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✔ miho チャネル「NSF、大学にセクハラ報告を義
務化」（2018.2.10）

　米国国立衛生研究所（NIH）ではこれに加え、

2018 年から個人がセクハラ被害等を届け出るこ

とのできる窓口を設置しました。

　被害届を受け取った場合、NIH は、(1)その

事案が NIH が対処すべき内容のものであるかの

確認を行い、(2)NIH が対処すべき内容と確認

された場合は、該当する研究者の所属機関の研

究担当理事に連絡をし、(3)30 日以内に機関か

らの回答を得て、(4)NIH として対応の必要が

ある場合は、相応の対応をとります。

　なお、機関に照会をかける (3) の段階から、

該当の研究者は NIH 研究助成の査読候補から外

されます。これは 2019 年に導入された施策で、

NIH の研究助成の審査において偏見等によるバ

イアスを排除するためです。

　NIH がとる対応の内容としては、以下があり

ます。

NIHの研究助成が安全な環境下で行われるための対応

①該当する研究者の所属機関に代替の PI を

要請

②調査中の事案については、該当の PI が関

わる「審査中の研究助成」を保留

③該当の PI が他機関に移籍する場合の研究

助成の移動を却下

④該当する研究者の所属機関に特別の報告を

要請

　セクハラ等の被害について、大学等の組織が

その防止および、被害が起きた場合の適切な対

処に努めなくてはならないという考え方が普及

して、相当の年月が経ちます。日本では、「文部

省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止

等に関する規程の制定について」（H11.3.30 文

部省高等教育局長通知）が発出されてから 20年

以上が経ちます。

　一方、米国では近年、セクハラを犯した研究

者に対して、大学という枠を越えて制裁を課す

枠組みが形成され、実行に移されているようで

す。以下に、そのような事例を 3件、紹介した

いと思います。

■NIH、70名以上のPIをセクハラ等により排除

　以前、筆者の海外大学事情ブログ「miho チャ

ネル」で、米国国立科学財団（NSF）が大学に

対してセクハラ報告を義務化したことを紹介し

ました（2018 年 2月 10日付け）。研究助成を得

た研究者（PI）がセクハラを犯した場合に、そ

の所属機関に報告を義務づけるというものです。

該当の研究者がセクハラにより退職もしくは休

職となった場合、研究助成機関としては代替の

PI を探さなくてはならないため、このような報

告義務が導入されました。なお、研究助成プロ

ジェクトは米国では機関に対して付与されてい

るため、PI が不在となった場合でも、機関への

研究助成は継続します。
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✔ NIH, “NIH Process for Handling Allegations of 
Sexual Harassment on an NIH-Funded Project at a 
Recipient Institution”

✔ miho チ ャ ネ ル「NIH、 セ ク ハ ラ 疑 惑 の あ る
研究者を査読者から排除する可能性を示唆」

（2019.5.21）

　NIH ではこの手続きの導入後、2018 年から

300 件以上ものセクハラやその他のハラスメン

ト事案の被害届を受け取りました。先日（2021

年 6月 10 日）、その内訳等の結果が発表され、

計 314 件の被害届のうち、約 3分の 2（215 件）

はセクハラに関わる通告でした。一部重複があ

りますが、残り51件についてはいじめ（bullying, 

46件）や人種差別（racial discrimination, 35 件）

に関わるものでした。

　受け取った被害届のうち、セクハラについて

は 163 件、その他の事案については 105 件が終

結（cases resolved）しています。そのうち、該

当する研究者の所属機関が調査を通じて被害を

確認したのは、前者については 48 件（29％）、

後者については 23件（22％）です。該当の研究

者がPIから外されたのは、前者については54名、

後者については 21名でした（内訳の詳細は以下

のサイエンス誌の記事に表があるので、宜しけ

ればご参照ください）。

　「被害確定件数が 3割以内というのは少ないよ

うに見えるが、〈事案のデリケートさを考えると〉

そのようなことはない。事案の一部は、対応が

必要とされる“深刻さ”の基準に満たなかった。

一部については、届出を行った者が被害届を取

り下げた例もあった。訴えが十分に確認されな

い場合もある」と性差別に詳しい弁護士アレク

サンドラ・トレーシー・ラミレズ氏はサイエン

ス誌の取材に対して答えました。

　NIH から研究助成を得た研究者がセクハラを

理由に制裁を受けることは、2018 年以前はあり

ませんでした。NIH は、左記 2019.5.21 付けの

「miho チャネル」の記事で紹介したベスアン・

マクラフリン氏率いる「#MeTooSTEM 運動」

を受けてセクハラ被害届けの窓口を設置し、こ

のような結果を得ました。

　NIH はフランシス・コリンズ所長指揮の下、

研究助成したプロジェクトにおいてセクハラフ

リーな研究環境を追求しています。

✔ Science, “More than 70 lab heads removed from 
NIH grants after harassment findings” （2021.6.11）

■米国科学アカデミー、セクハラにより著名研

　究者2名を除名の可能性

　一方、米国科学アカデミー（NAS）では、セ

クハラにより会員 2名に除名の可能性が生じて

います。

　NAS はこれまで終身会員制で、その 158年の

歴史を通じて、会員が身分を剥奪されるという

ことはありませんでした。しかし 2年前の 2019

年 6月、NAS は会則を改定し、NAS の「行動

規範（Code of Conduct）」に違反する行動が通

告された場合に、該当の会員の身分が剥奪さ

れる可能性が生まれました。NAS の行動規範

は「あらゆる形の差別やハラスメント、いじめ」

に加えて、盗用やその他の攻撃的行為（other 

offenses）を禁じています。

　会則が改定されても、NAS の行動規範違反の

通告は、1年以上、1件もありませんでした。し

かし 2020 年 9月、「セクハラで所属大学を追放

等された NAS 会員が 4名いるにもかかわらず、

NAS への通告がなされないため、これら会員が

NAS 追放となっていない」という事実が、該当

者の実名と所属入りで Nature 誌に報じられま
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した。

　この記事を読んだフランス国立科学研究セン

ター（CNRS）の計算機化学者フランソワ・グ

ザビエ・クーデア氏が「馬鹿げている」とツイー

トしたところ、NAS のマルシア・マクナット会

長が通告を呼びかけたため、クーデア氏が直後

に同4名について通告しました。

　NAS にはその後、5件目のセクハラ案件と、

その他いじめや研究活動には関係のない不正行

為、著者紛争に関わる案件が 3件、通告されて

います。

　実際に会員資格剥奪に至る可能性が生じてい

るのは、はじめにクーデア氏により通告された

4名のうちの 2名で、残りの通告については基

準に満たないか、調査中です。

　会則改定のインパクトはその抑制効果にある

とマクナット会長は考えています。NAS 会員

が同僚をなかなか通告したがらないことが判明

したためです。NAS 会員で MIT の生物学の名

誉教授ナンシー・ホプキンズ氏は、素晴らしい

社会変革が目の前で起こりつつあると感じて

います。「これまで、著名教授は何でも許され

ていたのですもの！（It used to be ‘Oh well, if 

someone’s a great scientist we will put up with 

anything’.）」と彼女は語ります。

　なお、NAS の会員数は 2,342 名で平均 72歳、

81％が男性です。

✔ Science, “National academy may eject two famous 
scientists for sexual harassment” （2021.4.31）

✔ Science, “National academy to allow expulsion of 
harassers” （2019.6.7）

✔ Nature, “The US National Academy of Sciences 
can now kick out harassers. So why hasn’ t it?” 
(2020.9.21）

■ハーバード大学、前人類学専攻長の名誉教授

　をキャンパスから追放

　ハーバード大学は 2021 年 6月 10 日、著名な

人類考古学者であるゲイリー・アートン氏から

名誉教授の称号を剥奪し、キャンパス内で行わ

れるあらゆるイベントから追放すると発表しま

した。アートン氏は過去 20年間、学生や同僚に

対して、歓迎されないセクハラ行為を続けてい

たとされます。

　同氏が所属していたハーバード大学文理学

部（Faculty of Arts and Sciences, FAS）のクラ

ウディーン・ゲイ学部長は、「アートン博士は、

FAS の敷地内においてもはや歓迎されません」

と発表しました。同氏が講義を受け持ったり、

学生を指導したり、図書館やオフィススペース

を利用したり、レクチャーや教授会、ハーバー

ドのイベントに参加することは、以後ありませ

ん。ハーバード大学のローレンス・バコウ学長は、

〈FAS 敷地内だけでなく〉大学キャンパス全体、

また、大学主催のすべてのイベントからアート

ン氏を追放するという制裁措置を敷きました。

　発表にはそのほか、同氏が大学による調査に

おいて「誤った情報を提供」し、調査を妨害し

たとあります。同氏は、大学の調査には終始、

真摯に対応したと主張しています。

　アートン氏は、アンデス文化に関する著名な

研究者でした。2012-18 年にはハーバード大学

人類学専攻長を務めました。2019 年からは同大

学の学部教育部長（director of undergraduate 

studies）を務めていましたが、ハーバード大学

の学生新聞 Harvard Crimson 紙で初めの告発が

なされ、複数の告発が相次ぐと、2020 年 6月有

給の休職に処せられました。その後、人類学専

攻の教員 25名から辞職を勧告するレターを受け

取り、アートン氏は 2020 年内に 72歳で退職し
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ました。今回の処分は、同氏が名誉教授となっ

てから下されたという点でユニークです。

　ハーバード大学人類学専攻は全米でもトップ

の専攻で、人類学を志す者にとっての憧れでし

た。その構成員の多くは著名教授でしたが、多

くが年配の男性教員でした。Harvard Crimson

紙は、アートン氏を含む3名の教員が同専攻に

おいてセクハラ行為に及んでおり、同専攻の女

子学生の博士課程修了までの年数や退学率、修

了時までの執筆論文数、ティーチングアシスタ

ントとしてのワークロードなどが、男子学生の

それに対して見劣りすることを指摘しました（こ

のデータは、同専攻の学生委員会が取りまとめ

たものです）。過去20年間において同専攻に在籍

したことがある者たちは、「人類学専攻は、人類

の文化を探求する専攻であるはずなのに、自分

たちの文化が女性を不利な立場においていると

いうことを認識できていなかった」と Harvard 

Crimson 紙の取材に対して答えています。

　アートン氏が名誉教授となっているペルー

のカトリック司教大学（Pontifical Catholic 

University）のルイス・ジェイム・カスティロ・

バターズ氏は、「つい先週まで、世界で最も尊敬

を集めている人物の一人であったアートン氏が、

Harvard Crimson 紙の記事により、所属の専攻

から追放される身になった」と語っています。

✔ Science, “Harvard bans former anthropology 
chair after finding persistent sexual harassment”  

（2021.6.10）
✔ Science, “Prominent Harvard archaeologist put 

on leave amid allegations of sexual harassment” 
（2020.6.5）

✔ Harvard Crimson, “Protected by Decades-Old Pow-
er Structures, Three Renowned Harvard Anthro-
pologists Face Allegations of Sexual Harassment” 
(2020.5.29)

所　感
　いやはや、なんともすごいですね。セクハラ
はこれまで、加害者と被害者が同じ組織に所属
していることを前提に、所属組織がその防止策
や被害が起きたときの対処を行ってきたように
思います。しかし、ここに紹介した三つの事例は、
大学という所属組織を越えた枠組みにおいても、
研究者に倫理的な行動規範を求めます。
　一つ目の研究助成機関の例では、公的研究資
金が配分されていることから、研究助成に基づ
く研究プロジェクトが、適切な研究環境下で行
われることを求めています。二つ目の米国科学
アカデミー（NAS）の会員資格や、三つ目の名
誉教授の称号を剥奪する事例においては、給与
や資金剥奪の観点を越えて、研究者という存在
に対して真の品行方正さを求めています。品行
方正でなかったら、名誉教授の称号等、実を伴
わない単なる「名誉」すらも剥奪されてしまう
のですから…。
　ちなみに二つ目の事例で紹介した、NAS から
会員資格を剥奪されようとしている会員のうち
の一人については、同教授の名前を冠した研究
科から、大学の判断によりその名前が除去され
ています。不正行為を行っていたことが発覚す
ると、自分の存在まで抹消されてしまうのです
ね…。

✔ miho チャネル「セクハラで訴えられた教授の名
を冠した研究科から、名前を除去」(2018.7.18)

　米国のこの徹底ぶりで行くと、そのうち学会
などの組織においても、セクハラなどの不正行
為により研究者が追放されるかもしれません。
いや、すでにそのような処分がなされているの
かもしれません。米国の学会の多くは「行動規
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範」を設けています。私の所属する学術情報流
通コミュニティにおいても少し前、ある人物が
会場にいる人々を不快にさせる表現をしたと、
複数の会議体から公式・非公式に追放されまし
た。日本人的な感覚からすると、「この程度の発
言で !?」と驚愕でしかありませんでしたが…。

　今回紹介した事例の多くは 2018-19 年頃に形
成された枠組みにより処分を行っており、これ
は一つ目の事例の末尾に紹介したマクラフリン
氏の運動の影響が大きいと思われます。マクラ
フリン氏は、セクハラ案件を一つひとつ潰して
いくのではなく、セクハラをすると研究助成を
得られなくなる、NAS の会員資格を剥奪される
などの抑止効果を構築すべく、NIH や NAS に
直接働きかけていました。詳細については前掲
2019.5.21 付け「miho チャネル」の記事をご参
照ください。
　一方、米国大学におけるセクハラへの対処体
制は 2011 年頃から強化され、その頃からキャン
パス上で起こるセクハラがメディアを賑わせる
ようになったと記憶しています。

　米国の高等教育機関においてセクハラ等を禁
じる根拠としては、1972 年に制定された「Title 
Ⅸ」があり、この法律の範囲は時代を追って
変わってきています。オバマ政権下の 2011 年
には教育省からのレター（通称 Dear Colleague 
Letter, DCL）により、「キャンパスの外におけ
る性的暴力」も Title Ⅸの範囲内と明示されまし
た。さらに 2013 年の DCL では、各大学に対し
て通報者の保護等の対応を求めるようになりま
した。ちなみに 2016 年の DCL では、LGBT の
学生も Title Ⅸを通じて保護されるとしました。

Title Ⅸ， Education Amendments of 1972
（教育改正法第 9 編）

　米国の教育機関において、性別による差別
を禁止した連邦法。人種差別を禁じる「1964
年公民権法（Civil Rights Act of 1964）」の第
9 編として、1972 年に制定された。多くの場
合、単に「Title Ⅸ」と呼ばれる。
　条文には、「合衆国のいかなる者も、連邦
政府から助成を受けている教育プログラムや
教育活動において、性別を理由に参加を拒
まれたり、利益の享受を否定されたり、差別
の対象となったりすることがあってはならな
い」とある。米国では、連邦政府が学生への
奨学金の中心的な担い手のため、ほぼ全ての
米国の高等教育機関に Title Ⅸが適用される。
　Title Ⅸには、セクハラや性的暴力への言及
はないが、そのような被害に遭った場合、教
育を十分に受益できなくなることから、米国
の教育機関において Title Ⅸは、セクハラ等
を禁じる法律として一般に解釈されている。

　オバマ政権下の Title Ⅸ強化策では、被害者
（通報者）の保護が重視されたため、加害側の男
子生徒等においては、自分の主張が十分に受け
入れられていないことへの不満が募り、多数の
訴訟がなされました。このため、トランプ政権
下では見直しが行われ、政権幕引き間際の 2020
年 8 月、新たな規則が導入されました。
　新たな規則にはいくつかの変更点があります
が、主要なポイントとしては、(1) 大学は被害届
を受け取った場合、被害者だけでなく、加害者
であると訴えられた者についても初めは無実で
あるという前提のもと、十分に話を聞き、公平
に判断しなくてはならない、(2) キャンパスの
外の被害については、全てを対象とするのでは
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なく、学生会館等、公式に認められた施設内に
おける被害に限定することなどがあります。オ
バマ政権下で発せられた DCL は単なるレター
で法的拘束力が弱かったものの、トランプ政権
下で導入された規則は、「Title Ⅸのガイダンス」
として教育省公民権室（Office for Civil Rights）
により正式に発せられているため、法的拘束力
があります。
　一方、大学の立場からすると、被害者と加害
者を平等に扱う「裁判所」のようなプロセスを
強いられ、「そのようなリソースもなければ、そ
のような立場にもない」と苦しんでいます。こ
のため、バイデン政権下において見直し作業が
再び開始され、2021 年 6 月 7-11 日の 5 日間、
教育省にて公聴会が開催されました。

✔ Inside Higher Ed, “Dozens of Higher Ed Groups 
Condemn Title Ⅸ ‘Court-Like Processes’”  
(2021.6.16) 

✔ Inside Higher Ed, “Thoughts From the Public on 
Title IX” (2021.6.8) 

✔ Inside Higher Ed, “U.S. Publishes New Regulations 
on Campus Sexual Assault” (2020.5.7) 

✔ 大学の片隅にて。「Title IX と性的暴行被害と合衆
国連邦政府の役割、翻ってアメリカの高等教育」
(2016.4.9)

　米国は本当にあらゆる面で徹底していますね。
セクハラのような、日本であれば男女共同参画
の担当者や関係者のみで議論がコソっと進むよ
うな事案についても、パブリックに大々的に議
論が進められてるように見えるところもスゴイ
です。
　他方、このように徹底的に議論し、適切な仕
組みを構築することで、性被害にあった者が安
心して頼れるシステムが形成されているようで
す。以下は、Title Ⅸについて調べる過程で発見
したレポートですが、比較的軽めの性被害に遭っ
た日本人学生が躊躇しながらも Title Ⅸ室を利用
した時の体験談が記されています。日本人的な
心の迷いと、それを吹き飛ばしてくれる Title Ⅸ
室の適切な対応が素晴らしく見えました。もし
かしたら、日本の相談室も同様の対応をされて
いるのかもしれませんが、よろしければご参照
ください。

✔ 米国大学院学生会ニュースレターブログ「アメリ
カ大学 Title Ⅸオフィス体験記～泣き寝入り 0 を
目指すシステム～」(2020.12.30)

■■

※いずれも送料を別途頂戴いたします（郵便局のレターパックライト利用の場合は 370 円）。

ご注文は NPO法人学校経理研究会 まで
● Tel：03-3239-7903　● Fax:03-3239-7904　● Mail:gaku@keiriken.net

書 籍 の ご 案 内

日本私立学校振興・共済事業団 私学経営情報センター 編

学校法人の経営に関する　実務問答集
≪改正会計基準対応版≫

学校法人の会計・税務・運営について全 450問、一問一答形式でお答えします。

定価：3,667 円（税込）※　　学校経理研究会（法人・個人）会員特価：3,200 円（税込）※


