立て、何の学習をするかも自分で決めるこ

とができる。子ども一人一人の個性と多様性の尊

えられる（７）。例えば、数学では、人口の中に同

性愛者が占める割合を調べたり、数学の問題に同

性愛者の登場人物を使ったりする。図工では、同

性愛者の権利運動につながるシンボルを作る。理

科では、ペンギンやタツノオトシゴなどオスが子

育ての主要な役割を果たす動物について学んだ

り、同性カップルを含む多様な家族形態について

議論をしたりする。地理では、サンフランシスコ

のカストロ地区の歴史を調べて、なぜゲイの人々

が集まってきたのかを考えさせる。 国語では、

同性愛者の登場人物を使ったり、LGBT用語につ

いて教えたりする。このようにすべての教科を通

して同性愛について教えることを徹底しなければ

ならないのは、子どもたちの間にそれだけ根強く

同性愛嫌悪が存在しているからである。

（４） オーストラリア

　オーストラリアのタスマニア州では、州レベル

で性の多様性の肯定や同性愛嫌悪に対抗するため

の取り組みがなされている。タスマニア教育省

は、2007年３月からすべての中等学校へ、同性

愛嫌悪に対抗する教育プログラム、「プライドと

偏見」を導入した。このプログラムは、同性に惹

かれる若者の発言を映したビデオや周到に準備さ

れたセッションなどを通して、当事者の声に基づ

いた内容について段階的に学ぶことができる。こ

のプログラム導入後、特に高学年の学生のレズビ

アン・ゲイに対する姿勢が顕著に前向きになった

とされている［ウィットハウス　2012］。このよ

うに、性的マジョリティを含むすべての子どもを

対象に、性の多様性を肯定する内容を教えること

で、学校空間から性的マイノリティに対する差別

を軽減させることができる。

写真 1　視察した授業の様子（筆者撮影）

〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較



〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較 083

る。例えば日本では、レズビアンのカップルが子

どもを学校に預けたとしても、保護者のセクシュ

アリティを学校に伝えることはあまり考えられな

い。現状では、差別や偏見にさらされるリスクが

大きく、他の保護者も含めて学校は、安心してセ

クシュアリティをオープンにできる場とはなって

いないからである。したがって、イエナプランに

おける多様性尊重の教育は、リベラルな社会や文

化に支えられた実践であるということができる。

3. “性の多様性と教育”をめぐる分離と統合

　欧米諸国で行われてきた性の多様性に関する教

育をその特徴から整理すると、分離的なアプロー

チと統合的アプローチの二つに大別することがで

きる。表１はこれらのアプローチの特徴について

まとめたものである。

表１　  性の多様性に関する教育における分離的アプ
ローチと統合的アプローチの比較
分離的アプローチ 統合的アプローチ

名
称

トライアングル・ 
プログラム（カナダ） 

ハーベイミルク・ 
ハイスクール（米国）

ノー・アウトサイダー
（イギリス） 

プライドと偏見 
（オーストラリア） 

イエナプラン（ドイツ）

特
徴

・  厳しい差別の現実
を 背 景 に、 学 習 権
を保障する。

・  性的マイノリティ
の子どもを対象と
する。

・  差別をなくすため
の学習機会を創出
する。

・  性的マジョリティ
を含むすべての子
どもを対象とする。

重を何よりも重視することが、このプログラムの

教育理念である。

　オーネゾルゲ校長によるとこの学校では、性の

多様性について次のように教えているという。

・  中学校2 ～ 3年には性に関する学びがあり、
その中で教えている。 

・子どもから質問があるとすぐに教える。 
・  小学校段階では、身体のことを中心とした

内容を教える。
・  中学校段階では、アイデンティティの問題

として教える。
・  レズビアンカップルの子どもが転入してき

たときに、導入として話題を提供した。 
・  性に多様性があるということは「ふつうの

こと」として教えている。

　中学校段階における性に関する学びの中で、性

の多様性について教えるように計画されている

が、それは固定的なものではなく、子どもから質

問があったときに教えるというスタンスである。

もともと、イエナプラン教育では、多様性の尊重

が重視されており、性の多様性に関しても特別な

カリキュラムを用意して教えているのではなく、

多様性尊重の一環として教えているということで

ある。その象徴的なエピソードとして校長が教え

てくれたのが、実は保護者の中にはレズビアンの

カップルがいて、彼女らの子どもが転入してきた

際にそのことを題材にして学習をしたということ

であった。多様性を尊重するという基本的な教育

理念の中で、性の多様性についても自然な形で教

えられているということである。

　しかし、こうした教育が可能なのはその背景に

ある社会や文化に依るところが大きいと考えられ

 〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較
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　トロント教育委員会のトライアングル・プログ

ラムやハーベイミルク・ハイスクールのような分

離主義的な教育は、厳しい差別を背景として、当

事者の子どもの学習権を保障しようとするもので

ある。しかし、これらのアプローチで対象となる

のは、性的マイノリティ当事者の子どもたちのみ

である。したがって、当事者を排除しているマジョ

リティの子どもたちや、正規の学校及びカリキュ

ラムの問題性について積極的に触れられることは

ない。

　一方、イギリスのプロジェクト、ノー・アウト

サイダーやタスマニア州の「プライドと偏見」プ

ログラム、ドイツやオランダの学校で採用されて

いるイエナプランなどでは、性的マイノリティと

性的マジョリティとを分離することなく、同じ空

間で性の多様性に関する学習が行われる。それら

の教育は、性的マイノリティに向けられるという

よりも、性的マジョリティに向けられたものであ

る。

　では、性の多様性をめぐる分離的アプローチと

統合的アプローチの議論を日本の学校に当てはめ

るとどうなるであろうか。文部科学省が全国の学

校に要請している性的マイノリティの子どもに対

する特別な配慮は、基本的に同一の学校空間にお

いて求められており、必要に応じて別室での指導

が行われる。したがって、現状では基本的に統合

的なアプローチが採用されており、必要に応じて

分離が行われるようになっていると言える。しか

し、実際には、教室に存在する性的マイノリティ

へのいじめや暴力のために、不登校や別室指導

を余儀なくされる当事者の子どもが多い［中塚　

2010］。仕方なく分離的な空間へと追いやられて

いる性的マイノリティの子どもは、学校空間のセ

クシズムや同性愛嫌悪から、そうした分離的な空

間に避難しているという見方もできる。しかし、

そうした避難は学習の遅れや進路の選択肢を狭め

ることにもつながる恐れがあり望ましいものでは

ない。

4. 結論

　本稿では、欧米諸国で行われてきた性の多様性

に関する教育について、分離的アプローチと統合

的アプローチという二つの側面から事例を整理し

た。その結果を次のようにまとめたい。①差別が

厳しい現状では、学習権を保障する場、すなわち

避難の場としての分離的な学習空間も必要であ

る。しかし、②分離は避難であると同時に、隔離

でもある。したがって、本質的には不平等が残存

している。実際のところ、差別がなければそうし

た分離的な空間はそもそも必要がない。さらに、

③分離主義的なアプローチでは、マジョリティが

マイノリティについて学ぶ機会を失わせる可能性

がある。④差別に対抗するためには、統合的なイ

ンクルーシブ教育において、マジョリティを含む

全ての子どもに対して、多様性尊重の考え方を教

えることが必要である。

　しかし、筆者が実際に現地を訪れてフィールド

ワークすることができたのは一ヶ国のみであっ

た。より多くの事例について調査・分析を行い比

較することが今後の課題である。
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注
（１）   文部科学省が全国の学校を対象に行った調査によ

ると「性同一性障害に関する教育相談等」が少な
くとも 606 件あったとされている［文部科学省　
2014］。

（２）   例 え ば、 ユ ネ ス コ が 2009 年 に 開 発 し た「 国
際 性 教 育 ガ イ ダ ン ス（International Technical 
Guidance on Sexuality Education）」。

（３）   Harvey Milk High School（2016年２月29日確認）
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/02/M586/
default.htm

（４）   『GayJapanNews』2007 年 ４ 月 13 日 http://
gayjapannews.com/news2007/news58.htm

（５）   筆者は指導教員と共にこれを翻訳し、2015 年８
月に日本語版（リンダ・ハーン＆スターン・ナイ
ランド作、アンドレア・ゲルマー &眞野豊訳『王
さまと王さま』ポット出版）を出版した。

（６）   2008 年に日本語版（ジャスティン・リチャード
ソン＆ピーター・パーネル、尾辻かな子＆前田和
男訳『タンタンタンゴはパパふたり』ポット出版）
が出版されている。

（７）   Copping ,  Jasper,  “ ‘Gay lessons’ in  maths , 
geography and science”（2016年２月21日確認） 
ht tp : / /www. te l eg raph . co .uk/educa t i on/
educationnews/8275937/Gay-lessons-in-maths-
geography-and-science.html

（８）   九州大学比較社会文化研究院准教授。筆者の指導
教員。
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 〝 性の多様性と教育 ” についての国際比較



086 幕藩制におけるジェンダー・ポリティクスに関する研究 ―島津家、閑道に注目して―

汰に出来ない事柄であり、つまり閑道は表向の政

治空間では解決できない問題を、奥向の政治空間

で政治的役割を担うことで解決した。りさは島津

家の願いや伺いをその妹で広大院付の奥女中（中

年寄）嶋沢に伝え、嶋沢は広大院に伝達した。す

なわち閑道は島津家−りさ―嶋沢―広大院という

意思伝達のルートであった。本稿では特に広大院、

りさの行動を具体的に跡付けることにより、先に

述べた目的を明らかにする。

2. 幕藩間の意思決定ルート

　まず、一般的な幕藩間の複雑な意思決定につい

て示す。幕藩政治における最終的な意思決定は将

軍にあり、17世紀前半の家光期に老中の月番制

と合議制が確立して以降、大名は月番老中を介し

種々の案件（婚姻、城郭普請、拝借金、上納金、

官位昇進など）の出願を行った（２）。それに対す

る将軍の意思は、老中奉書もしくは江戸城に登城

した大名への老中の申し渡しや書付によって伝達

された。

　高木昭作氏によると、このような表向の意思決

1. はじめに

　従来の幕藩政治史が男性を中心とした表向の政

治空間を分析してきたのに対し、近年のジェン

ダー史研究においては女性を中心とする奥向の空

間も政治的役割を担っていたことが指摘されてき

ている（１）。しかし、その研究の中心は、奥女中

の構造や儀礼における女性の役割の分析であり、

幕府と藩において重層的に成立していた政治空間

で女性が果たした役割、行動については十分に明

らかにされていない。そこで本研究では、国持大

名家で唯一の将軍正室（御台所＝広大院、天璋院）

の生家である薩摩藩島津家を事例に、幕藩間の政

治空間における女性の役割を明らかにすることを

目的とする。その理由は、島津家と幕府大奥を取

り次ぐ閑道の役割を果たした森山りさ（旗本森山

家の娘）が記した、彼女の職務に関する覚書であ

る「風のしるべ」という史料が存在するためであ

る。

　りさが担った閑道は、島津家が広大院に対し願

いや伺いを出すルートである。その願い・伺いと

は幕府と藩の間で養子縁組に関する事項など表沙

幕藩制におけるジェンダー・ポリティクスに関する研究
―島津家、閑道に注目して―
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
2015 年度　成果報告

原　慶彦
九州大学大学院人文科学府　博士後期課程１年
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定の過程が定着した一方で、あらかじめ大名が

個人的な信頼関係に基づく人脈（内証）に依頼

し、将軍に内々の意向伺いを立てる慣行が存在し

た（３）。近世後期の薩摩藩でも、隠居大名・大名・

世子が個人的な人脈―将軍に通ずる将軍妻・妾、

大奥女中、親族大名・旗本―などを用いて、表向

の出願以前に内々に将軍の意向を引き出した（４）。

　これに加えて、島津家は独自の将軍家との由緒

すなわち将軍妻広大院の存在により、彼女を通じ

直接将軍家斉へと至る意思決定ルートである閑道

を有したことが強みとなった。

　閑道については、はじめに文学史の立場から水

原一氏が関係史料『風のしるべ』（５）を紹介した（６）。

これは、りさが、閑道の終了に疑問を抱いた広大

院の甥で薩摩藩家老の市田義宜の求めに応じ作成

した覚書である。水原氏はその記述により、閑道

が文政 8 年（1825）に開始され、それは家斉と

広大院の子竹千代（早世）の乳上役であり、その

経験から江戸城大奥への出入りが可能であったり

さ、その妹で広大院付の奥女中嶋沢の連携によっ

て果たされたことなどを明らかにした。

　同様に畑尚子氏は、閑道が「斉興の宰相昇進、

斉彬の少将願い、脇坂安董の老中就任願い、琉球

との交易一件」など、薩摩藩政の重要事項に関わっ

たことを紹介した（７）。近年では、崎山健文氏が、

天保 2 年（1832）の重豪の家格昇進において、

閑道が広大院と隠居斉宣の密接な連絡役として機

能していたことを指摘した（８）。しかし、これら

の研究では『風のしるべ』の部分的な解釈による

ところが大きく、その概要の説明に止まっている。

　ここでは『風のしるべ』に多くの記述があり、

大名から幕府への上納金の問題を検討し、閑道や

りさの政治的役割を解明する。上納金とは藩が「内

願」を出し自発的に行う幕府への献金を指す（９）。

表向きには自発的な献金であっても藩にとって莫

大な財政負担となり、これを巡り幕府・藩はそれ

ぞれの思惑に基づき自らの意思を実現しようとし

た。この中で広大院、りさがどのような役割を果

たしたのかを以下具体的に見ていく。

3. 幕府上納金

　『風のしるべ』には、天保7年（1836）と同9

年（1838）の上納金に閑道が関わったことが記

される。いずれの例においても表向に島津家は幕

府に願書を出し、藩主から幕府への10万両の上

納金が認められた。

　まず前者の例では、薩摩藩主島津斉興が表向に

上納金を行いたい旨の願書を月番老中に提出し、

4月16日に許可された（10）。願い出た理由は「広

大院との由緒により将軍家斉の岳父で祖父の重豪

以来幕府より格別の仁恵を受けているため」で

あった。しかし、それは表向の理由で、これとは

異なる藩側の思惑があり、そのためにりさが幕府

の各方面に根回しを行っていた。『風のしるべ』

には上納までの経緯が具体的に示される。筆者の

注釈も含めてその概略を記す。

①藩主斉興→閑道→広大院

　  　斉興は自身の宰相への昇進を広大院に対し

願い出たが、その契機は将軍家斉の隠居に伴

い将軍夫妻が生前にそろって江戸城西丸に移

るという極めて珍しい祝事にあった。この時、

斉興がりさに取次を求めてきた案件は自身が

広大院と「一通り」ではない由縁（広大院と

の婚姻関係）にあり、そのため何らかの贈り

物を行いたいが、「一通り」の上物では見栄
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えが悪いのでどうしたらよいかというもので

あった。

　  　宰相は国持大名家としては加賀藩主前田家

のみが有する官位で、その昇進は島津家の念

願であったため、斉興がこの時幕府への贈り

物を志願したことはそのためのポイント稼ぎ

だと思われる。これに対する広大院の意向は、

茶屋または一か所の庭を内々に献上してほし

いというものであり、これを受けてりさは将

軍側近（御側御用取次）土岐朝旨に伺いを立

てることとなり、家斉付の奥女中で権力者（上

﨟御年寄）の飛鳥井と相談することとなった。

②閑道→御側御用取次、家斉付上臈御年寄

　  　相談の結果、内々ではあるが薩摩藩がそれ

ほどの上物を行うのであれば、将軍家斉に願

いを出すべきだが、藩主斉興の手許から内々

に上納するのであれば見栄えが悪いので、表

向からの上金として願いを出した方がよかろ

うということになった。この意見は広大院に

伝えられ、早々に内通が閑道より薩摩藩に伝

えられた結果、藩では10万両の上納金を志

願することとなった。

③家老・側用人→閑道→広大院

　  　家老調所広郷と斉興付の側用人伊集院喜左

衛門も森山家を訪れ、上納金を志願する旨広

大院ヘの取次を依頼した。

④御側御用取次→大奥→島津家

　  　りさに対し土岐朝旨から、少しでも早く上

納金を志願する願いを出したほうがよいと

数度内々の催促があった。近く島津家に8万

1000両余の手伝普請の代金が幕府より課さ

れるはずであり、もし上金の願いがあればそ

れは取止めになり、他の大名家に命じられる

ことになるであろうというものであった。土

岐の指南通り、薩摩藩の普請役は回避され、

天保 7 年 2 月 24 日、木曽三川の手伝普請の

代金は広島藩浅野家、宇和島藩伊達家、小倉

藩小笠原家、岡崎藩本多家、膳所藩本多家に

課された（11）。

　  　このような土岐の計らいの背景には、土岐

や水野忠篤などの将軍側近が家斉の側に仕え

る他の女中などとは比較ならないほど、広大

院を畏れていたことがあった。つまり、広大

院の威光によって、薩摩藩にとって都合のよ

い対処を採ることができたのであった。

　この事例においては、閑道を通じ明らかにされ

た内々の上納物でよいとの広大院の意向が、閑道

を通じて御側御用取次土岐に取りつがれ、表から

正式な上納金に変更された。幕府に対し勤功をア

ピールできる上納金によって普請料を免除される

という、薩摩藩側にとり好都合の処置ともなっ

た。このアピールの結果、斉興は天保9年（1838）

７月宰相に昇進する。このような措置は広大院が

幕府内での強い影響力によるものであった。りさ

は広大院への連絡のみならず、将軍側近の土岐や

大奥の権力者である飛鳥井などへの意思伝達のみ

ならず申し合わせを行っており、幕閣との人脈を

有したことが分かる。

　続いて、天保9年の上納金を見ていく。以下、

筆者の注釈も含めてその概略を記す。

①老中→斉宣

　  　藩主斉興から10万両の上納金がなされた

のち、老中脇坂安董より隠居斉宣に対する直

談があった。それは隠居が上納金を出した例

は無いが、近親の好みで自ら「取持」つの

で、早々に上納金を志願する旨の願いを出す
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ようにという提案であった。そこで、斉宣が

上納金の額を尋ねると、脇坂は2万両以上と

答えた。当時、脇坂は広大院に「御勝手かゝ

り」（勝手方老中）への就任を懇願して内願

を度々出していた。りさによれば、これ以前

通例老中になれない脇坂の昇進も広大院の働

きによって成就したもので、このような下心

が存在し、自身の功になりそうな向きは全て

島津家に対して提案した。脇坂の直談につい

て聞いた薩摩藩家老調所広郷は藩主斉興から

の上納金 10 万両に加えて、さらなる 2 万両

という支出を憂慮した。　

②薩摩藩家老→閑道→広大院

　  　家老調所から、この2万両献金の話を聞い

た同役猪飼は「私ニ御まかせ被成」と広大院

への取次を求めて氷川の森山邸を尋ねた。猪

飼はこれより先、天保 9 年４月７日、「御上

納金被為蒙仰候付」と薩摩藩の上納金に関わ

る係りに命じられていた（12）。りさは猪飼の

手柄となるようなことを引き受ける気は毛頭

無かったが（13）、りさも当時脇坂が広大院に

対し勝手掛老中就任の内願を頻りに提出して

おり、そのため「古老功者」としての手柄に

なりそうなことを提案したことを知ってい

た。

　  　島津家としても、老中は何かの役に立つと

の内慮もあり、その厚恩を重豪は広大院に言

い置いたので、広大院からも結構に取り扱っ

た。それにより島津家が引き立てられた恩を

忘れてなければ、老中脇坂の提案は広大院に

も島津家のためになるようなものであるべき

ところ、そうでなかったのでりさは許しがた

く思ったとする。つまり、りさの考えでは譜

代大名ではなく通例では叶わない脇坂の勝手

掛老中就任にあたっては広大院への働きかけ

があった。

③広大院→閑道→斉宣

　  　広大院の意向は、江戸城西丸焼失という状

況の下で、隠居からの上納金という新例を立

てては島津家の不名誉となり斉宣の格にも関

わることにもなるので、正式なものではなく

内々に「御慰御入用」程度の金額を家斉の手

許に、広大院を通して上げるようにというも

のであった。

④薩摩家中→調所→脇坂

　  　この意向は薩摩藩に伝えられ、すぐさま家

老調所広郷によって脇坂に伝えられた。自身

の提案を否定する広大院の意向を知った脇坂

は、他の老中達に既に伝えていたことでもあ

り、断り難いとして赤面したという。

⑤脇坂→老中衆

　  　脇坂は自ら斉宣に要請した2万両献金の件

を取り下げる旨を老中方に伝えたが、これに

対して水野忠邦をはじめとする老中は、改め

て「格別之御由縁」ではなく「一通りの御内

縁」の関係としての上納を勧めている。

⑥斉宣→御広敷→広大院→大御所家斉

　  　その結果、斉宣から2000両が奥の空間で

ある江戸城御広敷（14）を通し広大院へ、さら

に広大院から大御所家斉へ上納された。家斉

はさすが斉宣と膝を打って喜んだ。

　この事例では、閑道が表からの2万両の上納金

を回避するルートとして機能しており、2万両の

代わりとして、内々に2000両が島津家から家斉

に上納された。ここには、生家島津家の名誉を重

んじる広大院の意向が存在し、金額を大幅に削減



090 幕藩制におけるジェンダー・ポリティクスに関する研究 ―島津家、閑道に注目して―

までして内証からの上納を命じた広大院の意思は

老中達の衆議にも反映された。また、薩摩藩の財

政を鑑み多額の支出を阻止しようとするりさの意

向がその減額につながっている。

　薩摩藩島津家にとっては、広大院との由緒は多

額の上納金を行う理由となっていた一方、広大院

の存在が可能にした閑道が島津家の名誉を保ちつ

つ出費や普請免除などの措置を獲得するものとし

て機能していたのである。

4. おわりに

　本稿では広大院、りさ、嶋沢という三人の女性

の役割を分析した。本稿では、枚数も限られてい

るため簡略な事例紹介に終始したが、上納金とい

う幕藩間の問題を例に以下の三点を指摘した。

①閑道は表向では解決できない島津家の問題をそ

れ以前に内々に根回しを行うという女性にしかで

きない役割を負った。②具体的には島津家の名誉

を保ちつつ出費や普請免除などの措置を獲得する

ものとして機能した。③それはりさが有した御側

御用取次、大奥老女など幕府権力者との人脈、広

大院の幕府への影響力が可能にしていた。

　「風のしるべ」は77丁に及ぶ大部なもので語句

も難解であるが、今後その全体的な分析により、

幕藩間における広大院、りさの行動を具体的に跡

付けその役割を明らかにしていきたい。

注
（１）   長野ひろ子『日本近世ジェンダー論「家」経営体・

身分・国家』（吉川弘文館、2002年）、畑尚子『徳
川政権下の大奥と奥女中』（校倉書房、2009年）。

（２）   山本博文「徳川幕府初期の政治機構」（『幕藩制の
成立と近世の国制』校倉書房、1990 年。初出は
1987年）。

（３）   『江戸幕府の制度と伝達文書』（岩波書店、1999年）。
（４）   松崎瑠美氏は、幕府と薩摩藩の贈答儀礼に藩主が

将軍家族に対し留守居役を介して行「表向御勤」
と藩主・隠居・その正室が大奥老女を通じて行う

「御内証御勤」の二種類があり、後者が婚姻縁組や
拝借金願いなど内々の政治的な通信・交渉におい
て機能したことを指摘した（「大名家の正室の役割
と奥向儀礼：近世後期の薩摩藩島津家を事例とし
て」『歴史評論』747号、2012年）。

（５）   個人蔵。竪帳。計77丁。国文学研究資料館・千葉
県文書館がマイクロフィルムを保管。本稿では、
国文学研究資料館蔵のマイクロフィルムを使用し
た。以下、注記しない史料引用はすべて『風のし
るべ』による。

（６）     水原一「森山孝盛伝 付…娘利佐子『風のしるべ』」
（『駒沢国文』第38号、2001年）。

（７）   前掲注１『徳川政権下の大奥と奥女中』。
（８）   崎山健文「島津重豪従三位昇進にみる島津斉宣と

御台所茂姫」（鈴木彰・林匡編『島津重豪と薩摩の
学問・文化 近世後期博物大名の視野と実践（アジ
ア遊学190）』勉誠出版、2015年）。

（９）   松尾美恵子「近世後期における大名上納金―公儀
普請役の変容―」（昭和53年度『徳川林政史研究
所研究紀要』、1979年）。

（10）   『江戸幕府日記』天保７年４月16日条。
（11）   『岐阜県治水史史料網文 第４巻』（岐阜県、1942

年）。
（12）   「猪飼央役職中文書」（東京大学史料編纂所蔵。島

津家文書マイクロ版島津家本。リール187）。
（13）   『風のしるべ』でりさは、猪飼について大奥女中

や大奥医師を通じた新たな交渉ルートを画策し閑
道を終了に追い込んだ人物として否定的に論じ
る。

（14）   江戸城殿舎の大奥の建物のうち、大奥勤務の男子
の役人が詰めていた役所のこと (『国史大辞典』、
吉川弘文館)。
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投稿論文　

女性研究者増加政策における「パイプライン理論」
―2006 ～ 2015 年のシステマティックレビューの検討から―

横山　美和　お茶の水女子大学基幹研究院 リサーチフェロー
河野　銀子　山形大学学術研究院 教授
財部　香枝　中部大学国際関係学部 教授
小川眞里子　三重大学 名誉教授
大坪　久子　日本大学薬学部薬学研究所 上席研究員
大濱　慶子　神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部 教授

1.	はじめに

　本稿は、女性の科学技術への参画を高めるため
の「パイプライン理論」とそれに基づく政策に関
する議論をレビューし考察を行うものである。

　知識を基盤としながら拡張するグローバル
社会において、科学技術分野の知識やスキル
の重要性は増し、それらの職業分野に繋がる

要旨

　本稿は、女子・女性の科学技術への関心を高め、女性の科学技術人材プールを増やそうという「パイ
プライン理論」とそれに基づく政策に関する議論について、システマティックレビューを行うものであ
る。本稿では 2006 年から 2015 年までを対象に、Google Scholar、ERIC、PubMed、CiNii を検索し 139
件の資料を抽出の上、「パイプライン理論」を特に議論する８論文のレビューを行った。139 件の全体
的な傾向から、批判はあるものの 2006 年以降も同理論は女性研究者増加政策として採用されているこ
とが明らかとなった。同理論について議論があった８件のうち、３件は同理論の有効性を認めさらなる
強化を求めたり、女性が脱落する段階や要因を探ったりするための理論モデルを提示した。他５件は、
同理論が多様なキャリアパスを想定していないことや、アカデミアで効果が見られないとして批判的で
あった。米国では、約 30 年間で博士号取得までの学生に一定の効果が見られたが、未だにアカデミア
ではジェンダー差があることが示された。

キーワード：女性研究者増加政策 , パイプライン理論 , システマティックレビュー
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STEM（Science, Technology, Engineering and 
Mathematics）教育に多額の国家予算が投じられ
るようになっている。例えば、米国のオバマ大
統領は 2014 年の一般教書演説において STEM 教
育の重点化のため、2015 年度の連邦予算から 29
億ドルを投じると述べた［White House Office of 
Science and Technology Policy 2014: １］。STEM
分野の女性・女子学生の支援策も、重要な科学技
術政策として位置づけられている［White House 
Office of Science and Technology Policy n.d.］。
また、欧州委員会の 2014-2020 年の「EU 研究・
イノベーション枠組み計画」（Horizon 2020）に
おいても、研究開発分野の男女共同参画の推進が
重要視されている［European Commission n.d.］。
　このように科学技術・研究開発政策において、
女性の活躍に大きな期待がかかる一方、学術研究
分野における女性の参画が依然として低い実態
は、多くの先進諸国で共通してみられる。ただ
し、女性割合の程度は国によって大きな差があ
り、英国（37.7％）や米国（33.6％）では 30％を
超えているのに対し、東アジアのそれは低く、韓
国（17.3％）［以上、OECD n.d.］、日本は 14.7％［総
務省 2015］と 10% 台である。各国政府や地域共
同体は、こうした状況を打破するために女性研究
者の職業継続や再就職を支援したり、女子中高生
の STEM 分野への進路選択を促したりする政策に
取り組んでいる。個々の施策には、プログラム名
が付されているが、本稿ではこれらの施策を「女
性研究者増加政策」と総称する。
　そしてこうした政策立案の拠り所となってきた
のが「パイプライン理論」である。これは女性の
科学技術人材を増やすために、その供給源により
多くの女子・女性を送り込めば、科学技術職に就

く女性が自ずと増えることを想定する政策モデル
である。パイプラインの入り口にできるだけ多く
の女子を送り込むために、女子に科学技術への関
心を持たせる経験をさせたり、自信を持たせたり、
女子が親しみやすい教材や教授法を開発する施
策 が 採 ら れ た［European commission 2012: 26, 
57］。その例を概観しておこう（１）。
　米国では、1960 年代には理工系教育と研究の
充実が国家的政策課題となり、女子の理数系専
攻が奨励された［ホーン川嶋 2004: 247］。そし
て、1980 年 に は「 理 工 学 機 会 平 等 法（Science 
and Engineering Equal Opportunity Act）」 が 制
定されるに至る。1992 年の高等教育修正法では、
初等中等教育レベルの女子生徒が大学の理系分
野に進学できるプログラム開発に NSF が資金援
助を行うことが盛り込まれているし［亀田 1995: 
152］、小学校教師を対象とする公正な科学の為
の教員研修（Teaching SMART）も NSF の資金に
よって続けられている［Teaching SMART n.d.］。
イギリスでも、中学生を対象とした８年間のア
ク シ ョ ン・ リ サ ー チ ―GIST（Girls into Science 
and Technology） ― が 1980 年 に 始 ま り、1984
年には機会均等委員会が企業の賛同を得て WISE

（Women into Science and Engineering） と い う
パーマネント・プロジェクトを開始している［村
松 1996: 201-203］。また、1970 年代から理系分
野で働く女性を学校に招いて話を聞く取組みが
なされてきたスウェーデンでは、1990 年代には、
自治体が国の補助金を得て、新しい意識に基づく
職業選択を方向付ける為に女子だけを対象とした
テクノロジー夏期特別コースや自然科学の臨時講
座などを開催してきたし、フィンランドでも「北
欧パイロット・プロジェクト AVAA」（1985-1989）
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という男性が圧倒的に多い職業分野に女性を送る
ための選択指導が行われた［村松 1996: 209］。こ
れらのプログラムは、程度の差こそあれ、女子が
男子と同じように進路選択できることをめざした
点で共通している。
　これらの施策に対して、一定の成果があった
と評価されることもあるが（例えば WISE）、他
方で政策モデルとしての限界が指摘されても
いる。例えば、ロンダ・シービンガー（Londa 
Schiebinger） は、『 ジ ェ ン ダ ー は 科 学 を 変 え
る！？』［シービンガー 2002: 72, 85］において、
米国で 70 年代に試みられたトップダウンによる
差別解消モデルから 80 年代に転換したモデルと
して「パイプライン」という新しい政策の登場を
紹介している。それは、「パイプラインの入り口
に少女を送り込めば送り込むほど、専門職として
有能な女性が増え、未来の科学者の人材プールに
より多くの女性が流れ込むようになるだろう」と
いう予測に立って女子を送り込む施策で、科学技
術分野の女性の少なさを差別問題というよりは選
択問題と捉えたのである。ただしこの考えに対し
ては、「男子と同じ社会的恩恵を女子にも与える
ことをもって臨もうと」するあまり、女性を男性
中心のシステムに同化させようとしていると批判
が向けられ、さらには、1980 年代からこれらの
施策に取り組んだにもかかわらず、女性研究者が
増えなかったという実態がいくつかの国で報告さ
れるようになった。科学技術人材の供給源である
高等教育機関で理工系分野を専攻する女性が増え
たにもかかわらず、彼女らはその分野の職を選択
しなかったり、選択しても早期に離職したのであ
る［リュープザーメン＝ヴァイクマン 2004: 23］。
こうして、「パイプライン理論」には限界がある

と考えられるようになった。
　以上に見たように欧米においては、女性と科
学をめぐる多くの議論がなされ、科学分野に女
子・女性を取り込むための数々の施策が講じら
れてきた。それらは、単に女性研究者の問題とし
てだけでなく、大学入学前の児童・生徒、大学
生の職業選択等にかかる研究や政策であること
から、広範な分野の研究者や実践家がかかわっ
てきた。こうした研究と政策の往還を進める鍵
となったのがジェンダー統計で、米国において
は 先述した理工学機会平等法に基づき 1981 年以
降隔年で、また、欧州委員会においては 2003 年
から３年ごとに女性研究者の実態を把握する統
計She Figures が出版されている。欧米に倣う女
性研究者増加政策を実施している韓国も、ジェン
ダー統計はかなり整備されている［国立女性教育
会館 2014］。さらにジェンダー統計が充実するこ
とによって、科学技術分野の女性を対象とする欧
米の研究には、科学哲学や科学史、教育学や心理
学、社会学、統計学、政策科学、また医学や薬
学、工学など理系研究者自身による夥しい数の研
究が積み上げられている。そして、新たに興隆し
ているのが、Gendered Innovations ［Schiebinger 
2008］ や Gender based innovations ［European 
Commission 2013: 201］という、科学や技術の
あり方（研究や技術開発の対象・方法の同定など）
自体を問い直す理論である。
　一方、日本では STEM 分野のジェンダー研究も
政策も大幅な後れをとっている。とくに研究と政
策をつなぐジェンダー統計の不十分さは、我々
の共同研究が明らかにしてきた通りで［小川他 
2015］、そのことが女性研究者の国際比較を難し
くしている。そこで、我々は、本稿では文献調査
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を中心に女性研究者増加政策に迫ることとした。

2.	研究課題

　「パイプライン理論」については前述したが、
端的には、科学技術分野の人材供給プロセスをパ
イプラインと比喩的に捉え、そこに女子を送り込
んだり、脱落を防ぐ対策を講じようとする政策モ
デルである。シンプルでわかりやすいということ
もあり、各国の女性研究者増加政策のモデルとさ
れてきた一方（２）、それでも女性研究者が増えな
かった国も多く、対策すべきは男性優位の組織構
造や組織文化であるとする理論（働き方、評価な
ど）へとシフトしてきた。［Vallian 1998; National 
Academy of Science et al. 2007, 他 ］。 現 に、 全
米 科 学 財 団（National Science Foundation） の
ADVANCE Program（2001 年～現在）では、採用・
昇進等の評価において、女性や過少代表（人口構
成上の割合に比べて代表者数が不当に少数）のマ
イノリティが、無意識のうちに不利を被らぬよう
各研究機関の改革を強力に進めている［National 
Science Foundation n.d.］。
　海外でのこうした動向もある中で、日本では
2006 年に女性研究者支援政策や女子中高生の理
系選択支援プログラムが始まった。本稿では、日
本における女性研究者増加政策を考察するための
一助とし、また国際的比較研究へ向けた第一歩と
すべく、特に 2006 年以降 2015 年までの英語圏で
の「パイプライン理論」に関するレビューを行う。
原稿執筆時点で不確定要素の残る 2016 年を避け、
レビューは 2015 年までとした。

3.	研究方法

　先述したように、女性研究者やその支援をめぐ
る研究は、多分野からのアプローチがある。その
ため、従来の文献レビュー方法より、分野横断的
に検索するシステマティックレビューが妥当な方
法と考えられる。システマティックレビューは、
1990 年代の英国においてエビデンスに基づく医
療を推進するコクラン共同計画において実施され
てきた文献調査方法である［津谷 2000］。しかし、
エビデンスに基づく政策が求められるようになる
と、社会科学系でも用いられるようになり、例え
ば、ある政策の効果があったか否かを判断する手
立てとされるほか（３）、教育学（４）や心理学（５）で
も用いられるようになっている。システマティッ
クレビューは、著名な研究者による文献や被引用
度の高い文献を調査する従来のレビュー方法と
違って、機械的に行うため恣意性を排除できるメ
リットがある［Cohen et al. 2011］。
　 本 稿 で は、Google Scholar、ERIC、PubMed、
CiNii の４つのアクセス・フリーなデータベース
を用い資料を検索した。ERIC 以外は期間を 1970-
2015 年とした。Google Scholar と ERIC では、検
索対象を記事タイトルのみに設定し（６）、「pipeline 
female OR women OR woman」、「title:pipeline 
AND （women OR female OR woman）」でそれぞ
れ検索した。他はタイトルに限定せず、PubMed
は「pipeline female career」（ ７）（ 以 上 対 象 言 語
は 英 語 ）、CiNii は「pipeline AND （woman OR 
women OR female）」および「パイプライン 女性」
でそれぞれ検索した。
　今回の検索では 1985 年からパイプライン理論
に関わる論文が確認された。しかし、別途行った
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文献調査により、1983 年が「パイプライン理論」
の初出ということを確認したことを念のため記し
ておく［Berryman 1983］。
　次に、それぞれの検索結果を統合し 371 件の資
料を抽出した。その上で、タイトルから判断し
無関係な論文 76 件を除外し、49 件の重複を落と
し、全体として 246 件の資料名を抽出した。そこ
から、今回報告する 2006 年から 2015 年までの最
近 10 年間の 149 件の資料名を取り出した。さら
に Google Scholar で検索されても学会発表等の
資料で、タイトルのみで要旨さえない 10 件は除
外し、残る 139 件について要旨、および要旨を欠
く場合は本文のイントロダクションや目次を通覧
した。その後、「パイプライン理論」に関し実質
的に議論している８論文の全文を取得し、詳細な
レビューを行った。

4.	結果

　まず、139 件の全体的な傾向について触れてお
く。要旨のレベルで見る限り、2006-2015 年の全
体的な傾向としては、「パイプライン」という言
葉自体、「キャリアパス」に近い意味や、「ある特
定分野に進学・就職し、昇進していく道筋」とい
うような意味で、十分に吟味することなく使用し
ている例がほとんどであるが、用語の定着は確認
できた。なお、他の全体的な傾向の詳細は、紙幅
の関係で別稿に譲ることとし、特に「パイプライ
ン理論」や関連する政策についての議論があった
８件を、古い順に見ることとする。表－１にまと
めたように、システマティックに検索を行ったこ
とにより、多様な分野から論文が抽出されている
ことに留意したい。以下では、表－１の論文番号

表–1. レビューする論文
論文
番号 著者名 論文名（発行年） 著者の専門 対象分野

１ Mary C. Mattis “Upstream and downstream in the engineering pipeline: What's 
blocking US women from pursuing engineering careers?” （2007） 社会学 工学

２ Jill A. Marshall “Escape from the pipeline: Women using physics outside 
academia.” （2008） 物理学 物理学

３
Kristen Renwick 
Monroe & William 
F. Chiu

“Gender equality in the academy: The pipeline problem.” （2010）
政治学 アカデミア

全体

４ Peggy Layne “The engineering ‘pipeline’ metaphor and the careers of female 
deans of engineering.” （2011） 工学 工学

５ Alison K. Shaw & 
Daniel E. Stanton

“Leaks in the pipeline: Separating demographic inertia from 
ongoing gender differences in academia.” （2012） 生物学 アカデミア

全体

６
Business Higher 
Education Forum 
& ACT

“Building the talent pipeline: Policy recommendations for ‘the 
condition of STEM 2013.’” BHEF/ACT Policy Brief. （2014） 教育学 教育学

７
Barbara Kellerman 
& Deborah L. 
Rhode

“Women at the top: The pipeline reconsidered.” （2014） リーダー
シップ論、
法学

アカデミア
全体

８ David I. Miller & 
Jonathan Wai

“The bachelor's to Ph.D. STEM pipeline no longer leaks more 
women than men: A 30-year analysis.” （2015） 心理学 心理学

注：論文番号は筆者らが便宜的につけた。詳しい文献情報は参考文献を参照のこと。
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に沿って記述する。

　  1. 『科学、技術、工学、数学における女性とマ
イノリティ：数を増やす』の第 14 章として収
められている論文である。著者の Mattis は、教
育改善に取り組むニューヨークのウォレス財
団の職員である。Mattis によれば、（後述の論
文４等の論文で論じられるように）「パスウェ
イ」という比喩が近年提唱されており、人々の
自由な動きを見る上では理想的だが、「パイプ
ライン」という比喩は現実的である。工学で学
位をとるためには早い段階から数学等への順応
が求められるからである。Mattis は、米国にお
いて 30 年に及ぶ努力にもかかわらず、工学分
野への女性の参画者はわずかしか増加しておら
ず、それどころか近年大学工学部への女性の入
学者が減少していることに強い危機感を示す。
学生や教師、産業界など様々な調査を紹介しな
がら、「パイプライン」の「上流」にいる少女
らは、工学は女性のためのものではないという
メッセージを「下流」の工学者コミュニティか
ら受け取っているとする。工学への女性参画者
を増加させるためには、工学者コミュニティが
少女たちに積極的に働きかけ、よい循環を構築
するべきだとする。

　  2. 同論文は、米国物理学教員協会（American 
Association of Physics Teachers）の会合でセッ
ションが持たれた、物理学専攻の女性の多様な
キャリアを紹介しつつ、「パイプライン理論」
について考察する内容となっている。Marshall
は、女性やマイノリティが物理学分野の全ての
段階で脱落する「水漏れするパイプライン」の

イメージはありふれたものになっているが、女
性のキャリアの軌跡を正確には示していないと
言う。先行研究においては、「パイプライン」
のイメージは、物理学専攻に進む少女を増加さ
せ、教育やアカデミアのシステムそのものを変
更するよりも障害を乗り越える力を身に付けさ
せるというものと指摘されている。加えて「パ
イプライン理論」は、なぜ成功した女性でさえ
科学や技術を継続しないのか、また、多様なキャ
リアパスがあることを説明しない。また「パイ
プライン理論」の欠陥は学生を教育の受動的プ
レイヤーと見做し、「水漏れした」人を廃棄物
として見ていることであるとする論者もいる。
しかし、女性はパイプラインから「水漏れ」し
ているのではなく、他の目的地へと「脱出」し
ているのかもしれないとして、Marshall はアカ
デミア以外で活躍する５人の女性の幅広いキャ
リアパスを紹介する。ただし、「パイプライン」
そのものの変化の重要性も指摘し、もし学業や
アカデミックキャリアが女性たちにとってより
興味の持てるものであれば、女性たちが「脱
出」せざるを得ないと感じないだろうともして
いる。Marshall は「パイプライン」に代わる比
喩として、支流や貯水池がある「水系（water 
system）」を提案する。学生たちはそこでの自
発的な泳ぎ手になるように奨励されるべきであ
るとした。

　  3. 同論文は、「職業における女性の地位委員
会 」（Committee on the Status of Women in 
the Profession）の調査の一部として、アカデ
ミアにおける「パイプライン問題」の実証的分
析を要約したものである。Monroe らは、女性
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をアカデミアに多く送り込めば自然と不平等や
差別が解消されるだろうと考えて、「パイプラ
イン」のアプローチを検証した。しかし、過
去 30 年間ほどの米国大学教授協会（American 
Association of University Professors）のデータ
の分析から、アカデミアにおける女性の過少な
比率や賃金の不平等、地位の低さはなお継続し
ていることが明らかとなり、女性が増加しても
差別的状況に大きな変化は期待できなかった。
トップに上がる段階だけではなく、様々な節目
で、構造的なバイアスや女性の昇進を阻む「ガ
ラスの天井」があるとして、「パイプライン理論」
の限界を指摘する。

　  4. 同論文は、2011 年の米国工学教育協会の年
会・展示会における、「人種とジェンダーの神話」
というセッションでの報告である。著者の工学
者でヴァージニア工科大学の ADVANCE プログ
ラムの事業推進者を務めた経験を持つ Layne に
よれば、全米科学財団は 1980 年代に「パイプ
ライン」の比喩を具体的な政策にした（すな
わち大学や研究機関で取り組んだ）。しかし、
1990 年代になると、理工系人材の不足という
予測への疑問を投げかけられたり、「パイプラ
イン」という比喩が実態を表さないとして批判
を浴びたりすることになったと回顧する。「パ
イプライン」というイメージは介入するポイン
トを特定したり、流れる量（＝人数）を増やし
たり、水漏れ（＝脱落）を防ぐ手立てを講じる
ためには便利なモデルであるが、教育からキャ
リアへの経過が直線的であるという神話を強
化することになった。Layne は、2002 年から
21 人の米国の女性工学部長へのインタビュー

を行い、大学教員となる前に企業や高校、国の
研究機関で働いたり、家族を持ったりして回り
道した様子を明らかにした。Layne はパスウェ
イ（pathway）やパス（path）の比喩のほうが、
女性たちの多様なキャリアを表しているとす
る。

　  5. 英国王立協会会報に掲載された米国とオー
ス ト ラ リ ア の 生 物 学 者 に よ る 論 文 で あ る。
Shaw ＆ Stanton は、「パイプライン」の比喩
は複雑なキャリアパスを単純化してはいるが、
ジェンダーに基づいた差異の効果を見るため
の良い枠組みであると評価する。著者らは、
MetaLab というソフトを用い、アカデミアの世
代交代による男女比の変化を予測する独自のモ
デル「パイプラインモデル」を構築した。モデ
ルでは人口統計学的惰性（慣性）（demographic 
inertia）、すなわち、教育やキャリアのいくつ
かの段階の男女比の偏りが与える、世代交代が
進む際の男女均衡化の時間差を考慮していると
する。モデルが予測した女性の割合よりも実際
の割合が低い場合には、ジェンダーに基づく差
別等が働いている可能性があるとする。全米科
学財団による過去 28 年間の収集データを「パ
イプラインモデル」に適用し、モデルと実際の
データを比較した。実際に学部段階では、農学・
生物科学、社会科学、心理学において、女性は
男性より多いが、工学、数学・コンピュータ科
学、物理科学では少ない。一方、上記の全ての
分野で、いくつかのキャリア段階でモデルから
予期されるより実際の女性の割合が低く、また、
アカデミックキャリアに就く段階での女性の少
なさは、人口統計学的惰性では説明がつかない
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とした。これらのジェンダー差は差別以外にも
様々な議論が考えられるが、著者らは、人口統
計学的惰性の影響を差し引いた影響を考察する
ためのシンプルなモデルを提示したとする。

　  6. 同資料は、Business Higher Education と ACT
（The American College Testing Program）とい

う学力テストを提供している団体である ACT 
による政策提言書である。同提言書は、STEM
職が将来の国家経済の駆動力となることから、
K-12（幼稚園から第 12 学年、すなわち高校ま
で）教育、高等教育、ビジネス界、政府に対し、
STEM 教育パイプラインを改善することを求め
ている。STEM への関心はあるものの数学や科
学の成績が足りない学生を支援することや、ア
フリカ系やヒスパニック系、女性の STEM へ
の関心の低さへの対策、STEM 専攻を離れてし
まう学生の持続対策の必要性を訴える。さら
に、非 STEM 系の学生用にも STEM 関連の授業
を提供するカリキュラム改正を行い、仕事に
求められる STEM の知識を使うことのできる人
材を増やすような「才能パイプライン（talent 
pipeline）」を構築することを要求している。
ビジネス界も STEM 分野に通暁した能力を要求
していることを示し、政府はそうした高等教育
を資金でサポートするべきと主張している。

　  7. 同論文は、「女性とリーダーシップ：研究、
理論、実践」シリーズの第１巻目として出版さ
れた、『高等教育における女性とリーダーシッ
プ』所収の論文である。著者らは、「パイプラ
イン理論」は、同じ資格を持つ男女は同じ割合
でトップに立ち、ジェンダーバイアスはなく、

女性の方が家庭内労働を多く行うにも関わらず
組織のシステムは男女に同じように働き、男女
の数の不平等は時がたてば解決すると想定して
いるとする。これを著者らは「パイプ・ドリー
ム」としている。「パイプライン理論」が人口
に膾炙するようになって 30 年経つが、リーダー
シップやマネジメントで高い地位に立つ女性の
比率は非常に低く、この意味で「パイプライン
理論」は失敗しているとする。例として、著
者の Kellerman が所属するハーヴァード大学で
は、テニュア教員のうち女性は４分の１以下
であり、テニュア・トラックの教員では女性の
比率は近年 40％から 35％に低下してさえいる。
しかし、「パイプライン」という言葉は社会で
使われ続け、辛抱強く待てば女性たちの時代は
来ると期待させ、彼女たちの抵抗を押しとどめ
ているとする。

　  　著者らは、リーダーレベルの女性の過少代表
性にはいくつもの理由が指摘されているとす
る。例えば、無意識のバイアスや、女性の失敗
に対する不寛容への恐れがある。また、リーダー
シップが伝統的に男性性と結び付けられてきた
ために、女性リーダーには男性性と女性性とい
う対立する要求を求められるダブルバインド、
男女で別の基準を儲けられ、女性がより厳しく
評価されるダブルスタンダードも存在する。加
えて自分の属する集団を好意的に評価し、外集
団を否定的に評価する内集団贔屓（８）のために
女性は男性が支配的な集団で不利を被り、さら
に、女性により多く負担がのしかかる家庭責任
とのバランス等により、女性の昇進は妨げられ
ているとする。
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　  8. 同論文は、心理学のオンラインジャーナルに
発表されたものである。Miller & Wai は、「水漏
れするパイプライン」の比喩は、米国の STEM
分野の学生の 1970 年代から現代までの状況を
説明するかを、全米大学卒業生調査（National 
Survey of College Graduates）と、博士号取得
者調査（Survey of Doctoral Recipients）から検
証した。STEM 分野で学士号を取得した人が博
士号まで取得する率、すなわち著者らが STEM
持続率と呼ぶ率は、1970-80 年代には女性は男
性より確かに低かった。しかし、1990 年代に
はこの STEM 持続率の男女差は縮小したため、
学士 - 博士において「水漏れするパイプライン」
の比喩は現代の状況を説明していない。ただし、
博士号取得者や教員の数における男性の優位は
ある。ジェンダー差別は確かに存在し、それを
検討することも重要であるが、STEM 持続率は
ほぼ男女で同等であり、また、非 STEM 系より
STEM の方が女性に対する偏見が少ないにも関
わらず女性が少数という事実があるため、数に
おける男性の優位は差別が要因とはいえないと
する。また、認知的能力の男女差をアカデミッ
クな科学における女性の少なさの原因に挙げる
研究者もいるが、STEM 持続率が同等であり、
近年、物理科学と工学では男女で助教に採用さ
れる率がほぼ同等であることなどから理由とは
ならないとする。ただし、生物科学などのいく
つかの分野では、博士号を取得した後のアカデ
ミック・パイプラインで女性がより多く離脱す
ることは確かである。

　  　また、著者らは一方向を想定した「水漏れす
るパイプライン」という比喩により、STEM を
離脱した女性が罪悪感を抱くこともあるとし、

女性を苦しめる可能性を指摘した。さらに、学
部以下では非 STEM 分野から STEM 分野への転
向も可能とすることにより、STEM の多様性を
高めるような対策を求めている。著者らは複数
の入り口を想定した「パスウェイ」という比喩
を推奨するとした。

5.	考察

　次に、８つの論文を通して見えてきた傾向につ
いて３点を考察する。（１）は「パイプライン理論」
の問題点、（２）はその理論が持つ有効性、（３）
はその理論に基づいた政策で未解決の問題であ
り、社会的な要因による男女差、すなわちジェン
ダー差に関する考察である。

（１）	「パイプライン理論」の問題点
　「パイプライン理論」の問題点の一つは、キャ
リアは必ずしも直線的ではないということが指摘
されている。論文１と４は、個々の女性の経歴か
ら、物理学や工学に多様な経歴があることを示し、
直線的なキャリア形成を理想とした「パイプライ
ン」という比喩がそぐわないと主張する。女性を
主体的なプレイヤーと見做し、アカデミックな「パ
イプライン」を外れても「脱落」したというネガ
ティブな見方をするのではなく、多様なキャリア
パスを肯定し、女性の主体的な選択を奨励する。
インタビューからは、アカデミアで成功した女性
たちでさえ、「パイプライン理論」で想定される
ような直線的なキャリアパスのみではありえない
ことが示されている。無論、女性が「パイプライ
ン」から「脱出」することは既存の男性優位のア
カデミアの体質を変更することにはならず、アカ
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デミアの組織の改善自体は求められなければなら
ない。
　二つ目は、女性の増加のみではジェンダー格差
は解決しないことである。論文３は、アカデミア
におけるジェンダー不平等は、有能な女性研究者
の数が一定数に達すれば改善されるものと、パイ
プライン理論に期待を寄せた。しかし女性の増加
は図られても、差別解消に効果はなく、法的制裁
も含めもっと強硬な手段が必要と結論付けた。
　三つ目は、「パイプライン理論」が女性にとっ
てむしろ有害であるとするものである。論文８は、

「水漏れするパイプライン」という比喩は、STEM
を離脱した女性を敗者と見なすことが前提となっ
ており、女性に罪悪感を与えることもあるとす
る。また、論文７は、「パイプライン理論」が示す、
時がたてば高い地位に着く女性が増加するという

「夢」が、女性からの抗議を抑え込む役割をして
いると述べる。この「夢」はジェンダー問題を無
視しているが、単純でわかりやすいことから社会
に受け入れられやすく、女性がトップへ上るまで
の様々な障壁について疑問を挟むことを難しくし
てきたといえるのかもしれない。「パイプライン」
という比喩に替えて、直線的ではない経路の比喩
が提示されている。

（２）	「パイプライン理論」の有効性
　一方で「パイプライン理論」は現代においても
有効であるとする議論もある。論文１と６は、「パ
イプライン理論」の有効性を認めたうえで、さら
なる精緻化や取組の拡大・強化を訴えていると
言ってよいだろう。知識基盤社会において STEM
の知識を駆使できる人材を育てることは重要であ
り、そのためには、工学者・科学者のコミュニ

ティや産業界が率先して少女や過少代表のマイノ
リティの STEM への関心を育てたり、STEM 分野
への進学を支援したりする必要性を訴えている。
論文６はもはや人材を STEM 系とそれ以外に振り
分けるのではなく、必ずしも STEM 専攻でなくて
も、非 STEM 専攻の学生も STEM を使える人材と
して取り込んでいく必要性を訴えているともいえ
るだろう。論文８も「パイプライン」の比喩は拒
否しつつも、同じように学部入学以降の STEM へ
の転向を支援することは、STEM 分野の多様性を
高めるためには意味があると考えている。学部入
学を STEM と非 STEM の決定的な分岐点としない
ことが今後の課題となるであろう。論文５は、「パ
イプライン」の比喩には限界があるものの、その
シンプルさに理論モデルの基盤としての有効性を
訴えている。個々人のキャリアパスは複雑である
が、一般的な傾向を捉え、ジェンダー差の原因を
探るには単純化したモデルが適しているとする。
　「パイプライン理論」を否定する流れが 90 年代
以降現れてはいるものの、今回検索し抽出した資
料で、「パイプライン」という単語について特に
批判することもなく、「キャリアパス」と同じよ
うな意味で使用しているという全体の傾向からも
見て取れたように、学生や科学者・技術者を増加
させるという目的のためには依然として使われて
いる理論や政策であるということがわかる。

（３）	アカデミック・レベルでのジェンダー差
　論文３、５、８の量的な調査の分析からは、米
国においては、博士号を取得するまでの学生レベ
ルでは、近年減少傾向だがここ 30 年で女性の数
は増加し、また、女性の脱落割合は男性とほぼ同
等となったが、博士号取得後にジェンダー差が依
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然として続いていることが明らかになった。論文
８は、学士 - 博士号取得者の脱落の割合は男女差
が解消され、「水漏れするパイプライン」の比喩
は実態を表さなくなったが、博士号取得後はいく
つかの分野で女性がより多く脱落するとした。論
文５は、アカデミアの男女比の偏りが解消される
までには時間がかかるという人口統計学的惰性を
前提としたうえのモデルと実態の比較により、ア
カデミックな職に就く際にモデルの予測値より最
も大きな男女差があることを確認した。論文３は
30 年を経てもなお続く、アカデミアのジェンダー
による格差の原因はやはり差別にあると推論し、
アカデミアにおける差別の解消は粘り強く取り組
むべき課題であると考えている。
　以上に見たように、少女に STEM 系への関心を
持たせることは重要であり、将来の展望を見せる
ことには意義がある。しかし、大学院修了後やア
カデミアなどへの就職後の男女の不平等のために
女性研究者の数は期待ほど増加しなかったことも
明らかとなった。結局、論文１の Mattis の言う
ように、女性の不利という現実は多かれ少なかれ
少女の進路選択や大人の助言に影響を与えてしま
う。組織の男女平等を実現させない限り、せっか
く STEM に関心を持ち多大なコストをかけて学位
を取得した女性たちを失望させ、続く若い世代の
少女たちにさらに負のメッセージを与えかねない
ことになるだろう。
　日本では、一種のパイプライン型プログラムで
ある女子中高生の理系進路選択支援政策が行われ
ている。女性の STEM 系の学部生をより増加させ
るには時間を要するとは考えられるが、米国や
EU の事例をさらに研究して改善していく必要が
あるだろう。また、パイプライン型プログラムと

並行し、女性研究者支援事業によって、研究機関
の組織文化を変革する努力を促していることには
重要な意義がある。こちらも諸外国の取組をさら
に研究する必要がある。一部の組織で採用の際に
女性を優先することが奨励されていることは効果
が見込めるが、ポスト自体が多くはないため、か
なり積極的な運用が求められるだろう。また、ア
カデミアを離脱せざるを得ない女性を減少させる
ためにも、よりアカデミアが女性にとっても働き
やすく魅力あるものであり、男性研究者も家庭内
労働をして当然というような文化を醸成していく
必要があるのではないだろうか。

6.	おわりに

　本稿では、システマティックレビューの手法を
用いて、「パイプライン理論」に関する文献を検
索し傾向を把握した後、特に 2006-2015 年の８件
の論文に関してレビューを行った。女性の科学技
術人材を増やすためには、大学で理工系を専攻す
る女性を増加させることが前提として必要である
ため、2006 年以降も「パイプライン理論」を前
提とした政策は行われている。また、米国におけ
る 30 年間に及ぶ「パイプライン理論」に基づい
た女性研究者増加政策は、専攻によって伸び率は
異なるものの、女性の学部生や博士号取得者を増
加させた。しかし、多くの分野ではアカデミアに
採用される段階で最も女性には困難があり、その
後も、ジェンダー格差が続き、女性研究者の過少
代表性は期待ほど解決されていないことが明らか
になった。女性の数を増やそうとするのみでは過
少代表性やジェンダー格差が解決されない。無意
識のバイアスや男性優位の組織文化を変革させる
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必要性があると言う議論の重要性も改めて確認す
る結果となった。
　今回行ったシステマティックレビューでは、
様々な分野から資料を抽出することができた。
一方でこうした研究方法の限界として、Google 
Scholar と ERIC では記事タイトルに検索対象を
限定し、かつ pipeline と women または woman、
または female の両方の語がタイトルに入ってい
る資料に絞ったため、「パイプライン理論」を中
心的に論じている論文でも抽出されなかった可能
性を否定できない。現実的に検討可能な数を検索
するための工夫は必要であったが、検索語やデー
タベースに関して検討の余地が残った。

付記
　本研究の一部は、2016年11月６日に開催された
科学技術社会論学会第 15 回年次研究大会で口頭発
表した。なお、本研究は JSPS 科研費 16H03324 の
助成を受けたものである。

注
（１）   EU や米国の政策展開の概要は、小川（2016）の

図４「欧米の取組」を参照していただきたい。
（２）   例えば、中国国家科学技術部の支援の下、中国科

学院科学技術政策・管理科学研究所の研究員らの
グループが実施した調査研究において、科学技術
分野の女性の研究能力開発を促す政策及び具体的
措置として「パイプライン理論」を用いて説明が
なされている［張他 2008: 128-129］。

（３）   例えば、Bambra et al. （2005）など。
（４）   例えば、イギリスで広範に使用される教育研究法

のテキスト［Cohen et al. 2011］に示されている
ほか、ロンドン大学教育研究所のThe EPPI-Centre
に お い て 研 修 等 が 行 わ れ て い る（EPPI-Centre 
n.d.）。

（５）   例えば、Perry & Hammond （2002）など。
（６）   Google Scholarは本文まで検索すると３万件以上

ヒットするため、「パイプライン」について中心
的に議論しているものに絞るために、記事タイ
トルの検索に限定した。また、「citation」は含め

「articles」を検索対象とした。
（７）   PubMedは、「pipeline women」のみだと手術の技

法等の記事が多数抽出されるため、「career」を検
索語に入れた。

（８）   「ダブルバインド」については、Coleman（2005: 
529）、「ダブルスタンダード」については佐藤

（2009: 177）、「内集団ひいき」については浅井
（2005: 241）も参照した。
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寄稿・活動報告　

ジェンダー視点からの復興をめざして
―東日本大震災後の岩手大学の事例から―

堀　久美　　岩手大学男女共同参画推進室 准教授
菅原悦子　　岩手大学 理事・副学長・男女共同参画推進室長

1.	はじめに

　2011 年３月 11 日、三陸沖を震源地とする大規
模な地震が発生し、東北地方の太平洋岸を巨大な
津波が襲った。岩手大学は内陸部に位置するため
キャンパスの被害は小規模であったが、被災県に
ある地域の拠点大学として、未曾有の災害からの
復興に向けたさまざまな取組を行っている。
　ところで、このような自然災害の影響に、ジェ
ンダーによる差異があることはすでに指摘されて
いる。世界的に頻発する災害に対する関心の高ま
りの影響を受け、「災害とジェンダー」という領
域にも関心が高まり、急速に研究が進んだ成果で
ある。しかし、日本におけるジェンダー視点から
の防災・復興政策は不十分であり、東日本大震災
後改めて、防災・応急的対策・復興過程等でのジェ
ンダー視点の不足を改善することが喫緊の課題と
なった（原 2011 他）。
　東日本大震災後も各地で大規模な災害が起きて
いる。防災・復興を検討する際の一助になること
を願って、ジェンダー視点からの復興をめざした
本学の取組について報告を行う。被災地でのニー
ズや状況は、時間の経過とともに変化しているこ
とを踏まえ、次章から、概ね時系列で取組を報告

する。

2.	応急期の取組（2011年３月～2011年６月）

　発災直後から、岩手大学では「岩手の復興と再
生にオール岩大パワーを」のスローガンのもと、
全学をあげて取組を開始した。男女共同参画推進
室でも室長の指示のもと、大学の男女共同参画推
進室が取り組むべき課題を検討し、①災害対応に
おけるジェンダー視点や多様性尊重に関する情報
発信・意識啓発と、②災害時における女性特有の
ニーズに対する配慮不足への対応を開始した。
　３月中に、①として、「災害と女性」等のウェ
ブサイトを紹介するページを立ち上げた。４月初
旬からは、被災地にボランティアに行く学生のた
めの事前説明会でパンフレットを配布し、「安全
で無事に帰ってくる」「ひとりで行動しない」等
を伝えた。このパンフレットは、地域で男女共同
参画推進を目的に活動する NPO 法人参画プラン
ニング・いわての協力を得て作成した。日本助産
師会岩手県支部が被災地の女性と避難所運営者に
向けたメッセージ（チラシ）を作成するのに、男
女共同参画推進室（以下、岩手大学男女共同参画
推進室については室と略す）が協力したことも
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あった。これらの地域の女性団体との連携がス
ムーズに行えた背景に、地域で活動実績のある研
究員が室にいたことが挙げられる。
　その後も、４月後半には「震災後の学生からの
相談に向けた情報交換」をテーマに、フェミニス
トカウンセラーを講師とする講義とワークショッ
プの研修を実施したり、６月には「ボランティア
学生の経験を男女共同参画の視点から聴く」を
テーマに、避難所の交通整理やドロかきに従事し
た女子学生、後述の母親・妊婦対象プログラムで
子どもの遊びを支援した男子学生が活動を報告す
る場を設けたりした。
　②としては、発災直後から、本学教職員・学生
等に向け、平常時は、事前登録・事前申込みが必
要な学内保育スペースの当日緊急利用を可能にし
た。保育スペースは発災の３か月前に開所したば
かりで、この時は利用がなかったが、スペースの
周知が進んだ後は、台風による臨時休校の際に緊
急利用の例があり、災害時に必要とされる対応策
だと言えよう。また、４－５月には、助産師会、
岩手県、医師会等が実施した、被災した乳幼児を
持つ母親・妊婦を対象としたプログラムの支援も
行った。室の呼びかけに応じた学生がボランティ
アとして参加したが、母親からは「学生さんと一
緒にのびのびと遊ぶ子どもの姿を見てうれしかっ
た」という感想が、学生からは「震災ボランティ
アということで身構えていたが、子どもたちから
元気をもらった」という感想があった。

3.	政策決定過程に向けた取組（2011年５月
～ 2014年１月）

　発災から数か月、岩手県では復興基本計画を策
定する動きが本格化していた。４月に設置された
岩手県東日本大震災津波復興委員会は、当初、女
性委員はゼロであった。女性委員は第２回には２
名となっていたが、室では、５月のニュースレター
に同委員会委員長であった藤井克己学長（役職は
いずれも当時、以下同じ）のインタビュー記事を
掲載し、ジェンダー視点の必要性を発信した。地
域の女性たちからも、女性の参画を要望する声が
あがった。
　このような動きを受け、県は、７月に、女性団
体の代表等 12 名による「復興基本計画（案）策
定等に係る女性との意見交換会」（以下、意見交
換会）を開催、本学副学長／男女共同参画推進室
長が座長を務めた。意思決定過程への女性の参画
の重要性が言われているが、実際に、議論の場で
意見を伝え、力を発揮することは容易ではない。
大学には、地域の女性の参画を牽引することが期
待されている。女性たちの意見を確実に政策に反
映させる方策として、意見交換会での提言提出を
考え、「岩手県の復興にダイバーシティ（人の多
様性）視点を徹底させるための３つの提言」を作
成した。意見交換会で、座長が提示したこの提言
は、参加した女性たちの賛同を得て、県に提出さ
れた。岩手県の復興基本計画に、「被災者一人ひ
とりにとっての復興を実現するため、女性や高齢
者、障がい者、子ども、若者、外国人県民等の視
点も含めた、社会的包摂（ソーシャル・インクルー
ジョン）の観点に立った取組の展開が図られるよ
う留意する」という文言が盛り込まれているのは、
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この提言が反映されたものである。
　岩手県では、その後も、2012 年６月（第２回）、
2013 年７月（第３回）、2014 年１月（第４回）
に同様の女性との意見交換会が開催され、座長を
務める室長を中心に作成した提言が毎回提出され
た。提言の内容は、その時々の状況に応じて変
化しているが、主なポイントは、①復興に係る政
策方針決定や実施のための県・市町村の組織への
女性の参画を 30％に（全ての回）、②意見交換会
の定例化、より多様な女性の参画（第２回、第３
回、第４回）、③女性相談・生活再建助成申請支
援、起業支援等の事業継続や予算措置（全ての回）、
④ダイバーシティ視点に基づく復興のための関係
者の意識啓発・研修実施（第２回、第３回、第４回）、
⑤ジェンダー統計の収集・公表（第２回、第４回）、
⑥世帯ではなく一人ひとりの意向尊重（第３回）
等である。
　室では、2011 年８月に「人の多様性を尊重し
た岩手の復興を考える」をテーマとするシンポジ
ウムを開催した。復興に向けた計画策定が進む状
況をふまえ、復興におけるジェンダー主流化をめ
ざし、財政面からの議論も盛り込みたいと、基調
講演は当時の総務省地方財政審議会会長、内閣府
男女共同参画会議専門委員であった神野直彦（敬
称略、以下同じ）に依頼した。パネルディスカッ
ションでは、被災女性の支援に取り組む NPO 法
人参画プランニング・いわて理事長の平賀圭子、
阪神・淡路大震災後の状況をジェンダーの視点か
ら調査研究した神戸大学教授の朴木佳緒留、本学
学長の藤井克己が登壇した。当日は岩手県副知事
や復興局長をはじめ、約 150 名の参加があった。

4.	意識啓発・意見交換に向けた取組（2012
年３月～ 2016年３月）

　災害とジェンダーに関する情報発信・意識啓発
は、発災直後から、大学の男女共同参画推進室が
取り組むべき課題として位置づけてきた。2012
年以降も、状況の変化に合わせ、復興や防災を
テーマとするシンポジウムを企画、現在も継続し
て行っている。以下、開催順に概要を述べる。
 ・  2012 年３月　シンポジウム「東日本大震災か

らの復興の現状とこれから～人の多様性の視点
から～」

　  　NPO 法人や任意団体として、復興支援活動
に携わる８名が、人の多様性の視点から、講演
とラウンドテーブルでの報告を行った。このシ
ンポジウムにより、被災地の女性の現状ととも
に、女性たちが支援の担い手であることも発信
できたと考えている。また、この場は、さまざ
まな背景をもつ女性団体のネットワーク構築の
機会ともなった。

 ・  2012 年８月　国際シンポジウム「女性の視点
からの持続可能な復興」

　  　東京家政大学、NPO 法人参画プランニング・
いわてと協働で、トリシア・バッハテンドルフ、

ラウンドテーブルでの報告
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樋口恵子、原ひろ子による３本の講演と本学の
取組報告を行った。翌日からは沿岸被災地を回
る１泊２日のツアーが実施され、東京家政大学
関係者等が、女性たちの復興支援の現場の視察
や体験談・事例報告を聴くプログラムを展開し
た。

 ・  2013 年３月　シンポジウム「いのちと健康が
守られる復興後の社会へ」

　  生物化学、土木工学、農学等の分野の女性研究
者が基調講演やパネルディスカッションに登
壇、女性研究者・技術者など、多様な一人ひと
りの復興への貢献とその意義について議論を深
めた。

 ・  2014 年２月　シンポジウム「『本格復興期』に
おける多様な人の『参画』に向けて～復興実施
計画（第２期）概要と復興過程への参画のヒン
ト～」

　  　岩手県では、2011-13 年度を「基盤復興期」、
続く 2014-16 年度を「本格復興期」、2017-18
年度を「更なる展開への連結期間」と位置づけ
ている。本格復興期開始直前のタイミングで、
岩手県復興局担当者、支援活動に携わる女性２
名、被災地をフィールドに研究活動を行う本学
男性教員２名、本室室長が登壇し、それぞれの
取組を報告したのち、参加者とともに、復興過
程への参画に向けてディスカッションを行っ
た。

 ・  2015 年３月　パンフレット「男女共同参画の
視点をふまえた岩手大学の復興支援」

　  　仙台で開催された第３回国連防災世界会議
での情報発信を目的に、日英２か国語標記の
パンフレットを作成し、本学主催のパブリッ
クフォーラム「地域のレジリエンスとキャパシ

ティ・ビルディング」
会場や展示ブースで配
布した。また、世界会
議の直前に本学で開催
された本学地域防災研
究センターによる「地
域防災フォーラム」で、
ジェンダー視点からの
取 組 に つ い て 報 告 を
行った。

 ・  2016 年３月　シンポジウム「多様性を尊重し
た岩手の復興・防災を考える―防災世界会議の
成果を活かすために―」

　  　NPO 法人インクルいわて理事長の山屋理恵
による「岩手県における支援活動の現場から」、
本学地域防災研究センター長の南正昭による

「岩手大学の防災に向けた取組み」、本室室長に
よる「岩手県における復興過程への女性の参
画」の３報告に対し、元国連開発計画（UNDP）
ニューヨーク本部開発政策局の大崎麻子より

「『仙台防災枠組』からみた岩手の取り組みにつ
いて」と題したコメントがあった。また、沿岸
の漁業協同組合女性部長や岩手県総合防災室職
員を交えたディスカッションも行った。

　主催事業の他、県や男女共同参画関連の施設・
団体の依頼を受けての講演や報告も積極的に行っ
てきた。
　これらのシンポジウムや講演等を通じて、多様
性尊重・多様な人の参画の重要性への意識啓発に
取り組んできた。シンポジウムには、学外からは、
支援活動に携わる女性、岩手県の復興や防災の担
当者、防災やジェンダーはもちろん、文理を超え
た多様な分野の研究者に登壇いただいた。学内で

 パンフレット表紙
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は、学長、理事、地域防災研究センター長をはじめ、
被災地を研究フィールドとする教員が、性別を問
わず、登壇した。教員は、そのほとんどが、国や
県の復興関係の委員会委員でもあった。このよう
に、さまざまな立場・背景の人びとが、ジェンダー・
多様性尊重の視点から復興・防災をテーマに情報・
意見交換を行う場を提供したことは、大学の社会
的責務としても意義があると考えている。

5.	本格復興期の取組（2014年４月～）

　2014 年４月、岩手県東日本大震災津波復興委
員会（以下、復興委員会）に、女性参画推進専門
委員会（以下、女性委員会）が設立された。委員は、
第３章で紹介した意見交換会に参加していた県内
各分野の女性有識者で、座長を務めていた本室室
長（本学理事・副学長）が委員長となった。同時
に、復興委員会の委員にも就任し、漸増していた
同委員会の女性委員は４名となった。女性委員会
の所掌事務は、復興における女性参画の推進に関
する現状と課題の調査、分析等と復興における女
性参画の推進のための提言で、女性だけの委員会
の設置は、被災県で唯一である。それまでの意見
交換会で提出した提言に対しても、県は政策に反
映させ、その反映状況を翌回の意見交換会で報告
する等の対応がなされていたが、復興委員会等の
場で報告されることはなかった。これに対し、女
性委員会での審議状況は、復興委員会に報告され、
そこでの議論に反映される。つまり、女性委員会
の設立は、防災・復興についての県の意思決定過
程に女性が参画するシステムが１つ確立したこと
を意味する。室の専任教員も、女性委員会のもと
に設置された「女性参画による被災地のなりわい

再生ワーキンググループ（以下、なりわい WG）」
の一員として、議論に加わることとなった。
　女性委員会は、第１期中（2014-15 年度）に、
５回の委員会と２回の現地視察を行った。なり
わい WG は、２回の現地視察を含め４回の会合を
もった。たとえば、2015 年 10 月の女性委員会・
なりわい WG の合同現地視察では、沿岸被災地の
起業女性や被災者支援を行う NPO 法人の女性た
ちから話を聞き、女性の活躍に向けた支援の必要
性を改めて確認した。なりわい WG では、「なり
わいの再生に向けた女性の活躍支援」として、起
業後の伴走を含めた女性への重点的支援の実施や
NPO 等の運営基盤の強化等を、また「女性が地
域で活躍できる環境づくり」として、男性・地域
の意識改革の促進や住居・雇用・生活環境等に対
する不安の解消等を対応策とする調査報告案を作
成した。この調査報告案は、女性委員会での検討
を経て、復興委員会で報告をされ、たとえば、岩
手県が実施する「さんりくチャレンジ推進事業」
において、「助走に加えて、最後までのフォロー
をする伴走支援の制度」が盛り込まれる等、一定
の成果をあげた（第５回女性参画推進専門委員会
会議録（１）：16-17）。
　さらに、女性委員会の意義は県内にとどまらな
い。国が策定する「後期復興５カ年の復興基本方
針骨子案」に「女性の参画」が明示されていなかっ
たことに対し、女性委員会有志が、県知事と復興
庁岩手県復興局を通じて復興大臣に要望書を提出
した。これを受け、岩手県では、「国にご意見を
申し上げまして、（その後制定された基本方針の）
案の段階で（女性の参画が）明示されておりまし
た。これも、女性参画推進専門委員会の要望によ
る成果」（同：19）と述べており、女性委員会が
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女性の組織的な意思決定過程への参画の回路と
なったことがわかる。
　2016 年度からの第２期の女性委員会は、一部
の委員を入れ替え、若手、沿岸居住、IU ターン
といった多様な背景をもつ女性が委員に加わっ
た。委員長は引き続き、本室室長が就任し、継続
して復興における女性の参画の牽引役が期待され
ている。
　大学の男女共同参画推進室が、女性委員会や意
見交換会に、ジェンダーの視点からの情報を提供
できたことにより、これらの取組の成果を拡充で
きたと考える。

6.	まとめに代えて　

　男女共同参画社会実現に向けて大学が果たすべ
き役割は大きく、地域の学術拠点としての自覚を
もって取り組むことが求められる。岩手大学では、
2012 年に公表した「岩手大学男女共同参画行動
計画」（実施期間 2013-2017 年度）において、「男
女共同参画の視点を大切にした東日本大震災にか
かわる復興支援に取り組む」ことを掲げ、少なく
とも 2017 年度末までは取組を継続することを定
めている。東日本大震災からの復興は現在も道半
ばであり、長期にわたる取組が期待されている。
それゆえに、平常時においてのジェンダー視点が
地域に浸透するような取組が重要・不可欠になっ
ている。さらに、防災においては、緊急時こそジェ
ンダー視点の重要性は高まることが指摘されてい
る。しかし、平常時にできないことが緊急時にで
きるものではない。防災においても、ジェンダー
視点が地域に浸透するような取組が重要である。
　岩手大学では、学長が「男女共同参画社会実現

に向け、地域を先導する」ことを明言している。
室では、これからも地域の多様な機関や人々と連
携しながら、ジェンダー視点からの復興・防災に
かかわる取組を進めていく。みなさまのご協力、
ご支援をお願いしたい。

注
（１）   http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_

files/000/000/044/148/5gijiroku.pdf
　　 （2016年9月24日最終閲覧）

参考文献
　  原ひろ子 2011「日本における災害予防、発生直

後の対策、復興過程などにおけるジェンダー課題」
『学術の動向2011年８月号』pp.93-96.
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野球マンガにおける性役割描写の変遷

大橋充典
九州大学大学院人間環境学府 博士後期課程３年

1.	問題の所在と本研究の目的

　本稿の目的は、野球マンガの分析を通して、ス
ポーツの文脈において描かれてきた性役割を浮か
び上がらせ、その変遷を明らかにすることである。
一般的に性役割とは、「社会的、文化的に作られ
た『女らしさ』『男らしさ』のレッテルつき行動
様式」［新社会学辞典 1993: 872］とされる。また、
Sennet［1974: 57-58］による役割の捉え方は、「信
念と行動のコードがあいまって」つくるものであ
り、「信念とは社会生活の論理的認識（イデオロ
ギー）の活性化である」ため、状況や条件などに
応じて同じ行動であっても異なるコードで解釈さ
れる。
　ところで Hall［2001: 96］は、スポーツにおけ
る「男女間の差異」について最も助長し影響を与
えるものはメディアであると指摘する。これまで
スポーツの文脈において、ジェンダーの生産・再
生産に関して研究されてきたものは、新聞やス
ポーツ中継といったマス・メディアにおける分析
から検討されたものが多い一方で、松田［1993: 
206］によれば、1980 年代以降のスポーツマンガ
は、フィクションであった時代と異なり、流行と

いう現実のスポーツ現象をつくり出すように作用
するようになっているという。また、亀山［1990: 
22-23］は、スポーツが物語化される時、スポー
ツにおける出来事が前提に存在するが、その出来
事自体はそれ以前に我々が経験した物語の影響を
受けていると説明し、「出来事と物語の循環」が
存在するという。本稿で明らかにしようとする性
役割は、マンガにおいて物語化されたスポーツが
分析対象であり、現実のスポーツ現象に影響を与
えうるスポーツマンガを分析対象とする点で意義
がある。
　ここでは、各年代において特徴的なテーマを持
つ「巨人の星」、「ドカベン」、および「タッチ」
に焦点を絞り、分析を行う。分析対象となる作品
を上記３作品に限定している点に関して以下に記
載する。これまでマンガの言説分析を用いた先行
研究では複数の作品が対象とされることが多い一
方で、研究対象となる作品の増加に伴い、言説分
析の内容が精緻なものでなくなるケースも少なく
なかった。本稿では、作品中におけるコマや描写
の数などといった計量的な分析からの特徴化を目
的としていない。また山本［2006: 23］によると、

「メディアによって再生産されるスポーツ・イメー
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ジは、社会において好んで受け入れられているイ
メージである」という。ここで取り上げた３作品
とも、発行部数が多く、また後にアニメ化されて
いるという点において、作品数は限定されている
ものの、多くの視聴読者への影響力を有している。

2.	分析の枠組み

　本稿の目的は、男女というカテゴリーを〈支
配—従属〉関係といった枠組みで捉え、分析を
行うことではない。つまり、Connel［2002: 131-
132］が指摘するように、性役割は「『社会化』に
よって習得される」ものとして従来の男女二項対
立的なジェンダーの文脈で捉えられてきたが、性
役割は複数のパターンで存在するものとして捉え
る必要がある。たとえば Eve Sedgwick は、男性
社会におけるホモソーシャルな集団という構造
を用いて、同性および異性との関係性を論じて
いる。Sedgwick［1985: 37］によれば、「男対女
の権力関係は男対男の権力関係に組み込まれてい
る」という。つまり、〈男同士の絆〉がホモセク
シャルな関係と同義でないことを示すために、ホ
モフォビアやミソジニーといった支配的な立場
をとっているというのである。そこで本稿では、
Sedgwick の捉える〈男性集団〉対女性の関係か
ら、性役割について検討する。ただし、女子マ
ネージャーの物語を対象として分析を行った高井

［2004: 218］ によれば、Sedgwick の議論では女性
を出発点としたセクシャリティの視点が考慮され
ていないという。つまり、前提とされている〈集団〉
および視点は男性のものでしかない、という指摘
である。本稿における分析の視点には、〈男性集団〉
との関連で描かれる女性のセクシャリティも含め

た。

3.	年代別野球マンガの分析

（１）			「巨人の星」	
（『週刊少年マガジン』1966年～1971年掲載）

１） ストーリー
　プロ野球の読売巨人軍の三塁手であった父・一
徹から「巨人の星」を目指すため、幼少期から野
球の英才教育を受けた星飛雄馬は、血のにじむよ
うな特訓の末、会得した大リーグボールを武器に、
巨人でプレイする。伴宙太とは青雲高校時代から
投手と捕手の関係であり、紅洋高校の花形満や熊
本農林高校の左門豊作といった強者たちとは生涯
のライバル関係にある。
２）   禁欲的な男性集団における支援者としての女性
　男性のスポーツ集団における女性の存在が、最
もわかりやすい形で表されているのは、女子マ
ネージャーであろう。しかしながら、1960 年代
から 1970 年代後半にいたるスポーツマンガにお
いて、それらの描写はほとんど存在しない（厳密
に言えば、少年マンガにおいて女子マネージャー
の描写は見られない）。一方で、現実の世界にお
いて、全国的に男子運動部に女子マネージャーの
存在が確認されるのは、1960 年代以降であった
と言われている［高井 2005: 45］。これらの時期
において描かれる女性の多くは、スポーツの世界
とは切り離された世界に存在する女性である。「巨
人の星」においては、主人公・星飛雄馬の姉・明
子が最も登場回数の多い女性として描かれてい
る。本作において、明子は父・一徹と飛雄馬を家
庭内で支える母親の役割を担っているが、巨人の
川上監督が星宅を訪れる以下のような場面があ
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る。「明子さん・・・・でしたな　美しくきよら
かでそのうえ 万事ひかえめな日本女性のかがみ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に成長された」［７巻 164 頁　強調は筆者による］。
さらに、「大リーグボールも世間のいう打撃の神
さまもそのかげにはけっして出しゃばらぬ

4 4 4 4 4 4

が男の
戦いをもりたてる女性の力があった」と続ける［７
巻 171 頁　強調は筆者による］。
　この支援者としての女性は、陰ながら支援する
べき存在であることが強調されおり、野球という
世界において、自らの肉体および精神を追い込ん
でいく男性たちの中に入ることを赦されない存在
として描かれている。「巨人の星」で描かれる男
性集団とは、紛れもなく強固なホモソーシャルな
集団である。飛雄馬の永遠のライバルである花形
満が甲子園の決勝で、飛雄馬からホームランを打
つシーンはあまりにも有名であるが、血染めの
ボールに気づいた花形は涙を流してグラウンド上
で飛雄馬と抱き合うのである［３巻 114 頁］。そ
こには、「禁欲」の対象となるような女性の存在
は排除されており、異性愛の対象として描かられ
ることはほとんどないのである。

	（２）			「ドカベン」	
（『週刊少年チャンピオン』1972年～1981年掲載）

１） ストーリー
　「ドカベン」こと山田太郎は、本作序盤におい
ては、鷹丘中学で柔道部として活動しているが、
かねてから豊富な野球経験と才能のある山田の存
在に気づいた長島主将や、岩鬼、殿馬らとともに
鷹丘中学で野球を始めることになる。明訓高校に
進学後は、中学時代からのチームメイトである岩
鬼や殿馬に加え、山田を追いかけて入学した里中
らと共に、超人的なライバルたちと対しながら、

甲子園優勝をめざす。
２） 男性集団におけるラディカルな女性
　本作が特徴的なのは、山田の妹であるサチ子が
グラウンドや観客席、あるいはベンチにも登場す
る点である。「巨人の星」における飛雄馬の姉・
明子と同様、サチ子も山田家の母親的な存在とし
て、一家を支えている。ただ、「巨人の星」と異
なるのは、ひかえめで陰から支える存在としての
女性ではなく、男性あるいは男性集団に対して、
口うるさく意見する女性として描かれている。
　また、鷹丘中学時代、ソフトボール部に所属す
る朝比奈は、野球部のグラウンドで揉める山田と
岩鬼の間に入り、野球で勝負するよう指示してい
る［１巻 47-64 頁］。前節で述べたとおり、「巨人
の星」で理想とされていた女性は、紛れもなく控
えめな支援者である。それは、禁欲的な世界で闘
う男性の世界に立ち入る隙を見せない男性集団と
の比較の文脈で描かれたものであり、表舞台に姿
を現すことはなかった。しかしながら、本作では
男性を支える支援者である一方で、男性に対して
意見する女性の姿も少なからず存在している。つ
まり、男性集団から排除される女性の存在が描か
れている一方で、ホモソーシャルな男性集団に対
して意見をする女性の描写は、単に男性集団から
排他的に扱われる女性とは明らかに異なってい
る。例えば、サチ子は山田の妹であり家族である
と同時に、山田の所属する明訓高校野球部の一員
とも言える役割を持つように描かれているのであ
る。ただ、後述する「タッチ」の朝倉南や新田由
加のようないわゆる女子マネージャーとしての一
員ではない。それは、同じ仲間ではあるものの、
同じ高校に所属していないという意味において、
同集団に所属しきれていない。そのため、勝手気
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ままな言動や行動が数多く描かれているが、浅井
［1990: 108］によれば、こうした子どもによる甘

えやわがままも強固さをもった「イノセント権力」
として行使されるという。つまり、従来の〈支配—
従属〉関係とは異なる形での権力が描かれている。

	（３）			「タッチ」	
（『週刊少年サンデー』1982年～ 1986年掲載）

１） ストーリー
　明青学園中等部に通う上杉達也と和也は双子で
あり、隣同士に住む浅倉南とは幼馴染である。「バ
カ兄貴」と揶揄される双子の兄・達也は、文武両
道の弟・和也といつも比較される。明青学園高等
部進学後、野球部で甲子園を目指す和也は決勝戦
当日、交通事故にあい突然この世を去る。和也の
意志と南の夢を受け継いだ達也は、野球部に入り、
甲子園を目指す。
２） セクシャリティの対象としての女性
　前述のように、運動部における女子マネー
ジャーの存在については、1960 年代以降確認さ
れているが、メディアによって頻繁に描かれるよ
うになったのはこの時期以降のことである。本作
における男性集団は、主人公・達也の所属する明
青高校野球部という集団以外にも、ホモソーシャ
ルな関係が複雑に存在する。例えば、須見工の４
番打者である新田明男、勢南高エースの西村勇は
それぞれが同じ県の代表をかけて戦うライバルで
ある一方で、野球というフィールド外での交友関
係が描かれる場面も多い。達也を含めた彼らは、
それぞれが別の野球部に所属しながらも、野球と
いうカテゴリーにおいては、同じ集団に帰属して
いる存在なのである。そこには、「巨人の星」の
ような強固な禁欲主義的な練習や闘争心が描かれ

ることはなく、さらにライバルである達也に投手
としての駆け引きを教示する西村の姿［11 巻 16
頁］や変化球打ちの見本を見せる新田の姿［10
巻 142-147 頁］が描かれている。ここでの三者の
関係はこれまでの闘争本能で繋がる男性主義的な
集団ではなく、南に想いをよせる存在として共通
している。つまり、ホモセクシャルではないホモ
ソーシャルな関係であることの証明のために女性
を排他的に扱うのではなく、むしろそれは、ヘテ
ロセクシャルであることが積極的に描写されてい
るのである。ただその一方で、明青高校の OB で
ある柏葉監督（登場時は監督代行扱いであった）
は、禁欲的な練習を強いることで野球部再建を試
みる。そこでは、新体操部と野球部のマネージャー
を兼務している南は野球部から排除されるが、後
輩マネージャーであり達也に恋愛感情を抱く新田
由加がマネージャーとして従事することには口出
しされない。つまり、禁欲的なスポーツの世界に
身をおき、男性集団から女性を排除しようとする
働きと、女性を積極的に集団内に取り込もうとす
る働きが存在しているのである。
　また、〈男性選手—女性〉から〈女性選手—男性〉
の逆転が起こっている場面がある。新体操で関東
大会に出場する南の姿を見るために、達也は練習
中に野球部のユニフォームを着たまま抜け出して
行くのである。その時点で達也にとって、南はも
はや手の届かないスター選手になってしまう様
が描かれている［17 巻 154-163 頁］。これは 1980
年代以降、とりわけ「タッチ」を契機として、男
性集団における女性は、男性集団から隔絶された
単なる支援者としての女性ではなく、むしろヘテ
ロセクシャルな対象としての女性であり、また常
に魅力を発信する存在であることが示されている
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ともいえる。つまり、これまで男性世界との比較
のみでしか存在が語られてこなかった女性の存在
に関して、積極的に女性性を主張しようとする女
性の姿を窺い知ることができる。

4.	まとめにかえて

　分析対象としたそれぞれの作品において、男性
中心主義的な表現が存在していたことは明らかで
ある。それは、従来の家父長制に基づくイデオロ
ギーが前提とされた性役割描写が示しているとお
りである。ただ、その一方で理想とされる性役割
に変化が生じていることも事実である。たとえば、

「巨人の星」で描かれる性役割とは、屈強かつハ
ングリーな男性とそれらを陰から支える女性で
あった。そこには、「ドカベン」にある男性集団
や男性に口出しする女性の存在が描かれることは
ない一方、「タッチ」の達也や新田のような冷静
な男性像とは対極とも言うべき、闘志むき出しの
男性が描かれていた。さらに、男性集団の中で女
性であるマネージャーの存在を積極的に認めよう
とするヘテロセクシャルな視点がはっきりと描か
れるようになるのも、「タッチ」以降のことであ
り、そこでは達也や新田のヒーロー性よりも、南
のヒロイズム性の方が強調されているのである。
つまり、実際のスポーツの場において、ホモソー
シャルな空間が存在し続けていることは事実であ
るが、その一方で、1980 年代以降、ホモソーシャ
ルな存在である男性集団の中に女性の存在を引き
込もうとする意識が芽生え出していることも推察
される。また、今回取り上げた作品との関連でい
えば、高校野球ではいまだに女性選手の出場が認
められておらず男性集団から排除されている一方

で、女子マネージャーの存在は受け容れられてお
り、彼女たち自身がその仕事を「いきがい」とし
てアイデンティティを確立していることも認めら
れている［高井 2005: 159］。
　メディア・スポーツとジェンダーの研究領域に
おいて、藤田［2011］の研究は、女性監督が率
いる高校野球のチームを題材とした作品を分析対
象としている点で興味深い。日本の高校野球の歴
史では、甲子園大会において女性監督がベンチ入
りした例はない。つまり、2000年代以降、ホモソー
シャルな〈男性集団—女性〉の構造から分析す
るとすれば、男性集団をマネジメントする立場の
女性が現れたことは新たな視点である。これは、
単に物語の世界でのみ語られる問題ではなく、現
実の世界における女子マネージャーや女子選手の
問題 （１） との関連から検討する必要がある。
　最後に、本稿の限界と課題について述べる。本
稿で分析対象とした作品の主要テーマはすべて野
球であった。したがって、本稿で検討された性役
割については、野球という限定された世界におい
て描かれたものにすぎない。また、作品が掲載さ
れていた雑誌はすべて少年誌であり、さらに作者
も男性であった。このことから、男性中心の言説
や描写が多数存在していることは推測に容易い。
今後は、少女誌に掲載された作品や女性作者に
よって描かれた作品、さらには作中で扱われるス
ポーツの種類についても検討する必要がある。
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注
（１）  2016 年８月２日に行われた第 98 回全国高校

野球の甲子園練習で、ユニフォームを着用し
た大分高等学校の女子マネージャーに対して、
危険防止を理由に高校野球連盟（以下、高野
連）大会本部が練習を制止した。本件について、
高野連は「甲子園練習」の女子部員の参加の
是非について、協議を行うことを決めている

［『朝日新聞』2016年９月29日付，朝刊より］。
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活動などを記事として取り上げた。

　また、広報媒体についてデザインの統一を図る

ため、2015年度から芸術工学研究院の教員に広

報アドバイザーを依頼し効果的なデザインの作成

に着手してきた。ホームページのトップページに

掲載されている写真を差し替え、公刊された広報

誌ポリモルフィアおよび出産・育児および介護に

関するハンドブックも統一されたデザインとなっ

たが、2016年度は、これらの冊子等を学内外に

配布した。また、ニュースレターのデザインも

2017 年３月発行の第 16 号より改訂されること

が決まっている。

　学内の教職員に対するワークライフ・バランス

に関わる意識啓発についても、部局単位のファ

カルティ・ディベロップメント（以下、FD）お

よびスタッフ・ディベロップメント（以下、SD）

を実施した。男女共同参画推進室専任教員による

FDは、合同開催も含めて11部局に対して４回実

施し、SD はワーク・ライフ・バランス啓発活動

を行う法人から講師を招聘して合同開催として１

回実施した。年度内の実施予定として、2017年

２月にFDを１回開催予定である。

　企画広報環境整備部門では、企画広報と子育て

支援などの環境整備を担当しており、担当領域が

広範にわたるため、部門内でWorking Group（作

業部会、以下WG）を構成し、課題解決を図って

いる。2015年度より５WG（広報WG、講演会・

FDWG、報告書（新広報誌）WG、育児 WG、保

育園 WG）で活動をおこなっていたが、2016 年

より①企画広報WG、②育児・保育WG、③広報

誌ポリモルフィア編集委員会の３つにまとめた。

1. 企画広報WGの活動

　2015年度に、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、この分野でイニ

シアティブを発揮していくため、会議録等を収録

していた活動報告書を紀要型の広報誌に転換する

ことを決め、2016年３月にポリモルフィア創刊

号を公刊した。この広報誌については、WGとは

独立した編集委員会を設け、掲載記事の検討、簡

易査読等を担った。ニュースレターについては、

企画広報WGが担当し、前年度に引き続き冒頭の

特集で部局長インタビューを理学研究院長に実施

した他、ダイバーシティ研究環境実現イニシア

ティブ ( 特色型 ) の紹介と男女共同参画推進室の

2016 年度　企画広報環境整備部門活動報告

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

　子育て支援については、従来、病児保育や休日

保育の必要性について議論してきたが、「ダイバー

シティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」

の補助金によって育児シッター利用支援が開始さ

れ、ニーズへの対応がなされることになった。ま

た全国展開している育児シッター派遣を行う会社

と契約し、小さい子どもがいても学会出張先での

育児シッター利用が可能となった。2016年末時

点で、利用登録者は計13名、その内４名が複数

回の利用実績がある。また、2017年１月の大学

入試センター試験時に従事する教職員に向けて伊

都キャンパスで一時保育を実施した。さらに出産・

子育て、介護に関わるハンドブック『出産・育児

をむかえるときのハンドブック』『介護が身近に

なるときのハンドブック』を発行し、学内の教職

員、大学院生に配布した。学内保育施設について

は、2015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を増築し、2016年度

４月より定員を増やした。2015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」の結果は、2016年に概要をまとめ同年

９月に男女共同参画推進委員会にて報告を行い、

2017年３月末に集計内容をまとめたものを報告

書として発行予定である。今後は、研究者のワー

クライフ・バランス支援のニーズをより明確に把

握し、2017度の支援の充実に反映させる予定で

ある。

　課題として、出産･育児によるキャリアの断絶

の防止およびキャリア継続の支援については、大

学院生および学内保育施設のないキャンパスの研

究者に対する有効な対策について引き続き検討し

ていく予定である。また、在宅勤務を可能とする

環境整備に向けて、専任教員が複数の他機関へヒ

アリングを実施し、その結果を基に今後WGで実

施可能性を検討予定である。

3. 広報誌『ポリモルフィア』の編集

　2016 年３月に公刊された『ポリモルフィア』

創刊号は、学内の執行部、部局長、採択機関の女

性研究者支援部門、県内の男女共同参画関連のセ

ンターおよび図書館、高校等に配布した。2016

年度からは誌面の充実を一層図るため、投稿の募

集を開始した。その結果、2016 年 10 月までに

論文２編、寄稿２編の提出があり、その内、論文

は学内の教員に査読を依頼し、１編が採択された。

依頼・寄稿論文は編集委員で簡易査読を行ってい

る。より質の高い原稿の掲載の課題として、査読

者の選定方法、投稿原稿の募集時期と査読プロセ

スの確認、依頼論文の執筆者の選定等が挙げられ

る。

　その他、2017 年３月公刊予定の第２号では、

2016年３月に実施されたシンポジウム「多様性

の推進と性差に着目した科学技術革新」を特集記

事とし、ダイバーシティ推進トップセミナー、第

１回WWAS国際会議の内容なども掲載されるこ

とが決まっている。

4. その他

　本学教員の異分野間の交流を促す企画として、

2016年７月に「若手研究者・異分野交流会」を

実施した。参加した教員による研究発表と懇親会
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が開催され、第２回の実施も企画中である。一

方、男女共同参画推進室が学外の高校、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、キャリア形成支援を推進するイベントについ
てWGで検討を重ねていたが、招聘を予定してい
た登壇者との交渉、予算などのいくつかの障害が
あり、2016年度は実施を見送った。
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アピールできている。4.助成金の使途に関する計

画が適切であり、書類が丁寧に作成されている。

以上の項目に沿って、学生教育等部門の教員全員

で５段階評価の審査を実施し、応募者にコメント

を還元した。また、今後の課題として、計画書の

審査方法、複数回にわたって応募をする学生への

対応、英文での研究計画の審査、上記の審査基準

に沿った採択基準などを検討することなどが挙げ

られる。多岐にわたる興味深い研究計画が提出さ

れているが、応募者への教育的な意義から審査員

から厳しいコメントも出された。

2. 学内外への情報発信

　中等教育機関への情報発信については、７月に

福岡女学院高等学校に於いて実施された「はない

ち凛プロジェクト」で本学女性教員２名が研究紹

介を行った。また、福岡市が実施する「中学生の

ためのキャリアデザイン啓発事業」に当室の女性

教員４名を福岡市内の公立中学校に派遣し、キャ

リア講演を行った。８月には、箱崎キャンパスに

於いてオープンキャンパス企画「将来の夢に向

かって！～キャリアデザインってどんなこと？」

を出展した。現役生の協力もあり、高校生、保護

学生教育等部門における主な活動と今後の
課題

1. 「ジェンダー研究に取り組む学生への研究
助成プログラム」

　2010年度から始まった本プログラムは、2016

年度も継続して実施され、７年目を迎えた。６月

から８月まで学内掲示および九大ホームページに

て募集を行った結果、修士課程、博士課程に在籍

する計16名の学生から応募があった。提出され

た研究計画を学生教育等部門員全員で審査し、全

員が採択された。採択された学生の所属は、人間

環境学府が７名、地球社会統合科学府が４名、人

文科学府が３名、歯学府、芸術工学府がそれぞれ

１名である。2017 年２月 21 日に、研究助成を

受けた学生による報告会を開催し、その後報告書

を発行する予定である。

　2015年８月から審査項目の検討を続けていた

が、2016年度には、審査要項を作成し、以下の

４項目について明記した。1.募集要項に記されて

いる「ジェンダー研究」に沿った内容である。2. 

研究方法と実施計画について、具体的に記述さ

れている。3. 研究の特色・独創的な点について、

2016 年度　学生教育等部門活動報告
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4. 大学院生を対象とする啓発・研究活動支
援

　理化学研究所客員主管研究員の小野義正氏に講

師を依頼して、2016年６月に「若手研究者向け　

英語論文執筆集中講座」、10月には「科学英語論

文プレゼンテーション集中講座～ポイントで学ぶ

英語口頭発表の心得」、2017 年１月に「英語論

文執筆集中講座（中級～上級）」を開催した。小

野義正先生の講義は、参加者から大変好評であり、

2017年３月には、６月に開催されたセミナーと

ほぼ同じ内容の集中講座を伊都キャンパスでも開

催予定である。

5. 大学院生を対象としたWEB調査の実施

　2015年度に大学院生を対象としたWEB調査を

実施し、概要をまとめた。経済的な負担への心配

や社会に直結した場で研究を行いたいという学生

の希望により、博士課程の進学について躊躇する

学生がいることなどが把握できた。また、博士課

程在籍者の半数以上は男女ともに研究環境、家族

の理解、結婚・出産との両立について不安を持っ

ていることも明らかになった。大学院生の相談窓

口を設ける、大学院生向けのイベントに企業や大

学で活躍している博士課程修了者をロールモデル

として招聘するなどの対応が課題として挙げられ

る。この調査結果の概略は2017年３月末に報告

書として発行予定である。

者をはじめ来場者数は約80名となった。

　2016 年 10 月に伊都キャンパスで開催され

た ア カ デ ミ ッ ク フ ェ ス テ ィ バ ル で は、「Open 

Café2016 ～九大女子卒業生に聞く！ワーク・ラ

イフ・バランス講演」を出展した。今年度は、女

性リーダーとワーク・ライフ・バランスをテーマ

に、社会で活躍中の九州大学卒業生（OG）から、

ファイザー株式会社クリニカルリサーチ統括部 

廣橋朋子氏、国立研究開発法人宇宙航空研究開発

機構（JAXA）有人宇宙技術センター 岩田直子氏、

KYT鹿児島読売テレビ報道局報道部 山下香織氏

の３名にご講演いただき、現役生、高校生、一般

の約40名の来場があった。さらに、外国出身の

女性研究者ロールモデル集作成に着手し、教員お

よび博士後期課程の学生、ポスドク等14名に自

身の研究紹介やキャリアに関する展望等について

エッセイを執筆いただいた。この冊子は、2017

年３月末に発行予定である。

　今後の活動については、引き続き高等学校との

連携方法について検討が必要であり、イベントを

実施する際の集客方法についても課題が残った。

3. ジェンダー関連授業の開講

　地球社会統合科学府の大学院生対象講義「ジェ

ンダーとセクシュアリティ」は2015年度休講と

したが、2016年度に再開した。また、主に学部

下級生を対象として開講している「キャリアデ

ザイン」に関する講義は、2015年度に引き続き

2016年度も通年で実施した。
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3. 女性教員上位職の登用、職階別比率の改
善

　タイ王国において外務大臣等の経験者である

Prof. Dr. Krasae Chanawongse（グラッセー・シャ

ナウォン博士）を招聘し、2016年12月16日に「ダ

イバーシティ推進トップセミナー」を開催した。

同セミナーでは「社会の変革期における多様な人

材の活用」について御講演を頂いた。

　また、「学生・職階別女性比率を考慮した部局

の総合的評価指標」について検討を行った。過去

の「各部局中間評価」の試行例を参考に、2016

年度に実施された各部局事後評価データに基づき

ながら、検討課題・問題点が分かり易く伝わるグ

ラフ作成を試行している。

4. 女性研究者エンカレッジメントセミナー

　学内外で活躍する女性研究者を講師に開催して

いる「女性研究者エンカレッジセミナー」は第４

回を2017年２月２日に開催した。本学工学研究

院の三浦佳子教授を講師としてお迎えし、「新天

地でラボを立ち上げる ―ラボの運営はここがポ

イント―」のタイトルで御講演を頂いた。御講演

後に参加者による意見交換を行った。

　女性研究者支援部門では2016年度に以下の取

組を実施した。

1. 女性教員の業績評価

　2015年３月３日付けの「出産・育児期等に係

る期間の教育・研究業績評価について」に基づき、

取り纏め文書を作成した。同文書について、部局

を対象に実施した男女共同参画に関するＦＤ（対

象13部局）で内容紹介を行った。

2. 多忙な女性研究者の研究時間の確保

　研究活動基礎支援専門委員会において「出産・

育児や介護などのライフイベント、あるいは社会

貢献によって多忙な女性研究者」を対象とした研

究補助者雇用の経費支援を行っている。女性研究

者支援部門では、同審査に協力している。

　九州大学着任後に出産した女性教員（教授また

は准教授）を対象とした研究補助者雇用経費支援

は、本部門で制度導入時に検討し、2014年に開

始された。現在までに３人の女性准教授が支援を

受けている。

2016 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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5. 女性研究者研究力向上セミナー

　学生等教育部門と協力し、英語のプレゼンテー

ション（2016年10月）・論文執筆（2016年６月、

2017年１月）に係るスキル向上のセミナーを開

催した。３月も論文執筆セミナーを開催予定であ

る。

6. 女性研究者交流ランチ会

　2016年７月よりテーマ設定型ランチ会を開催

している。同ランチ会は、2016年度の新規企画

である。開催日は原則として奇数月の第１木曜日

である。テーマ例は「出産・育児をむかえるとき

のハンドブック」・「キャリアアップ」・「産休・育

休のアレコレ」などである。

　また、女性研究者ランチ会（各キャンパス持ち

回り型）を2017年２月に大橋地区で開催予定で

ある。前年度は2016年１月は筑紫キャンパスで

開催し、同ランチ会では、学位記への旧姓併記問

題などを含む、実りある意見交換が展開された。

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形成の

ための取組みとして、女性研究者ネットワーキ

ングワークショップを沖縄科学技術大学院大学

（OIST）と開催することとした。2016 年３月に

は本学の女性研究者８名がOISTを訪問し、2016

年11月末にはOISTから５名の研究者が本学（伊

都キャンパス）を訪問した。同ワークショップで

は、研究発表・討論・ラボ見学など活発な研究交

流が行われた。

8. 出産からの復帰者支援

　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）の活動として、女性研究者

の研究力向上の支援の一環とした「出産を経て、

研究の現場へ復帰した女性研究者」支援を試行し

た。同支援は、女性研究者支援部門から制度設計

提案のもと、研究活動基礎支援制度の一環として

実施され、2016 年度には 12 人の女性研究者が

同支援を受けている。

9. 女性研究者ための基金の創設

　九州大学卒業生からの「女性研究者・女子学生

支援のために寄付をしたい」との要望に応え、九

州大学基金の使途特定プロジェクトとして、「九

州大学女性研究者活躍促進プロジェクト」の設置

が承認された（2016年12月）。今後、同基金を

財源とし、女性研究者・女子学生を顕彰する賞の

創設などを行う予定である。

10. その他の女性研究者支援

　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（詳細は上

述参照）。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も最高

のＳ評価を受けたが、2014年からは「第２期 女

性枠設定による教員採用・養成システム」として
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2018年まで継続実施中である。これらの窓口は、

全て事務局研究推進部学術研究推進課となってい

る。
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132 女性活躍推進法における「一般事業主行動計画」 国立大学法人 九州大学

　九州大学は平成18年度以降女性研究者向けの支援策等を順次実施し、女性の活躍促進に向けた環境

を整備して来た。その結果、女性教員比率（及び人数）は平成21年の8.8%（193人）から平成26年

の12.7%（312人）へと大幅に増加した。今後は女性教員のさらなる増加と高職位への登用の促進、お

よび事務系職員の女性管理職の育成により、女性が活躍できる環境の整備を進めるため、意識啓発を中

心に次のように行動計画を策定する。

1.　計画期間

平成28年４月１日～平成33年３月31日

2.　本学の課題

（１）  種々の支援策により女性教員は増加傾向にあるが、女性教員比率は国立大学全体の平均値（15%）

よりも低く、教授・准教授における女性比率も１割に達していない。

（２）  事務系職員の女性採用比率は 50%を超えているが、課長以上の管理職における女性比率が低い。

3.　目標と取組内容・実施時期

目標１:  女性教員比率を平成 26 年 12.7% から 15.0% 以上に増加させる。また職位毎 の女性比率
を教授は 5.1% から 7.0% に、准教授は 11.1% から 13.0% に増加 させる。

　〈 取組内容 〉

 ・平成28年 ４月～　女性の活躍促進に向けた意識啓発FDの実施

 ・平成29年 ４月～　研究者カップルによるロールモデルセミナーの実施

 ・平成30年 ４月～　女性リーダーによるロールモデルセミナーの実施

 ・平成31年 ４月～　高職位を目指す女性教員のためのリーダー研修実施

 ・平成32年 ４月～　女性教授を中心とした研究プロジェクトの立ち上げ支援

女性活躍推進法における「一般事業主行動計画」
国立大学法人 九州大学
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目標２:  事務系職員における課長以上の女性管理職の人数を 20% 増加させる。

　〈 取組内容 〉

 ・平成28年 ４月～　職員向けステップアップ研修への女性の参加の推奨

 ・平成29年 ４月～　管理職を目指す女性事務職員の交流会の実施

 ・平成30年 ４月～　管理職を目指す女性を増やすための意識啓発SDの実施

 ・平成31年 ４月～　女性幹部職員のロールモデルの紹介
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び剽窃の疑いのある記事は掲載を認めない。投稿にかかる記事の種類は以下のとお
りとする。 
　　　①論文 
　　　②研究ノート （研究や調査の中間報告など）
　　　③資料（史料）（データ分析、翻訳等を含む） 
　　　④書評 
　　　⑤研究動向 
　　　⑥活動報告 
　　　⑦その他編集委員会が認めたもの
上記①の論文掲載の可否は、原則として学内の教員によるレフリー審査を通じ、九
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以外の記事の掲載の可否は、編集委員会の簡易査読を経て決定する。執筆者は、記
事を提出後、編集委員会の指示にしたがい、必要に応じて記事の修正をしたうえで、
完成記事を指定した方法と期日において提出する。
論文の一編当たりの記事の分量は、原則として日本語 400 字詰め原稿用紙に換算し
て 48 枚以内、Ａ４判用紙 12 枚以内とし、論文以外の記事については、Ａ４判用紙
６枚以内とする。日本語要旨、図表等すべてをこの枚数内に収め、枚数の超過は原
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九州大学内外の多くの方々のご尽力により、ポリモルフィア第2号を刊行することが

できました。厚く御礼申し上げます。今号では、シンポジウムや講演の抄録の他、査

読つきの投稿論文を掲載するなど、一段と充実した内容になりました。九州大学では、

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」事業を中心に、配偶者帯同

雇用制度実施に向けた活動など、男女共同参画における新しい取り組みを活発に行っ

ています。ポリモルフィアにおいては、このような九州大学の取り組みの紹介などの

情報発信の他、広く男女共同参画に関する情報共有・交換、さらには討論の場として

親しまれるものに育てていきたいと思います。今後とも皆様のご協力をよろしくお願

い申し上げます。

伊藤 裕之
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