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巻頭言

玉田　薫
九州大学 副学長
男女共同参画推進室 副室長
先導物質化学研究所 主幹教授

平成28年3月に創刊したポリモルフィアは、本年度で第7号の発行

となる。「ポリモルフィア」とはギリシャ語で多様性（ダイバーシティ）

を意味し、本学の活動紹介に加え、男女共同参画全般を構成する諸分野

における様々な課題を読者と共有し、学外からも幅広く寄稿を受け付け

ることで、学術的な発表の場にもなる総合的な広報誌を目指している。

第7号の特集は、令和4年1月末に開催したダイバーシティ推進トップセミナー「変容しつつあるジェ

ンダー概念の理解に向けて」である。NHKでも特集が組まれるなど注目を集めている性の新しい概念「性

スペクトラム」について国立成育医療研究センター研究所の深見真紀氏をお招きし、学ぶ機会を持つこ

とができた。男女は二項対立的に存在するのではなく連続した表現型であること、完璧な男や完璧な女

というものは概念上にしか存在せず、人間はみな男と女の両方の部分を持ち、時間と共にそれも変動し

得ることなど、今後のダイバーシティ推進活動を行う上で極めて重要な最新の知見をご教授いただいた。

続く京都産業大学客員教授・ダイバーシティ推進室長の伊藤公雄氏からは、男女性別二元論的思考の

もと、日本が極端な男性主導社会となった歴史的背景とその問題点について、データに基づきご説明い

ただいた。そして日本社会は今ジェンダー平等への過渡期にあること、性的マイノリティへの差別解消

のために「性スペクトラム」など性に関する正しい理解を進めることが重要である一方、時には二元論

的女性にこだわり、妊娠・出産などに対する十分な配慮と女性への差別や排除の撤廃を進める必要があ

ることを学んだ。

その他、本年度からの新たな取り組みとして、「女性職員向けのエンカレッジメントセミナー」、伊藤

早苗賞と同様に伊藤早苗記念基金により企画運営を開始した女子高校生向け理系インターンシップ「九

州大学QURIESプログラム」などの報告も掲載している。
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本年度は本学の男女共同参画推進室にとって非常に多忙な年であった。昨年度まで6年にわたり実

施してきた「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」（2015-2020年度）が事後評価

を迎えると同時に、「先端型」（2019-2024年度）ダイバーシティ ・スーパーグローバル教員育成研修

（SENTAN-Q）は3年目の中間評価を受けた（評価結果：S）。そして本年度から新規に女性活躍指標に

基づく女性研究者活躍促進に関する国際調査を「調査分析」（2021-2022年度）事業として開始した。

これらの情報は、九大フラッシュの活動報告に掲載している。

このポリモルフィア第7号はCOVID-19の蔓延が本格化してから2度目の発行で、紹介するイベント

記事のほぼ全てがオンライン開催での報告である。オンラインでの授業や会議が日常となり実感するの

は、人間のコミュニケーションは文字情報や音声だけで足りるほど単純ではないということである。人

や土地から放たれる様々な匂い（化学物質）や多次元視覚情報、温度や触感などが五感により同時に取

り込まれ記憶されて、はじめて「体験」となる。この体験が十分にできないと、自分の中の創造性のス

トックが枯渇しそうに感じる。還暦の自分はともかく、学び盛りの学生たちのためにも、早く自由な日

常が取り戻せることを祈念する。
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特集   

ダイバーシティ推進トップセミナー 
「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」

2022 年 1 月 31 日（月）15:00 ～ 16:30
Zoom を利用したオンライン方式

九州大学では主に大学執行部、部局長、管理職を対象としたダイバーシティ推進トップセミナーを
2015 年から毎年開催している。7 年目を迎える今回は「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」
をテーマに、初めての試みとして自然科学系の講師と人文・社会科学系の講師を招き、異なる角度から
性差、ジェンダーについて学び、講演後は登壇者による総合討論を行った。

自然科学系として生物学的視点から国立成育医療研究センターの深見真紀氏に「性スペクトラム：ヒト
の性の新知見」と題して講演いただいた。「性スペクトラム」は NHK で特集が組まれるなど現在注目さ
れている新しい概念である。社会科学的視点からは京都産業大学の伊藤公雄氏に「男性主導社会の黄昏
を前に　学術分野でなぜダイバーシティが必要なのか？」と題し、歴史的経緯を含め、男性の立場から
ジェンダーの課題について講演いただいた。

講演終了後、本学玉田薫副学長が司会を務め、登壇者お二人と「性スペクトラムと性別役割分担意識」
と題して総合討論を行った。参加視聴者からの質問も交えながら、多様性を受け入れる社会をどうした
ら早急に実現できるのか、次世代育成・教育の面も含めて活発な意見交換がなされた。性の多様性を認
識することは重要であるが、一方で歴史的経緯を踏まえ差別是正のためにも男女二元論的にこだわるこ
とも必要である。

オンライン開催のため、昨年に引き続き学内の複数キャンパスから教職員、学生も含め、総勢 100 名を
超える参加があった。誌面の都合により、深見氏と伊藤氏のご講演部分と総合討論の記録を掲載する。
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特集　令和 3 年度　ダイバーシティ推進トップセミナー
「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」

講演1 「性スペクトラム：ヒトの性の新知見」
深見真紀
国立成育医療研究センター分子内分泌研究部長、研究所副所長

本日は、「性スペクトラム」のタイトルをいた

だきましたので、ヒトの性に対する新しい知見を

紹介します。

ヒトの男と女というのは全く異なるグループで

す。男と女の違いは、受精卵の状態から始まりま

す。

人のすべての細胞には46本の染色体が入って

います。このうちの44本は男女とも同じで最後

の2本で性別が分かれます。XY染色体だと男性、

XX染色体だと女性になります。受精卵にY染色

体があると男性器が成長して男の子になって生ま

れます。Ｙ染色体がないと卵巣ができ、思春期に

なると子宮が育ち、妊娠・出産が可能になります。

この結果、ヒトの男と女には非常に大きな差異

ができます。身長や骨格、体重、罹患しやすい病

気の種類なども違ってきます。このように男と女

は全く違うグループと考えられていました。しか

し、最近の研究から「完璧な男性、完璧な女性」

はほとんどおらず、男らしい部分と女らしい部分

がミックスした状態のヒトが、ほとんどだとわ

かってきました。一部の国ではパスポートなどの

公的書類の性別欄に「男」「女」「それ以外」を設

けている国もあるそうです。

本日は、一人一人の性を男・女と簡単に分ける

ことが如何に難しいかをお示しするために、3つ

の話題を用意しました。

（1）マイクロキメリズム
最初の話題です。「マイクロキメリズム」は妊

娠中の女性から胎盤を通して胎児に母親の細胞が
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入り込み、そのまま居着く、あるいは赤ちゃんの

細胞がお母さんの中に少し入り込んで、そのまま

居着くことがある現象です。

当初は自分と異なる細胞が入ってくると正常な

細胞を破壊してバセドウ病や糖尿病を誘発するの

ではないかと色々な仮説が立てられました。私た

ちはそれを検証するために色々な検査を行いまし

た。その結果、糖尿病の有無にかかわらず、普通

のお子さんの10人に1人は母体由来の細胞を持っ

ていることがわかりました。お子さんが男の子の

場合は体内に母親由来の女性型 46,XX 細胞が残

ることになり、母親には男の子由来の46,XY細胞

が少し入り込んでそのまま居残ることが分かって

きました。本日ご参加の男性の中の何人かは、体

内に母親由来の女性型の細胞をお持ちの可能性が

あります。

46,XY細胞は、妊娠既往のない女性にもしばし

ば検出されており、明確な原因は解明されていま

せんが、たとえば先に生まれた兄の46,XY細胞が

胎盤を通して母体に残り、それが（母親の妊娠・

出産をきっかけに）妹の体に移ったとする仮説な

どがあります。

（2）加齢によるＹ染色体の消失
次は健康な男性でも、加齢により全身の細胞で

少しずつＹ染色体がなくなっていくという発見で

す。健康な一般中年男性はもともとすべての細胞

が46,XY染色体だったのに、一部の細胞でＹ染色

体がなくなり、45,Ｘという、女性型に近いよう

な細胞になっていることが分かりました。

UK Biobankが実施した調査によれば、45歳以

降からY染色体がなくなった細胞が徐々に体の中

にたまり、70歳の男性の半分近くが45,X 細胞を

体の中に持っていることがわかりました。80代、

90代と年代が上がると割合がさらに増えます。

ここで重要なことは、Ｙ染色体がなくなること

が男性の健康に密接に関与することです。追跡調

査の結果、Y染色体を喪失した男性の方が、そう

でない男性と比べて非常に死亡率が高く、さらに、

がんによる死亡率も高く、また、アルツハイマー

病のリスクも高いことが分かりました。実際に検

査開始の段階で、一部の細胞でＹ染色体がなく

なっていた男性は、15年後にはほとんど生き残っ

ておらず、生き残った方も100％アルツハイマー

病になっていました。Y染色体は、男性の健康の

維持に極めて重要であることが分かります。
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一方、女性も加齢によりX染色体がなくなるこ

とが分かっていますが、もともと2本なので困り

ません。ある研究成果では、女性におけるX染色

体の喪失の速度よりも男性におけるY染色体の喪

失の速度がずっと早いことが分かりました。これ

はＸ染色体とＹ染色体の大きさの違いで説明でき

ます。

これに関し、男性がY染色体を喪失しなかった

場合、女性と同程度に長生きするのではないかと

の仮説が立てられていますが、真偽のほどはわか

りません。ひとつ余談ですが、喫煙する男性はY

染色体をなくしやすいことが分かっています。喫

煙をされるかたは禁煙していただいて、染色体を

大事にして長生きしていただきたいと考えます。

（3）組織の性
最後の話題は、一人の人間の細胞あるいは組織

は、必ずしも一つの性に統一されているわけでは

ないという研究結果です。

米国で数千人の男女を対象に Functional MRI

という方法で脳の構造について微細な検討をした

ところ、男性のグループの脳と女性のグループの

脳には多くの点で非常に明確な差がありました。

一方、一人一人の参加者を見た場合、全ての項目

が女性だった、あるいは全ての項目が男性だった

という方は一人もいなかったということです。

（論文の著者の）Joelらは、正常人の脳の性は

モザイク状になっていて、全ての人が男らしい部

分と女らしい部分が混じったような脳を持ってい

ると結論しています。この研究には異論もありま

すが、色々な点で性が混じった脳を持っているこ

とが、稀ではないことは明らかなようです。

そして、これと一致するかどうかは分かりませ

んが、最近の研究からいわゆるLGBT－レズビア

ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

は、一般集団の中では決して稀ではないことが分

かってきています。

ここから少し、まとめに入ります。ヒトは性染

色体や性腺、外性器などの状態において、典型的

な「男」と「女」の間に様々なバリエーションが

存在することがわかりました。この中にはどこま

でが正常でどこまでが異常か、あるいはどこまで

が疾患かを判断するのは極めて難しい場合もあり

ます。例えば、染色体はもともと正常な男性は

46,XY、正常な女性は46,XXと考えられていまし
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たが、男性でも加齢とともにY染色体を喪失し、

一方で生まれながらにY染色体を有する女性も存

在します。このことから、新しい性の捉え方が出

てきました。

この「新たな性の捉え方」の図の上段はこれま

での性の捉え方です。ほとんどの人は完璧な男か

完璧な女のどちらかに入っていて、その真ん中に

あるのはLGBTですとか、あるいは性分化疾患と

いう特別な状態であると捉えられていました。

最近の新たな捉え方は、もちろん完璧な男、完

璧な女というのは概念としてはありますが、一人

一人の人間を見たときは、大抵の人はその間のど

こかに位置しており、例えば脳は男っぽいけど、

肝臓は女っぽい、あるいは心臓は女っぽいけど、

腎臓は少し男っぽい形質を持っている、そういう

ふうにばらばらな性が一人の中にもあります。個

体としても男か女かを完全には分けられない、連

続するスペクトラムでないかと考えます。

最後のまとめです。私たちはヒトの性が完全に

男女に分かれるのではなくて、連続した表現型の

スペクトラムであることを提唱します。そして、

皆様を含む一人一人の健常人の細胞の性は必ずし

も1種類ではありませんし、また、生涯不変でも

ありません。

余談になりますが、男性の健康においてはＹ染

色体が極めて重要です。ぜひＹ染色体は大切にし

ていただきたいと考えます。

本研究は、文部科学省科研費新学術領域「性ス

ペクトラム　連続する表現型としての雄雌」の研

究として行ったものです。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

深見真紀（ふかみ　まき）
専門は小児内分泌学、分子遺伝学
慶應義塾大学大学院修了後、ハイデルベルグ大学、
横浜労災病院を経て、現職。
日本小児内分泌学会（理事）、日本生殖内分泌学
会（常務理事）、内閣府総合科学・イノベーショ
ン会議専門委員等を歴任
NHK・BS プレミアム番組「ヒューマニエンス〜
40億年のたくらみ〜」出演
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特集　令和 3 年度　ダイバーシティ推進トップセミナー
「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」

講演2 「男性主導社会の黄昏を前に
　　　　学術分野でなぜダイバーシティが必要なのか？」
伊藤公雄
京都産業大学客員教授、ダイバーシティ推進室長

社会学の観点からとの依頼です。現在はコロナ

禍ということで、特にデジタル化の遅れなど、色々

な日本社会の弱点があらわになってきました。ま

た中央集権型の対応で、現場に立脚した対応がで

きない状況も色々な形で現れています。

コロナ問題をジェンダーの観点から考えてみま

す。ジョンズ・ホプキンズ大学の調査によると、

コロナへの初動対応が上手くいったトップ10 ヵ

国のうち、その半分は女性がトップを務める国・

地域です。女性がトップに就いている国・地域は

全体の7％程度しかないので、意味のある数値と

言えます。一方、アメリカのトランプ大統領やブ

ラジルのボルソナーロ大統領など、ちょっと強引

なマッチョな指導者は失敗したと言われていま

す。

色々な理由が考えられますが、女性リーダーの

ほうが共感能力やコミュニケーション能力に長け

ていたという議論もあります。私は、人間の生命

や身体、置かれた状況や思いへの十分な配慮の力

が、男性リーダーに欠けているのではないかと思

います。この辺の違いも、女性リーダーの国が比

較的コロナ対応に成功した背景かと思います。

他にも色々な男性主導社会の限界が日本の社会

では、見え始めています。だからこそ男女共同参

画、ダイバーシティが重要になっているわけです。

（1） 停滞する日本社会　その背景
男性主導社会の結果かもしれないのが、いわゆ

る失われた30年の問題です。

1989年、世界トップ50企業に日本は32社が

入っていましたが、2018 年はトヨタ 1 社です。

30年ほどで日本の経済的なパワーが大きく減退

しました。国の豊かさを示す1人当たりGDPは、

2000年の段階で日本はルクセンブルクに次いで

2位でした。1990年代半ばぐらいから、人口1,000

万人以上ある国の中では日本は大体トップ、つ

まり世界一豊かな国を謳歌していたわけですが、

2018年の段階で26位です。やはりこの30年の

日本の停滞はひどい状態だったと改めて思いま

す。
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学術領域でも他の国々は急激に論文数を上げて

います。特に中国とアメリカが伸びており、この

ままいくと日本は韓国にも抜かれる状態です。

いわゆるトップ10論文も、2003年－2005年

と 2013 年－ 2015 年を比べてみると、日本の優

れた論文の数が急激に減っていることも、科学技

術白書からわかります。

背景の一つには、我々が日々直面している科学

技術予算の問題があります。中国や韓国は急激に

予算を伸ばしていますが、日本は伸びていません。

また、GDP当たりの研究開発費も、韓国や中国の

伸びと比べて日本は停滞状況にあると言えます。

停滞の原因の一つにイノベーションのジレンマ

の問題があるとも言われています。学術分野でも、

方向が見えない中での変革疲れで多くの大学の教

員が参っている可能性もあります。いわゆる選択

と集中路線で裾野が段々しぼんできているのも日

本の学術界で大きな問題になっています。

C.クリステンセンはイノベーションの中には、

持続的イノベーションと断絶的イノベーションが

あると言います。持続的イノベーションは、過去

の成功体験にのっとって、それを微修正しながら

イノベーションを進めるわけですが、結果的に大

きな転換を見落とす、つまり、断絶的イノベーショ

ンに対応し切れない状態が起こりやすい。日本の

デジタル化の遅れ一つを取ってみても、断絶的イ

ノベーションを乗り切れなかった失敗と言えるか

もしれません。

これはドイツの人たちが言い始めた4つの産業

革命です。日本は第二次産業革命における勝者で、

物づくり時代の成功はありましたが、第3次産業

革命以降の対応で出後れてしまい、ましてや、第

4次産業革命では、さらに危ない状態が続いてい

るのではないかと思います。

この日本の停滞の背景の一つには男性主導で維

持されてきた均質的で硬直的、中央指令型組織の

問題があります。これは第二次産業革命までは適

合的でしたが、情報やサービスを軸にした第三次

産業革命、あるいは第四次産業革命に関しては、

多様なニーズへの対応、柔軟な組織、分権化と調

整が必要でした。そうしたものを日本の社会は形

成することに失敗してきました。特に、男性主導

でこうしたものが回ってきたという問題点を反省

する必要があります。

（2）問われるダイバーシティ
ダイバーシティの課題には2つの視点がありま

す。一つは、人権と社会的包摂です。1970年前

後から国際社会は、環境と人権という新しい課題

に直面しました。アメリカの人種差別撤廃の動き、

あるいはそれに連動する女性解放運動、さらには

障害者の問題、外国人の問題、年齢差別の問題、

色々な人権が 1970 年代以降課題になりました。

同時に、このままでは地球環境が維持できないの

ではとの環境問題、この環境と人権という新しい

1970年代以降の課題が私たちの前にあったわけ
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です。ダイバーシティの問題は人権と深く関わっ

ており、合理的な理由のない差別や排除は撤廃し

なければならない。インクルージョンの問題も連

動しています。SDGsで「誰一人取り残さない世界」

という言葉が出ていますが、これは1970年代以

降の「持続可能性」と「人権」という2つのキー

ワードとかなり深い関係があります。

二つ目の視点は組織や社会の活力にとってダイ

バーシティが必要だということです。特に第三次

産業革命以降のニーズが多様化する時代におい

て、多様な視座が組織を活性化し、新しいアイデ

アを生み出すことが考えられます。実際に色々な

データがそれを物語っています。学術研究におい

ても同様のことが言えると考えています。

三菱総合研究所の行った調査では、男性のみの

チームと男女混合チームで行った共同発明の特許

の経済価値を比較したところ、後者のチームの方

が高い経済的価値を生む発明をしています。同様

に、日本人だけのチームと外国人が混ざったダイ

バーシティチームというのも大体同じような結果

になると言われています。研究開発においてダイ

バーシティは重要です。

ただ、残念ながら日本のジェンダーギャップ

指数は 2006 年 80 位（115 ヵ国中）から 2021

年の120位（156 ヵ国中）と大幅に順位をさげ、

OECD加盟国でも最低レベルとなっています。こ

れは、日本も改善はしているのですが、諸外国の

目覚ましい改善のスピードに取り残されているの

です。

1970年前後にある種の文明史的転換が起こり

ました。背景には、産業構造の大きな転換があり、

価値観の変動、人間と人間の対等な関係、いわゆ

る人権、あるいはインクルージョンの意識が芽生

えたということです。また、人間と自然の共生と

いう課題が本格化したのもこの時代。これはある

種、人類史的な転換点だったと思います。実際に、

多くの国が1970年代から急激にジェンダー平等

の方向へ移動が始まっています。

この図は横軸が女性の労働力率、働く女性の割

合です。生産年齢人口ですから15歳から64歳人

口です。縦軸は合計特殊出生率です。1970年の

日本は、実は女性の労働力率、働く女性割合とい

う点では、世界でもトップクラスでした。OECD

加盟国の中ではフィンランドが1位で、日本が2

位、3 位がスウェーデンという順位でした。30

年後の2000年では、多くの国々が急激に女性の
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労働参加を拡大しています。しかし、日本はこ

の30年、ほとんど増えていません。イタリアや

韓国はこの間にそれなりの増加をしているのです

が、日本の社会は、実は20世紀後半、こうした

変化に乗り遅れたことが、この図からも見て取れ

ます。

次の図は、変化に対応したかどうかの結果を表

しています。これを見ると、女性が働くと子ども

が生まれるのかという人がいますが、女性が働く

と、大体出生率は落ちます。にもかかわらず、こ

の右上の国々は、女性が働きながら子どもを産ん

でいます。男女で育てる仕組みをそれなりに制度

化し、子どもが生まれているからです。それに失

敗した国々が、左下のほうにあります。

変化に出遅れた日本の社会、その背景には、特

に 1970 年代、1980 年代型の日本型ジェンダー

構造の問題があったと分析しています。実は、

1970年代にヨーロッパの女性参画が急激に進み

ましたが、性差別撤廃の動きとともに少子化によ

る労働力不足という問題がありました。ヨーロッ

パは日本より先に少子化に突入していたので、現

役世代が減り、労働力の不足を女性と移民で埋め

る動きがありました。しかし、まだ余裕があった

ので、女性の参画、完全ではありませんが男女平

等の労働条件の整備、さらにワーク・ライフ・バ

ランス、労働時間の短縮の動きを進めました。

ところが日本は、この1970年代、まさに団塊

の世代が社会に出る時代で、豊富な労働力人口で、

経済成長を達成しました。ヨーロッパと違う状況

だったのです。しかも、その乗り越え方が男性の

長時間労働と女性の家事・育児、プラス育児後の

非正規労働という仕組みで、1970年代以降の日

本の男女の労働の仕組みをつくってきました。問

題なのは、これで成功してしまったことです。ジャ

パン・アズ・ナンバーワンと言われた状況は、こ

の日本型の、1970年代、1980年代型のジェンダー

構造によって達成された部分があります。

本来は1990年代の少子化が分かった段階で対

応が必要だったのです。女性の社会参画の拡大と

男女平等の労働条件、ワーク・ファミリー・バラ

ンスの拡充と、ヨーロッパ社会が1970年代の女

性の参画の中で行ったことを日本も徹底するべき

でした。

また、お年寄りが安心して働ける労働環境の整

備や年金で生活できる仕組みの設計。さらに、不

足する労働人口を外国の方に手助けしていただ

く。その場合の、国内で働く外国人の人権や労働

条件の整備が必要だったわけです。これは1990

年代の前半に既に分かっていたことで、私たちも

当時からこのことは口を酸っぱく言い続けていま

した。日本の社会はこれに十分に対応しないまま、

現在まで来ています。

女性の参画、女性の活躍といいますが、非正規

で安い労働力としての女性の活躍という流れが現

在の女性活躍路線です。65歳以上で働く人は増

え、しかも非正規で働く人が多いわけです。高齢
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者の安心した働き方、あるいは年金制度も、十分

な対応は取れていない。外国人については法整備

のないまま、2年前からある面、自由に受け入れ

る方向転換が始まっています。この三つ（女性、

高齢者、外国人）の問題を30年前に準備する必

要があったわけですが、ある種なし崩しでこれが

動いています。この3つの観点からも、大変危険

な状態に日本の社会は陥っているのではと思いま

す。

（3）変容するジェンダー概念
あらためてジェンダーの問題を考えたいと思い

ます。ジェンダーはもともと文法用語でしたが、

これが社会科学用語で使われるようになります。

生物学的性差としてのセックスと区別して使われ

るようになります。

「性のグラデーション」あるいは「性スペクト

ラム」に関しては、ｎの人間がいたら、ｎ個の

性がある。ｎ×ｆ（ｘ）個の性ということを私

は25年ぐらい前に提唱したことがあります。先

ほどの深見先生のお話のように、1人の人間でも

「性」が変化するわけです。さらに、SOGI（Sexual 

Orientation and Gender Identity ＝性的指向及び

性についての自己認識 ）の多様性問題、つまり

セクシュアルオリエンテーションやジェンダーア

イデンティティーの問題、と色々な問題が今、ジェ

ンダーの観点で議論されています。オス・メスの

一般的な生理的性差は存在します。生理的性差へ

の配慮と、それを口実にした性差別の撤廃、この

両方を進めることがジェンダー平等の基本的な観

点であると思っています。

ジェンダー概念は今、変わり始めています。

Gendered Based Medicine――性差医療で、オ

ス・メスの平均的な生理的性差と疾病の関係とい

うのがあります。さらにGendered Innovation－

性差研究に基づく技術革新が言われています。こ

こでは、生物学的な性差、もちろん多様な性とい

うものに目配りしながら、同時に、社会的につく

られた「男はこうだ、女はこうだ」という枠づけ

を両方目配りしながら考えていくという流れに今

はなっていると私は考えています。

そうした流れの中で、自然科学系を中心にジェ

ンダー・サミットというのがヨーロッパ委員会を

中心に始まっています。これは、ジェンダー平等

と同時に性差をベースに技術革新を考えようと

いう流れです。日本でも2017年に東京でジェン

ダー・サミット10が開催されました。私は文科

系ですがこの組織委員会のメンバーで、準備に携

わりました。

（4）多様性が求められる時代
近代社会は男性主導社会でした。それ以前、つ

まり前近代社会は文化によってジェンダーは多様

でした。階層や身分による男女の違いもありまし

た。

しかし、工業化段階になると、男性が生産労働

で有償労働、女性はいわゆるケア労働で無償労働

に配置されるという仕組みが進み、多くの社会で

こういう二分割が起こります。さらに、国民軍（国

民皆兵）がつくられ、人口の半分を兵士、残り半

分を銃後とし、ほとんどの社会で男女という性別

二元論の固定化が進みます。

繰り返しますが、1970年代以降、大きな変化、

つまり男性だけが生産労働に参加する社会から

ジェンダー平等のうねりが始まります。ヨーロッ

パでは法律上の家父長制は 1970 年代、1980 年
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代まで残っていました。それがジェンダー平等に

1970年代以降変わっていくのは、こうした産業

構造を含めた世界的な展開があったからです。

しかし、日本の社会はこの大きな転換に乗り切

れなかった。多様性や柔軟性を重視する社会に変

わり切れないまま現在を迎えている。そういう意

味で私たち男性が、男性主導の社会そのものを組

み替えて、新しい組織編成を女性と一緒に構築し

ていかなければならない。今はそういう段階に来

ています。

（5）ジェンダー平等社会とは
ジェンダー平等社会とは、男性主導のこれまで

の仕組みを根本的に転換し、男女性別二元論に基

づく差別や排除を撤廃する社会です。

また、SOGI の問題というのは全ての人に関わ

ることです。全ての人が性的な指向性、男性が好

きか、女性が好きか、男女とも好きではない、つ

まり恋愛自体を好きではない人もいます。誰でも

好きという人もいます。あるいは、ジェンダーア

イデンティティー、男という認識か、女という認

識か、男でも女でもない、よく分からない、そう

したSOGIの多様性についての視点も、これから

は必要になってきます。

今はジェンダー平等への過渡期の時代です。

ジェンダー平等は簡単に解決できる問題ではあり

ません。性の多様性や性のスペクトラムの視点は

大変重要なことです。と同時に、女性というくく

りでの差別がいまだに続いているという認識もき

ちんと私たちは持たなければなりません。

だから、時には二元論的に女性にこだわるとい

うことも必要な場合があります。ある種、積極的

差別で、政策という形で、女性という枠で差別を

積極的に是正するような仕組みも必要です。

「ジェンダーを無視せよ」ではなく、ジェンダー

による二元論を越えるために、ジェンダーの課題

を常に意識しながら、私たちの社会、私たちの学

術領域を常に点検していくことが必要だと思って

います。

これで終わります。九州大学のダイバーシティ

推進、心より期待しております。以上です。

参考資料
『学術の動向』pp.44-48 （2018.12）
『学術の動向』pp.49-53 （2019.12）
日本学術会議　提言（2015年8月6日）
日本学術会議　提言（2020年9月29日）

伊藤公雄（いとう　きみお）
専門は文化社会学、政治社会学、ジェンダー論
京都大学大学院を修了後、ミラノ大学、大阪大学、
京都大学を経て現職。
京都大学・大阪大学名誉教授
日本学術会議会員、日本ジェンダー学会会長など
を歴任し、現在日本社会学会会長
著書『＜男らしさ＞のゆくえ』、『「男女共同参画」
が問いかけるもの』、『女性学・男性学―ジェンダー
論入門　第３版』他、多数
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特集　令和 3 年度　ダイバーシティ推進トップセミナー
「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」

総合討論 「性スペクトラムと性別役割分担意識」
パネリスト：深見真紀（国立成育医療研究センター分子内分泌研究部長、研究所副所長）
　　　　　　伊藤公雄（京都産業大学客員教授、ダイバーシティ推進室長）
司会進行　：玉田　薫（九州大学副学長、先導物質化学研究所主幹教授）

【玉田】この総合討論では、

　①　  男女は単純に分けられない。だが、分け

て考えないと社会的対応が遅れる。

　②　  多様性を受け入れる社会をどうしたら早

急に実現できるのか。

　③　  次世代育成・教育の観点で注意すべきこ

とは。

について、本日ご講演をいただいたお二方の御意

見を伺い、また参加者の質問を受け付けます。そ

れでは伊藤先生、深見先生、御意見をお願いしま

す。

【伊藤】多様性に向かって社会が進んでいるのは

事実ですが、日本の社会は多様化に出遅れていま

す。マジョリティー側が自己認識を深めるととも

に、マイノリティーの声を受け入れる寛容さを持

つことが大切です。

社会は今、男性主導社会で、男性をルールの

基にしているわけですから、女性の声を社会に

広げるために、女性が声を出すと同時に、声が

出しやすい環境をつくり、その声を男性たちが聞

きながら改めるべきところは改めていく。これか

らSOGIの問題、LGBTの問題、障害がある人の問

題、色々な小さな声をうまくマジョリティー側が

受け止めて制度改革していくことが大切だと思い

ます。

【深見】なかなか難しい問題ですが、子どものこ

ろから多様な性、多様性に関する知識や家族の形

態にバリエーションがあることを伝え、多様性を

受け入れるように育むことが大切だと思います。

【玉田】有難うございました。また、後程この話

に戻ることにして、ここで質問に移ります。

まず深見先生への質問です。細胞レベルの性は、

心や体の性にどのように影響を及ぼすのでしょう

か。

【深見】これはすごく重要な質問ですが、まだほ

とんど分かっていません。Ｙ染色体の喪失やマイ

クロキメリズムの心と体に及ぼす影響、そういう

データはまだ十分にありません。

ただ、ホモセクシュアルの男性はお兄さんがい

ることが多いという統計学的データがあるそう
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で、それはマイクロキメリズムかもしれないとい

う話を聞いたことがあります。真偽のほどは分か

りません。

【玉田】有難うございます。多様に研究を進める

べきと、エンカレッジいただいたということかな

と思います。

では、次の質問です。性スペクトラムの連続性

に対応した、あるいはこれを意識した社会システ

ム変革の試みには現時点ではどのようなものがあ

りますか。

【深見】これも重要な質問です。例えばインドや

オーストラリアで、男女以外の性をつくって、パ

スポートあるいは公的書類に選択肢を置いている

と聞いています。それは一般人の中にある程度の

割合で、男でもなく、女でもない人がいることを

認めているということで、社会における重要な性

スペクトラムの一つの捉え方だと思います。

【伊藤】パスポートに関しては、第3の性を取り

入れているところはかなり増えていると聞いてい

ます。その辺は、多様性に社会を開くときの一つ

の切り口と思います。

今、日本でも、アンケートの性別欄に「男」「女」

の2種類ではなくて、「その他」や「答えたくない」

など、第3項目ないしは第4項目を入れる形で動

き始めています。これも多様化に向かっての一つ

の工夫だと思います。

【玉田】有難うございます。続いて伊藤先生への

質問です。ヨーロッパで（ジェンダー平等を）乗

り越えたときの工夫はどのようなものでしたか。

夫婦別姓を違憲とする最高裁を持つ日本に、受け

継げる地盤はありますか。

【伊藤】日本はもともと夫婦別姓の国です。韓国

や中国では女性を家に入れないという意味での夫

婦別姓のパターンです。日本はもともと別姓でし

たが、明治民法がヨーロッパのまねをして、夫の

姓に統一したのが日本の夫婦同姓の仕組みです

が、むしろ日本はもともと別姓文化だったと思い

ます。第2次世界大戦後、ヨーロッパの国で特に

1960 年代、1970 年代に、名字の選択や連合な

ど色々な動きが展開していきます。日本の場合は

もともと伝統だった別姓を無理やり同姓にしたわ

けです。ただ、世論調査を見ると、現在では選択

的夫婦別姓に賛成の方が多数派なので、世論と政

治の間のずれがある状況です。

ヨーロッパではこのほかにもクオーター制など

色々な工夫があります。

【玉田】伊藤先生への関連した質問です。日本に

おける男性主導社会の歴史についてよく理解しま

 伊藤公雄氏 深見真紀氏 司会：玉田　薫
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した。アカデミズム、大学における男女の問題・

視点で間違った認識で進められているもの、早期

に解決すべきと気になっているものはあります

か。

【伊藤】アメリカで1970年代、1980年ぐらいか

らジェンダー研究が広がり、特に人文社会系を中

心に、大きな転換を生み出しました。つまり、ジェ

ンダーという視点に立つことで学問的な読替えが

始まるということが展開されました。しかし日本

の場合、この転換への対応が物すごく遅かったと

いう認識があります。日本のアカデミズム自体が

男性主導で、新しいジェンダーの視点に対応して

こなかった。

さらに、これは色々なデータがあるのですが、

成績がよくても女の子は大学に行かないほうがい

いという社会的な風潮が21世紀にも残っていた。

色々な要素がアカデミズムにおける女性の参画を

阻害してきたと考えられます。OECD加盟国の大

学進学の男女差のデータをみると、1990年代半

ばに、平均して女性が男性より進学するという傾

向が見られます。唯一、男性が女性よりも10％

近く進学している国、それが日本です。

つまり、色々な要因で、女性が大学や高等教育

に行く仕組みがどこかで抑制されてきたことも、

日本のアカデミズムにおける女性の参画の遅れと

関連していると思っています。

【玉田】有難うございます。関連した質問が来て

います。両先生にお答えをお願いします。深見先

生は専門を離れて女性の目線でもお答えいただき

たいのですが、日本の場合、長期の社会的不平等

のために、心理的に女性の社会進出が抑制され、

リーダーシップが発揮しにくい問題があるように

思います。これの解決について、御意見をお願い

します。

【深見】難しい問題だと思いますが、昭和の時代

はやはり男の子が学級委員長だという流れがあり

ました。今は、だいぶ状況が変わってきていると

思いますが、リーダーシップを発揮する子は、男

女に関係なくそれを伸ばしてあげる。男の子でも

おとなしい子はいますので、性ではなくて、それ

ぞれの長所を生かす教育はすごく大事です。

長期的には女性がずっと働きたいだけ働けるよ

うな環境を整えることも、すごく重要だと思いま

す。

【玉田】有難うございます。伊藤先生、お願いし

ます。

【伊藤】これは教育学の中で言われる成功不安と

いう問題でもあります。社会はかなり変わり始め

ていますが、女性は子どものときから、リーダー

シップは取るべきではない、陰で支えるべきだと

刷り込まれ、リーダーシップを求められると引い

てしまう女性たちがまだいるのは残念ながら事実

です。

PTAで優秀な女性に会長をお願いしても「嫌で

す」「できません」と断る人がいます。それはい

わゆる成功不安で、リーダーシップを取る準備が

できてない。最初に断ってしまう、一歩引いてし

まうというトレーニングを受けている。その辺を

変えていくのがまさにエンパワーメントで、抑制

しているところを解きほぐし、「頑張れ」と言う

だけでなく環境整備をしないと、なかなか頑張れ

ないこともあると思います。

あともう一つ、日本で女性のリーダーシップが

なかなか広がらない、女性たちが管理職になりた

くない理由の一つは、やはり男性の置かれた労働

環境の悪さという問題もあるわけで、男女とも労



特集　令和 3 年度　ダイバーシティ推進トップセミナー　総合討論「性スペクトラムと性別役割分担意識」 021

働環境を変えていく。これは大学だけじゃなくて、

あらゆるところで、日本の特に男性の働き方、男

性の仕事の仕方、生きづらさも見直していかない

といけません。

【玉田】そろそろ時間になってきたので、今日の

御講演、その後の討論を通じまして最後に一言ず

つ、いただけたらと思います。深見先生、お願い

します。

【深見】本日は有難うございました。私も非常に

勉強になりました。伊藤先生がおっしゃるように、

男女共同参画は女性に頑張れ、頑張れと言うだけ

でなく、男性も含めてそれぞれがベストのスキル

や能力を発揮していくことが必要です。今後、時

間はかかると思いますが、進んでいけばという気

がします。

【玉田】有難うございました。伊藤先生、お願い

いたします。

【伊藤】今日の深見先生のお話のように、性の問

題は、性は多様だということをきちんと認識いた

だくことは大事です。とはいえ、女性というくく

りの中で様々な差別や排除がある。逆に男だから

といって無理させられている問題もあるわけで、

ジェンダーの問題というのは簡単には片づかない

ところがいっぱいあります。かなりきめの細かい

視点を持ち込みながら、どうやってジェンダーに

とらわれない、一人一人の能力が生かせる環境を

つくれるか、はそんなに単純な問題ではない。で

も逆に、これをやらないと日本の社会も日本の学

術も未来はないと思っています。（参加の皆さん

にも）ちょっと本気で考えていただければと思い

ます。

【玉田】本日は、生物学的視点と社会学的視点か

らの御講演、そしてそれに続く総合討論で、大変

勉強になりました。どうも有難うございました。
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をコロナ対応の中核に据えるべきである」と緊急

提言し、さらに「新型コロナウイルス感染症に関

する全ての意思決定の場に女性が参画する」こと

や「新型コロナウイルス感染症の影響に対処する

すべての枠組みでジェンダー視点の主流化」など

の対策も各国に訴えた。当時の日本では、この時

点では女性の保護を訴えることより、学校の一斉

休校や大学・企業の在宅勤務推進などの対応に追

はじめに
2021年10月20日に九州大学アジアウィーク

2021で「コロキアム：コロナ禍における災害時

の女性のリスク―日本とインドネシアの心身の健

康や対応の課題―」を九州大学医学研究院とオン

ラインで共催した。インドネシアからは二人が登

壇した。国連人道問題調整事務所（以下 OCHA）

の人道問題調整官タルミジ・モエクティジャ氏が、

国連におけるグテーレス事務総長の緊急提言と

SDGsの取組みおよびインドネシアのコロナ禍に

おける災害状況を紹介した。国連人口基金（以下

UNFPA）の人道問題分析官エリザベス・シブター

ル氏が、インドネシアの女性と女児に対するコロ

ナ禍での国連の取り組みと日本政府から支援され

ているプロジェクトを紹介した。医学研究院中尾

智博教授は、日本で新型コロナに起因したメンタ

ルヘルスの問題の最新調査結果と予防について講

演を行った。

開催趣旨とコロナ禍の日本の女性を取り巻
く状況について

冒頭、筆者から本コロキアムの開催趣旨につ

いて日本の状況を踏まえて以下の説明をした。

2020年4月9日国連事務総長が、「女性と女の子

九州大学アジアウィーク：コロキアム
「コロナ禍における災害時の女性のリスク―日本とインドネシアの

心身の健康や対応の課題―」開催報告

杉本めぐみ
九州大学男女共同参画推進室  准教授
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をはじめ対面での接客を行うサービス業の多くが

打撃を受け、非正規雇用の女性が担っていた労働

需要が著しく減った。そのため女性の経済的困窮

者が増えたのである。

さらに子どもの休校やパートナーの在宅勤務

で、家事や育児の負担は時間的にも精神的にもよ

り女性に掛かりやすい。夫婦間のドメスティック

バイオレンス（DV）をはじめ家庭内暴力の犠牲

となる人が増えたことも分かっている。コロナ禍

で家にいる時間が長くなった父親から子どもへの

虐待が増えたという声も寄せられているが、子ど

もへの虐待の加害者で最も多いのは実母である。

災害時には、より狭い空間で女性の家事育児等の

負担が重くなり、夫婦間から子どもへの影響の負

の連鎖が起きやすくなる。

以上のようなコロナ禍における日本の女性を取

り巻く厳しい環境から、SDGsでジェンダーの平

等を提唱して女性支援に取り組む国連インドネシ

ア事務所の二人の実務家と、九大の二人の専門家

が社会要請の点からも緊急性の高い本課題につい

われていた。ジェンダーの問題があまり取り上げ

られていなかった時期に、国連がいち早く提言を

出したことは意義がある。

しかし、日本ではその緊急提言にも関わらず、

2020年後半から女性の若年世代を中心に自殺者

数が増加している状況にあり、心の健康問題に対

応できていない。東日本大震災の翌年から男女と

も減り続けていた自殺者数が、2020年に増加に

転じて21,081人に上った。前年比で男性はわず

かに減ったが、女性は若年世代を中心に15・4％

増加した。東日本大震災の起きた2011年も男性

の自殺者数は減っている一方で、女性は3・1％

増えている。このことは、非常時に女性が影響を

受けやすいと考えられる（図1）。

女性の置かれた状況がコロナ禍で悪化している

領域を、国連は「経済、健康、無償ケア労働、暴力」

だと指摘している。最初の経済について日本で考

えると、全就業者のうち非正規雇用の割合（2020

年8月時点）は女性が48・5％で、男性の16・8％

に対して3倍近い割合である。コロナ禍で飲食業

（厚生省 2021 年より）
図 1．日本の自殺者数及び男女別年次推移
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増えた。

2．  災害で生活に大きな影響を受けるのは男性

よりも女性である。コロナ禍で非正規雇用

の女性の半数で有償労働時間が減少した。

3．  災害により女性の健康が危険にさらされる。

15年ベトナムの干ばつ後、汚染された水が

婦人科疾患増加の原因になった。

4．  災害は女性の性に関する健康にも悪影響を

及ぼす。コロナ禍でアジアなどの性に関す

る健康関連クリニックの76％で業務に支障

が生じ、世界の7割の国で家族計画関連サー

ビスの利用に影響が出た。

5．  災害時にジェンダーに基づく暴力の多発傾

向にある。アフガニスタンの調査で回答女

性の97％が新型コロナウイルス感染症の流

行後、家庭内暴力の増加を訴えた。

こうした統計結果は、防災分野でも女性の地位

が低く、女性が関与する機会が少ないことが一因

である。また、女性が手に職を付ければ、非正規

雇用か否かにかかわらず自立しやすい。そのた

め、国連は被災地での女性支援として、職業訓練

と生計向上支援の両方をセットで実施することが

て、互いの知見を共有し、社会へ発信し、市民社

会と共に問題意識を持つことで解決へ端緒を見出

し、SDGsを少しでも前進させることが開催目的

であると筆者より説明した。

国連における女性支援の提言とSDGsと災害
による女性の状況とコロナ禍のインドネシ
アについて

OCHA のタルミジ・モエクティジャ氏からは、

国連アントニオ・グテーレス事務総長の「女性と

女の子を新型コロナウイルス感染症対応の中核に

据えるべきである」という緊急宣言の趣旨と、国

連の SDGs 活動の説明があった。さらに 2021 年

から 2025 年までに国連がインドネシアで SDGs

について下記の4つの戦略的優先事項とすること

が紹介された。

1．包括的な人間開発

2．  「インダストリー 4.0」への移行と、女性の

経済参加、高付加価値経済への経済変革

3．グリーン開発と気候変動と自然災害

4．SDGsイノベーション

さらに、インドネシアの新型コロナウイルス感

染症の状況と対応と課題や、さらに国家災害対応

フレームワークで国際支援により継続的な政策と

運用支援と能力構築するに加えて地域支援につい

ても言及した。

また、国に関係なく自然災害時でもコロナ禍で

も、非常時に女性が様々なしわ寄せを受けやすい

ことについて下記のような説明があった。

1．  災害時に多くの女性が担う家族の世話や家

事など無償労働が増加する。2015年ネパー

ル地震で停電被災女性の63％の家事労働が

グテーレス国連事務総長の言葉を紹介するタルミジ氏
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実際にインドネシアで行われている性と生殖の

健康にかかわる物品をバッグに入れて配布するプ

ロジェクトに加えて、日本政府がUNPFAへ拠出

している説明があった。

コロナ禍における日本の心の健康調査と問
題について

中尾智博教授は「コロナ禍でこころの健康をた

もつために」という題で講演した。中尾教授をリー

ダーに、厚労省の研究事業として全国最大の規

模で心の健康について実態調査が行われ、2020

年7月に結果が発表された最新の知見の紹介があ

り、コロナ禍で男女ともにどのような状況にある

のか説明があった。なお、研究調査の代表者の中

尾教授は、不安症の認知行動療法を専門とし、ま

た東日本大震災支援を通じて災害精神医学にも携

わってきた。筆者と基幹教育院のオープン科目「九

州の防災」では、学部1年生向けにわかり易く被

災者のトラウマについて講義をされて来た。

本調査では、今回、九大やNCNPのほか、筑波

大、聖路加大、東大などのメンタルヘルスの専門

家が集結し、全国の精神保健福祉（精保）センター

69 施設と精神科医療機関 931 施設、計 1000 施

設を対象に郵送によるアンケート調査を実施し

多い。

インドネシアでの健康危機下における女性
と女児の備えについて

UNFPA のエリザベス・シブタール氏は、女性

と女児が、特に性と生殖の健康と生殖権（以下

RR）に関して新型コロナウイルス感染症からの

不均衡な負担に直面している状況について説明し

た。ロックダウンによるジェンダーに基づく暴力

の増加は「影のパンデミック」であり、意図しな

い妊娠、児童婚、および性的虐待が急激に増加し

ている現状についても触れた。

UNFPA のビジョンは、緊急事態や危機の影響

を受けるすべての女性と女児が、自分たちの健

康、幸福と尊厳のために必要な保護とサービス

を受ける権利を有することである。そのために、

UNFPAでは以下を行う。

1．  医療従事者の保護を含む統合的な性と生殖

の健康の保護、ジェンダーに基づく暴力か

らの保護、心のケアサービスの継続性 

2．  ジェンダーに基づく暴力と有害な慣習への

対処

3．  そして 避妊薬等の生殖の健康にかかわる物

品の供給を確保

性と生殖の健康にかかわる支援品の入ったバッグ

講演中の UNFPA シブタール氏
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相談内容は不安、うつ、不眠、アルコール問題

といった精神医学的問題に加え、対人関係や偏見

差別の悩みなど、社会的要素を含んでいた。ま

た、自殺の危険など緊急を要する相談も寄せられ

ていた。新型コロナウイルス感染症に関連したメ

ンタルヘルス問題は広がりを見せており、精保セ

ンターや精神科医療機関における適切な対応と介

入のシステム構築が急務であることが分かった。

コロナ禍でメンタルヘルスの問題が急増する背

景について、感染症そのものに対する恐怖のほか、

ソーシャル・ディスタンシングによる孤独・孤立

や社会活動の縮小、経済的困窮、将来への不安な

ど、様々な要因が複合的に絡んでおり、多くの人々

が軽度から重度まで何らかのメンタルヘルスの問

題を抱えていると説明があった。

た。2020年1月から10月の調査期間中、精神保

健福祉センターには、感染者、家族、医療関係者、

一般住民から広く相談が寄せられ、内容も感染そ

のものに関するもの、感染による差別、人間関

係、仕事や経済的な問題、精神的な問題と多岐に

わたっていた。相談の大半は精保センターに電話

で行われ、新型コロナウイルスの感染者やその家

族に加え、一般住民からも広く寄せられていた。

講演中の中尾智博教授

（Nakako et al.  2021 より）
図 2．精神保健センターに寄せられたリモート相談の件数

件数
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の現場の声を届けることができ、さらに活発な議

論が生まれた。国連人口基金駐日事務所の公式

ソーシャルネットワークでも広報され、市民、国

連関係者、医療関係者、災害支援関係者、九州内

の大学の男女共同参画推進室、NHK のディレク

ター、西日本新聞の記者、インドネシアの防衛大

学関係者など約60名の多様なステークホルダー

が参加した。

多方面でご支援いただいたアジアオセアニア研

究教育機構の関係者にこの場を借りて感謝申し上

げる。

参考文献：
 ・ Tomohiro  Nakao ,  Ke i ta ro  Murayama ,  Sho 

Takahashi, Mami Kayama, Daisuke Nishi, Toru 
Horinouchi, Nozomu Oya and Hironori Kuga. Mental 
Health Difficulties and Countermeasures during 
the Coronavirus Disease Pandemic in Japan: A 
Nationwide Questionnaire Survey of Mental Health 
and Psychiatric Institutions. Int. J. Environ. Res. 
Public Health.  2021, 18（14）, 7318.

 ・ UN Secretary-General António Guterres’s Speech 
“Put women and girls at the centre of efforts to 
recover from COVID-19”. April 9, 2020.

 h t t p s : / / w w w. u n . o r g / e n / u n - c o r o n a v i r u s -
communications-team/put-women-and-girls-centre-
efforts-recover-covid-19（2022年1月15日アクセス）

 ・ 九州大学プレスリリース（2021 年 7 月 28 日）：新
型コロナウイルス禍におけるメンタルヘルス問題の
実態が明らかに

 h t t p s : / / w w w . k y u s h u - u . a c . j p / f / 4 4 6 7 6 / 
21_07_28_02.pdf（2022年1月15日アクセス）

 ・ 厚生労働省自殺対策推進室 . 令和 2 年中における自
殺の状況. 2021年

 https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/jisatsu/
R03/R02_jisatuno_joukyou.pdf（2022 年 1 月 15 日
アクセス）

 ・ 杉本めぐみ. 『九州の防災 熊本地震からあなたの身
の守り方を学ぶ』 九州の防災編集委員. 2018.

また、この調査研究結果をもとに、中尾教授ら

はコロナ禍でのメンタルヘルス対応マニュアルを

作成しており、そのマニュアルで用いられている

サイコロジカル・ファーストエイドという手法の

模擬面接動画が流され、新型コロナウイルス感染

症で支援者がどのように傾聴するか分かりやすく

理解することができた。さらに、コロナ禍でのメ

ンタルヘルスを予防する取組として、生活リズム

を整えることや良質な睡眠をとること、アルコー

ルと上手に付き合うこと、おしゃべりをすること

など普段の生活で心掛けていくべきポイントにつ

いてアドバイスがあった。

最後に登壇者によるパネルディスカッションで

は、インドネシアから中尾教授に多くの質問がさ

れ、最新の知見と具体的な心のケアに対する生活

レベルの心掛けで出来ることについて誰もが身近

に感じる問題となっており、国際的な関心の高さ

がうかがい知れた。

まとめ
日本とインドネシアの両国で互いに、コロナ禍

で女性を取り巻く問題について新しい知見を得

て、議論することで、国を超えた共通点も見出し、

協力できることも分かった。今回は、同時通訳を

入れたことで言語の壁がなくなり、参加者に両国

パネルディスカッションでインドネシア側からの質問の様子
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令和３年度女性職員エンカレッジメントセミナー
「先輩女性管理職に聞く『女性のキャリアをどう考える？』」開催報告

相良祥子
九州大学男女共同参画推進室 職域限定専門職員

話題提供者：山口美矢 氏（九州大学  監事）、
　　　　　　黒岩由美 氏（九州大学芸術工学部 事務部長）
日時：令和 3 年 6 月 29 日（火）13：00 ～ 14：30
　　　 Zoom によるオンライン開催

九州大学では毎年女性研究者向けのエンカレッ

ジメントセミナーを開催してきたが、今年度は新

たな試みとして、職員の活躍を促す女性職員エン

カレッジメントセミナーを開催した。タイトル

は「先輩女性管理職に聞く『女性のキャリアをど

う考える？』」で、COVID-19 の影響もありオン

ラインで開催した。今回は、話題提供者として本

学の上位管理職経験者２名を迎え、これまでに苦

労したことや自身のキャリアのターニングポイン

ト、後輩女性職員に向けたアドバイスなどを伺っ

た。なお、当日は学内４つのキャンパスから、職

員だけでなく教員を含め62名の参加があった。

以下、本セミナーの概要を紹介する。

山口美矢 氏（九州大学監事）
まず、山口氏よりスライド資料を用いたお話が

あった。山口氏は長く福岡県庁で勤務され、昨年

３月に同庁を退職後は、同年９月から本学監事を

務めている。「男社会」といわれる総務部での勤

務をはじめ、様々な部署で35年間行政に携わっ

た経験から、意思決定の場におけるジェンダーバ

イアスの存在について説明いただいた。

講演の冒頭では、山口氏から３つの写真および

データが提示された。１枚目は「九州・沖縄各県

担当部長会議」の光景を映した写真、２枚目は自

治体の「地方防災会議」おける委員の男女比を示

すデータ、３枚目は福岡県庁の「庁議」の様子を

映した写真である。これらの写真やデータに基づ

き、山口氏は次のとおり問題点を指摘した。

まず、１枚目の写真について、女性の委員が誰

一人会合に出席していなかったという点である。

山口美矢氏 黒岩由美氏
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子育ては男女の別なく配偶者間で協力して行われ

るべきものだが、子育て環境の改善を論じる政策

決定の場に、一方の当事者であるはずの女性が参

加していないことは大きな問題であるとの指摘が

あった。

次に、２枚目のデータについて、自治体の「地

方防災会議」における女性委員の割合の少なさが

指摘された。都道府県を例にとると、地方防災会

議での男性委員の割合は83.9％に上るのに対し、

女性委員の割合は 16.1％にとどまる。市区町村

の例では、男性委員の割合は 91.2％であるのに

対し、女性委員の割合は僅か8.8％である。また、

女性委員が一人もいない自治体についても、全体

の 21.8％に上る。こうした現状を踏まえ、山口

氏は、防災会議における女性委員の数が少数にと

どまる自治体では、備蓄品（アレルギー対応食、

介護食、生理用品、小児おむつ等）や避難所運営

の指針に差が出てしまうと述べた。特に、東日本

大震災における避難所の光景を例に挙げながら、

住民や被災者の半数は女性であるにもかかわら

ず、その声やニーズが届きづらい構造自体に問題

があるとの説明があった。

さらに、３枚目の写真について、福岡県庁にお

ける女性管理職の数の少なさが指摘された。山口

氏からは、福岡県庁における課長級以上の管理職

に占める女性の割合は、過去数年間で飛躍的に伸

び、令和３年４月時点で17.3％（前年比1.8ポイ

ント増）まで上昇したとの報告があったが、その

一方で、部長級以上の管理職に占める女性はいま

だ２名にとどまるとの説明があった。また、最高

意思決定の場である「庁議」出席者のうち、女性 

は僅か２名（副知事３名中１名、部長10名中１名）

であることが紹介された。

以上の点を踏まえ、山口氏からは、地方自治体

を含むあらゆる意思決定の場において女性の参画

を進め女性の意見を反映させる必要があること、

また大学とは新たな価値を創造する場であり、企

業や役所とは異なる次元のダイバーシティが求め

られていることの説明があった。

最後に、これから管理職を目指す後輩女性職員

に対して「エントリーしなければ始まらない」「階

段を上がった時が踏ん張りどき」「仕事はチーム

で」「人生（生活）あってこその仕事」などの激

励のメッセージを贈った。

黒岩由美 氏（九州大学芸術工学部事務部長）
続いて、黒岩氏より同じくスライド資料を用い

たお話があった。黒岩氏は佐賀大学に採用され、

九州芸術工科大学（現：九州大学芸術工学部）、

九州大学への配置換え後は様々な部署での経験を
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積み、令和元年４月に本学芸術工学部事務部長に

着任した。今回は、国立大学の法人化をはじめ、

大学が大きな転換期を迎えていた時期に現場で働

いた経験を踏まえながら、女性職員を取り巻く現

状についてお話しいただいた。

まず、冒頭で黒岩氏の略歴が簡単に紹介された。

なかでも苦労したこととして、平成22年に初め

て課長職に昇任したときの経験を挙げ、管理職と

して部下をマネジメントしながら、同時にそれま

での経歴とは全く異なる分野を学び直す難しさを

振り返った。また、平成26年に学生支援課長に

着任したときには、重篤な障がいをもつ学生への

配慮やキャンパス移転に伴う箱崎地区の寮閉鎖な

ど、多くの問題に同時に取り組んだ苦労を語った。

その一方で、たしかに上位職になるほど責任は増

えていくが、自分の力で何かを達成する喜びは格

別であり、仕事のモチベーションアップにもつな

がるとの前向きな見方を示した。

次に、男女共同参画や女性活躍促進をめぐる法

整備の状況について説明があった。黒岩氏は、自

分の子育て期には育児休業を取得するための法整

備が進んでおらず、出産から僅か８週間で職場に

復帰せざるを得なかったが、いまでは仕事と育児

の両立をはじめ、女性の活躍を後押しする環境が

整備されつつあるとの明るい見通しを示した。ま

た、これまで女性部下を指導してきた経験を振り

返りながら、女性職員の多くが、上司から昇任を

打診された際に「自分には自信がない」「男性と

同じように仕事にだけ専念できない」と、いった

んは申し出を断ってしまうという。しかしなが

ら、こうした女性たちもいったん上位職に就けば

生き生きと活躍していたことから、これから管理

職を目指す女性職員は尻込みすることなく積極的

にチャンスを掴んでほしいと勇気づけた。

さらに黒岩氏は、将来のキャリア・デザインの

重要性について説明した。男性と比べて、女性の

キャリアは出産や育児などのライフイベントによ

る影響を受けやすいが、数年先の「こうなりたい」

自分の姿に思いを馳せることで、ライフイベント

を柔軟に乗り越えながら自分が働ける環境を作る

ことができると語った。

最後に、これから管理職を目指す後輩女性職員

に対して「自分の強みを知って自信をもつ」「健

康管理が第一」「『あなた』がロールモデルになる」

「頑張る自分に、時には『ご褒美』を」などの激

励のメッセージを贈った。

質疑応答・意見交換
お二人による講演の後には、質疑応答・意見交

換の時間が設けられた。まず、お互いの話を聞い
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た感想について、山口氏は「本学における女性職

員の状況を知ることができた。黒岩氏のお話は、

実際にご自分の力で経験して勝ち取ってきたから

こそ、大変説得力があったと思う。今後の後輩の

育成にも期待したい。」と述べた。これに対し、

黒岩氏は「これまでの経験から、係長に昇任する

前の、まさにライフイベントの最中にある世代の

育成が大切だと感じている。自分自身も、我が子

可愛さのあまり途中で仕事を断念する迷いが生じ

た時期もあったが、常に『自分』の人生であるこ

とを忘れずに決断してきた。社会が目まぐるしい

変容を遂げるなか、女性職員には管理職に昇任す

ることを敬遠してほしくない。」と訴えた。

続いて、参加者からの質疑応答では、女性であ

るがゆえに苦労した経験はあるかとの質問が寄せ

られた。これに対して、黒岩氏は「性格や環境に

左右されるかもしれないが、特になかったと思う。

ただ、国立大学が法人化される以前の公務員時代

に『女性は係長に昇任しない』『長期出張には行

かせない』と言い切る上司もいた。また、課長に

昇任した当時は、自分を含め女性課長が二人しか

いなかったため、学外の会議に出席すると珍しが

られることもあった。」と回答した。

最後に
本セミナーの締めくくりとして、本学玉田薫副

学長より閉会の挨拶があった。玉田副学長は、米

国の発達心理学者であるロバート・キーガンの著

書「なぜ人と組織は変われないのか―ハーバード

流自己変革の理論と実践」を題材に、次のとおり

説明した。まず、最近の研究では、大人になって

も人間の脳は成長を続けることが解明されてお

り、個人の程度差はあれ、誰もが社会的経験を経

ながら成長していく可能性を秘めている。また、

大人の知性には３つの成長段階（環境順応型知性、

自己主導型知性、自己変容型知性）があるが、我々

は各々の段階を経るにつれて、自律性を培い、自

分なりの問題解決方法を導き出しながら、最終的

には部下を導く上司として育っていくと語った。

最後に、玉田副学長は、男女の別を問わず誰もが

ライフイベントを乗り越えながら、この九州大学

で活躍してほしいとエールを贈った。

先述のとおり、女性職員を対象としたエンカ

レッジメントセミナーの開催は、本年度が初めて

の試みであったが、参加者がこれまでの自身の経

歴を振り返り、また自分の未来について思いを馳

せる非常に有意義な時間となった。
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九州大学では、令和 3 年度に女子高校生を

対 象 と し た 本 学 理 系 イ ン タ ー ン シ ッ プ 制 度

「QURIES プログラム（以下「本プログラム」と

いう。）」を新設しました。本プログラムの名称は、 

K（Q）yushu University Research Internship in 

Engineering and Scienceと、女性科学者のパイオ

ニア、マリ・キュリー（Curie）博士の名前とを

合わせたものです。

本学は本プログラムを通じ、広く女子高校生の

理系分野への興味・関心を喚起して裾野を拡大

し、学術研究の将来を担う優秀な若手理系女性研

究者・技術者を長期的に育成し、九州から世界へ

羽ばたく女性を一人でも多く輩出する支援を行い

ます。

1.  目的と社会的意義
本プログラムは、大学進学前の意欲に溢れる優

秀な女子高校生を対象とし、本学の先端的な研究

環境の一端に触れる機会を提供するとともに、本

学理系分野の教員をメンターとして、座学ではわ

からない刺激的な研究活動の体験の場を提供する

ことで、学術研究の将来を担う優秀な若手理系女

性研究者・技術者が多く輩出されるよう、その支

援を行うことを目的としています。

2.  寄付金に支えられた持続的な運営
本プログラムは、世界的に著名な科学者で、か

つ若手女性研究者の支援に尽力された本学の名誉

教授であった故伊藤早苗元理事のご遺族からの寄

附金で運営しています。寄附金を原資とする事に

より、運営費交付金等では支出が難しい高校生へ

の支援や、女性の活躍促進・育成に特化した事業

への柔軟な支援に加え、通常の公的補助事業に比

べ長期間の持続的な事業デザインが可能となりま

した。

3.    参加者募集と研究室配属の流れ
今年度は試行プログラムとして本学に進学する

人数の多い福岡県下の3つの公立高校に推薦を依

頼して参加者を募集しました。本プログラムへ参

加を希望する応募者は、個人およびグループでの

参加を可能とし、本学が提示した研究テーマリス

ト（今年度は受入れを申し出た理系学部等の 32 

研究室（工学部関連 26、理学部関連 5、農学部

関連 1） のテーマリスト）から自分が取り組みた

い研究分野・テーマを選択し、志望理由及び実施

期間中の研究活動や指導を受けたい内容等を記載

した申請書を提出しました。調整の結果、応募者

45人全員を受講生とし、19研究室への配属を決

定しました。

SDGsに関連する分野など社会的接点のある研

九州大学 QURIES プログラム概要と初年度実施報告

杉本めぐみ
九州大学男女共同参画推進室 准教授
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究室に生徒の人気が集中するなど、配属希望の多

かった研究室の傾向から、女子高校生の理系の進

路決定には社会との関わりが大きく影響している

ことが読み取れました。

なお、本プログラムの実施にあたり3校と企画

内容について相談し、実施期間や支援対象等につ

いて企画案を策定しました。さらに、福岡県教育

委員会にも事前に相談するなど、関連する機関と

連携しながらプログラムを作成しました。今後も、

女子高校生のニーズ等の把握に努めるとともに、

地域の関係機関と連携しながら本事業を進めてま

いります。

4.    急遽オンラインに切り替わった本年度の
実施の様子

8月7日のオリエンテーション後、8月16日か

ら各研究室に1週間配属されて研修を受ける予定

でしたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大を

受けてオリエンテーションは中止、本プログラム

は急遽オンライン開催に切り替えました。

実施期間は8月18日から20日の3日間に短縮

し、研究室での演習の代替として、受講生を配

属予定だった19研究室の教授からTAの修士学生

まで、バラエティに富む講師による研究紹介が各

30分ずつ行われました。オンラインで実験室の

装置や実験の実演等をライブ中継し、受講生が臨

場感を持って大学の研究の様子を垣間見られるよ

うな工夫もあり、受講生も積極的に質問し、活発

な議論を行うことができました。

また、2日目の昼休みにはランチタイム交流会

を行いました。受け入れ予定だった研究室の教員

をファシリテーターとし、受講生が8つのグルー

プに分かれ、教員やTAの大学院生に対して進学

の相談や留学の機会、理学と工学の違いなど基本

的な情報をはじめ、昼食を取りながら悩みや疑問

について約1時間自由に話をしました。最後に各

グループから出た話のまとめを代表の受講生が発

表し、中には来年も参加させて欲しいという要望

もありました。

今回のオンライン開催では、大学院生などの若

手女性研究者も講演や実験のデモンストレーショ

ン等を通じて参画しました。特に本プログラムと

同じ基金で運営されている「九州大学若手女性研

究者・女子大学院生優秀研究者賞（伊藤早苗賞）」

を受賞した大学院生が積極的に本プログラムのサ

ポートを行いました。女子高校生と年齢が近い若

手女性研究者が積極的に参画したことで、受講生

が会話をしやすいプログラムとなりました。修了

TA によるデモンストレーション

受講生からの質問の様子（参加者の一部）
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後、受講生の報告文を、実施報告書として取りま

とめて出版しました。表紙デザインは芸術工学研

究院助教の藤紀里子先生の指導を受けながら、芸

術工学部3年畑裕梨さんがデザインしました。

受講生には本プログラムへの要望を含めたアン

ケート調査を最終日に実施しており、その結果と

報告書を踏まえ、来年度以降はさらに本プログラ

ムを発展させ、対象を拡大していく予定です。

令和 3 年度 QURIES プログラム オンラインセミナー スケジュール
月日 時刻 内容・担当 参考 : 当初予定していた

インターンシップのテーマ
8/18（⽔） 10:00-10:15 オリエンテーション

10:15-10:45 髙橋 幸奈 准教授 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
（工学部物質科学工学科） ⾊と光とエネルギー

10:45-11:15 渡辺 隆行 教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） プラズマを⽤いた環境問題解決のための
新しい化学プロセス

11:15-11:45 ⾕ノ内 勇樹 准教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） レアメタルの錬⾦術師～貴⾦属の抽出～
11:45-13:00 休憩
13:00-13:30 杉本 めぐみ 准教授 男女共同参画推進室 Quries プログラム担当者による演習
13:30-14:00 工藤  奨 教授 工学研究院（工学部機械航空工学科） 細胞は “ ⼒ ” をどのように感じるのか？
14:00-14:15 休憩
14:15-14:45 林  灯 教授 エネルギー研究教育機構（工学部機械航空工学科） ⽔素エネルギーについて学ぶ

14:45-15:15 塘陽子 助教 工学研究院（工学部機械航空工学科） 九州大学工学部での学びと研究
―ナノスケールで熱を制御するー

8/19（⽊） 10:00-10:30 三浦 佳子 教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） 固体触媒による
フロー合成システムの開発

10:30-11:00 寺⻄   亮 教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） 永久電流、電気抵抗ゼロの世界
～ -196℃で躍動する超伝導体～

11:00-11:10 休憩

11:10-11:40 田中 將⼰ 教授
山﨑 重人 准教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） シルバーリングの秘密

11:40-12:10 吉川 顕正 教授 理学研究院（理学部地球惑星科学科） 磁場から見るオーロラ爆発現象
12:10-13:30 ランチ交流会

13:30-14:00 山内 美穂 教授 カーボンニュートラル エネルギー国際研究所
（理学部化学科）

電気化学反応を使った
サステイナブルな化学合成

14:00-14:30 ⾕ 文都 准教授
五島 健太 助教 新しくて，すごい有機分子を創ろう

14:30-14:40 休憩
14:40-15:10 中島 健介 助教 理学研究院（理学部地球惑星科学科） 数値モデリングの初歩
15:10-15:40 大崎 遥花 大学院システム生命科学府博⼠課程 5 年 単なる生き物好きが、世界で唯一の研究者になるまで

8/20（⾦） 10:00-10:30 古閑 一憲 教授 システム情報科学研究院（工学部電気情報工学科） プラズマの刺激で植物の成長を促進しよう

10:30-11:00 櫻井 幸一 教授
顧玉杰 助教 システム情報科学研究院（工学部電気情報工学科） サイバーセキュリティに関する研究

11:00-11:10 休憩

11:10-11:40 ⽵村 俊彦 教授
江口 菜穂 助教 応⽤⼒学研究所（総合理工学府） 気候変動科学

11:40-12:10 藤ヶ⾕ 剛彦 教授 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
（工学部物質科学工学科）

近⾚外発光を⽰すカーボンナノチューブ
複合体の作製とバイオ応⽤の検討

12:10-13:30 休憩

13:30-14:00 森下 浩平 准教授 工学研究院（工学部物質科学工学科） 10 億倍の光を利⽤した透視術
～⾦属 3D プリンタでは何が起こっているのか？～

14:00-14:30 ⾺奈⽊ 俊介 教授 工学研究院（工学土⽊工学科） 新たな国の豊かさを、技術と
経済ではかる

14:30-15:00 Closing ceremony
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令和３年度 九州大学若手女性研究者・女子大学院生優秀研究者賞（伊藤早苗賞） 
若手女性研究者部門　最優秀賞　研究紹介

『「副腎性骨粗鬆症」の疾患概念の確立』

⾺越真希　
九州大学大学院
医学研究院・日本学術
振興会特別研究員 RPD

この度は栄誉ある第４回九州大学若手女性研究
者賞を頂戴し、大変光栄に存じます。本賞の創設
にご尽力された伊藤早苗先生、伊藤公孝先生、選
考委員の先生方、男女共同参画推進室の皆様に深
く御礼申し上げます。

骨粗鬆症とは骨強度の低下により骨折リスク
が増加する加齢性疾患であり、国内患者数は約
1300万人とされています。骨折を契機に生活の
質は低下し、要介護や寝たきりの原因となりま
す。超高齢社会を迎えた我が国において、その病
態を解明し、有効な早期診断・治療法を確立する
ことは喫緊の課題です。副腎は内外のストレスに
応答して副腎由来ホルモンを産生する内分泌臓器
であり、生体の恒常性の維持に欠かせません。ホ
ルモンの過剰状態では多彩な代謝障害を引き起こ
すため、副腎はストレスと代謝疾患をつなぐもの
と考えられます。そこで、副腎は骨代謝の制御に
重要な役割を担っていると想定し、副腎由来ホル
モンの骨粗鬆症における病態生理的意義を検討し
ました。ホルモン過剰状態にある副腎腫瘍を対象
とした臨床研究により、アルドステロン過剰状態
では骨粗鬆症リスクが高まることを明らかにし、
この研究成果は国際誌のEditor’s choiceとして掲
載されました。またカテコールアミン過剰をきた
す褐色細胞腫が骨粗鬆症の原因疾患であることを
世界に先駆けて報告し、国際医学新聞 Endocrine 
TodayのTop Storyとして紹介されるなど反響を
得ました。最近では、因果推論法であるメンデル
ランダム化研究によって、副腎男性ホルモンにお

ける骨粗鬆症への保護的作用を明らかにしまし
た。これにより、ホルモン過剰状態のみならず、
生理的濃度での副腎由来ホルモンの不均衡が骨粗
鬆症の病態に影響を及ぼすことが示唆されまし
た。実際に、網羅的ステロイドプロファイリング
での検討から、副腎由来ホルモンには個人差があ
ることを見出しています。その全体像を理解する
ことで、副腎によるストレス適応力、すなわち副
腎年齢の推定が可能ではないかと考えています。

「副腎性骨粗鬆症」の疾患概念を確立することに
よって、骨粗鬆症の早期診断や個別化医療の実現
を目指していきたい所存です。

私は医師としての診療活動を通して、高齢者の
骨折が生活の質を著しく損なう場面を経験してき
た問題意識が研究の原動力になっています。これ
までは２度の出産や夫の転勤などのライフイベン
トにより、同一の環境で継続的に研究に取り組む
ことが難しい状況もありました。2019年４月よ
り九州大学に異動後は、大学病院きらめきプロ
ジェクトに所属させて頂き、医学研究院病態制御
内科学分野において恵まれた研究環境のなかで活
動することができています。本賞を頂戴したこと
を励みに、益々発展していけるよう日々精進して
いきたいと思います。最後になりましたが、本研
究に関してご指導頂きました小川佳宏教授、研究
室の先生方に心より感謝申し上げます。
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令和３年度 九州大学若手女性研究者・女子大学院生優秀研究者賞（伊藤早苗賞） 
女子大学院生部門　最優秀賞　研究紹介

『オスメスが互いに相手を食べ合う配偶行動「翅の食い合い」の適応的意義解明』

大崎遥花　
九州大学大学院
システム生命科学府・
一貫制博⼠ 5 年

この度は最優秀賞を賜り、大変有り難く存じま

す。これまで研究を支えてくださった指導教員の

粕谷英一准教授、研究室メンバー、そして学会で

快く議論してくださったすべての研究者の方々に

深く感謝致します。

共食いは同種個体を食う現象を指し、原生動物

から哺乳類まで幅広い分類群で見られます。共食

いの中でも特に配偶相手を食う現象を性的共食い

と呼びます。既知の性的共食いは、いずれも片方

の性が相手を一方的に食う例で、オスとメスが互

いに食い合う例はありませんでした。しかし唯一

の例外が、リュウキュウクチキゴキブリSalganea 
taiwanensis ryukyuanus の配偶行動で、オスとメ

スが配偶時に互いの翅を食い合う現象です。本種

は親が子の保護を行う亜社会性の食材性ゴキブリ

で、新成虫は長い翅を持ち、繁殖時期には飛翔し

て分散しますが、オスとメスが出会うと配偶時に

相手の翅を付け根近くまで互いに食い合ってしま

います。その後、ペアは朽ち木に穿孔して繁殖し、

両親で子育てを行いながら、生涯その相手と繁殖

する厳密な一夫一妻であると考えられています。

この厳密な一夫一妻という生態から本種ではオス

とメスの利害対立が存在しない可能性が高いので

す。この状況の実証例はなく、これを示すことに

よって全く異なる繁殖戦略の存在を明らかにでき

ると考えられます。しかしながら、翅の食い合い

はその存在についてすら出版された文献がなく、

翅を食い合う意義の検証は行われていませんでし

た。現在私はこの翅の食い合いの意義解明に挑戦

しています。仮説として考えられるのは、相手の

翅を取り除いて子育てに協力させる仮説、翅が栄

養源となっている仮説などです。また、厳密な一

夫一妻であれば利他的な協力行動が進化すると考

えられます。翅の食い合いが利他行動であれば、

相手の翅を食うことが相手の利益になっている仮

説、自身の翅を食わせることが相手の利益になっ

ている仮説が考えられ、一見翅を食べるというア

グレッシブな行動が協力になるという発見にもつ

ながると考えています。

本研究は、これまで知られていなかった全く新

しい繁殖戦略を解明するものであり、生態学への

学術的貢献が非常に期待できます。今後も様々な

手法を用いて、一生かけて解明していく所存です。
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2021年10月29日（金）、福岡県立修猷館高等

学校の理系の生物を履修する2年生6組と11組の

2クラス生徒47名を対象に、九州大学農学研究院

青木智佐教授が出前講義を行った。講義タイトル

は「学びの歩みと研究」で、青木教授ご自身の進

路選択などのこれまでの歩みと、ご専門である微

生物を利用した害虫防除の研究についてお話しい

ただいた。

本講義実施の背景には、令和 3 年度に開始し

た女子高校生を対象とした本学理系インターン

シップ制度「QURIES プログラム」がある。この

QURIES プログラム修了生である修猷館高等学校

の生徒 2 名が、「本プログラムで有意義な話を聞

くことが出来たので、その知的経験を生物選択の

同級生と共有したい。」と、理科の三浦清武教諭

に相談したことを受けて、三浦教諭より男女共同

参画推進室へ生物の講師として教授の派遣依頼が

届いた。そこで、生物系の研究を行っている女性

研究者のロールモデルとして適任であるととも

に、昨年度まで長きにわたり男女共同参画推進室

企画広報環境整備部門の室員を務められ当推進室

の活動をよく理解されていることから、本学農学

研究院の青木教授に本件をお願いしたところ、快

諾いただいた次第である。

当日は、新型コロナウイルス感染症の第5波が

収束しつつあり、修猷館高等学校では校内イベン

トも再開されているということで、岡本圭吾館

長、学年主任、生物の担当教諭等に温かく出迎え

ていただいた。岡本館長からは、本出前講義をは

じめQURIESプログラムへの御礼のお言葉ととも

高等学校への出前講義の報告

開催日時：2021 年 10 月 29 日 14：40 ～ 15：30
開催場所：福岡県立修猷館高等学校
講　　師：青⽊智佐　九州大学農学研究院 教授

杉本めぐみ
九州大学男女共同参画推進室 准教授

応接室での青⽊教授 教室からの風景　手前：中庭　奥：人工芝のグラウンド
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に、今後も本校生徒がこのような研究の最先端を

知る機会をひき続き賜りたい旨の依頼があった。

伝統ある修猷館高等学校の応接室には、歴代館長

の肖像画のほか様々な優勝旗や優勝杯が飾られて

おり、また人工芝のグラウンドや生徒総会が行わ

れる中庭などもあって、一通り校内を案内してい

ただいた後、生物の教室に移動した。

冒頭、本出前講義を企画したQURIESプログラ

ム修了生の黒岩裕子さんと新堀百花さんが挨拶と

司会をし、岡本館長や生物の教諭等も聴講される

中、青木教授の講義が始まった。まず、青木教授

は自己紹介として、育ってきた環境や研究者とし

ての進路選択についてお話しされた。

その後、大学院時代から携わっている「微生物

で害虫防除」を目指した研究として、昆虫を病気

にする微生物についてのお話に入ったが、パワー

ポイントを使って説明されるだけでなく、実物の

冬虫夏草や菌類に感染して死んだ昆虫などの貴重

な標本ケースを持参されており、生徒は興味深く

観察していた。

研究についての講義内容は、昆虫病原性のウイ

ルスに関するものであった。高校生が親しみやす

いように、新型コロナウイルスの話も取りあげな

がら生物学の基礎的な内容から入り、頭の中が整

理できて理解され易くなった後、本題である昆虫

講義開始の様子

講義で使⽤されたスライド
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を病気にするウイルスとして有名な核多角体病ウ

イルスとそれを利用した害虫防除について、利点

と欠点の両面から説明された。

質疑の時間もみな熱心に質問し、講義が終わっ

た後も青木教授を囲んで専門的な質問を次々と投

げかけていた。生徒が青木教授の周囲をなかなか

離れないため、ついには担当教諭により終了が申

し渡されるという一幕もあった。

後日、受講した全生徒の感想文が郵送されてき

た。ここにその一部を紹介する。

・  昆虫に害のある病気を利用するという視点が自

分にとっては新しい視点で驚きました。

・  質問にとても丁寧に答えてくださり、ありがと

うございました。ハリガネムシなど自分の関心

が深い分野についてより深く知ることが出来ま

した。

・  大学で学ぶことを少しですが、知ることができ、

今の勉強を頑張るモチベーションになりまし

生徒をはじめ館長や教諭が熱心に聞く講義の様子
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た。

・  青木先生の研究はもちろん、他の九州大学農学

部で行われていることについても知ることがで

き、進路について考えるきっかけを得られまし

た。

・  自分は大学のオープンキャンパスなどに行った

ことがなく、実際に大学でしていることについ

て深く知る機会がなかったから、本日の講義を

聞けて本当にうれしかったです。

・  2年生になって、生物の学習内容が難しくなり、

自分には向いてないんじゃないかと思うことが

よくあるのですが、今日、生物を選択して良かっ

たと思うことができました。

・  私が学んでいることはとても狭く、きっと知ら

ない分野・職業がまだたくさんあるのだと思う

と、期待で胸が膨らみます。素敵な講演をして

くださりありがとうございました。

なお、修猷館高等学校では、女子生徒の理系希

望者も多く、社会一般に女性の科学者を増やそう

と色々な試みがなされていることについては、女

子生徒の進路を考える上で非常に有難いことだと

いうことであった。そういった意味からも、今回、

男女共同参画推進室の活動としての女性研究者の

出前講義に、理系進学希望の女子生徒が多い学校

で彼女たちの理系進学を促進するボトムアップの

手段としても手ごたえを感じることができた。お

忙しい中、生徒を触発する素晴らしい内容のお話

をし、ご協力いただいた青木教授には、この場を

借りてお礼申し上げる。

講義後に青⽊教授（左手前）を囲んで質問する生徒達 世話役の QURIES プログラム修了生と一緒に（左端が筆者）
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2021年11月28日（日）、本学の『アカデミッ

クフェスティバル2021』の一環として「九大女

子卒業生に聞く！キャリア講演会＆交流会 Open 

Café 2021」を実施した。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、今年で８回目の開催となったが、

新型コロナウイルス感染防止の観点より初のオン

ライン開催となった。

今年度は、福岡県商工部長の松本恭子氏（1984

年教育学部卒）とフリーエディター・ライターの

佐々木恵美氏（1997年教育学部卒）のお二人に

ご講演いただき、それぞれのお仕事やこれまでの

キャリアの具体的な内容について、様々なエピ

ソードを踏まえてお話しいただいた。

松本恭子氏
（福岡県商工部長 , 九州大学教育学部卒）

松本氏は福岡県庁でキャリアを積み、女性とし

て初めての商工部長に就任した。学生時代は教育

学部で心理学を学んでいた。

県職員として働いてきた約30年の内、３分の

１は商工部に所属している。その過程で多くの企

業や人との出会いがあった。様々な分野で活躍し

ている方とつながり、その方々との間で生まれた

ネットワークから、企業と企業、企業と大学など

をつなげる仕事ができ、喜んでもらえたことも自

分の成長や、やりがいにつながったと感じている。

1992年に配属された空港対策課では、北九州

空港の新設のため、運輸省（現国土交通省）との

調整や、地元自治体への説明資料作成などの業務

に従事していた。当時の課長が女性の仕事に対し

て非常に理解があり、若手だった松本氏を重要な

会議等に同行させ、「これからは女性も頑張らな

いと！」と激励してくれた。

そのような経験から管理職になってからは、若

い方が子育てや介護など、どうやって人生とのバ

ランスを取りながら生きがいをもって働いてもら

えるかということに気を配るようになってきた。

今は「男性だから」「女性だから」というのは全

「Open Café 2021 ～九大女子卒業生に聞く！
　キャリア講演会＆交流会」開催報告

藤田　妙
九州大学男女共同参画推進室 テクニカルスタッフ

初のオンライン開催となった OpenCafé
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くなく、自分らしく、自分の意思で仕事をしてい

けば道も開け、ライフとワークのバランスもとれ

るのではないかと感じている。また令和２年度時

点で、県職員の女性の比率は約４割で部長相当職

は４％程度となっているが、今後はもっと増えて

いくのではと思っている。

最後にアメリカのスティーブン・R・コビーが

書いた書籍『７つの習慣』の紹介があった。その

中でいちばん習慣づけていきたいと思ったのは

「主体的である」ということである。人間という

のは人からどう思われているかを気にしてしまう

が、自分自身のことをどう考えていくかというの

がいちばん大事ではないかと思っている。私たち

の行動というのは自分の決定と選択の結果である

ので、自分の行動に責任を持つには主体的に考え

ていくのが大切であると述べられた。

また大事にしている感情のひとつに「自己肯定

感」を挙げられた。特に女性に対して「なんで自

分に自信をもって仕事をしないの？」と思う経験

が多々あったが、自分に自信を持っていると、楽

に生きられるし、仕事もうまくいくとアドバイス

をされた。もうひとつが「相手の感情を思う」と

いうことで、独りよがりの自己肯定感ではなく、

相手がどう思っているか、自分が言ったことに対

してどう反応するかということを考えながら仕事

や人生に立ち向かうとうまくいくとメッセージを

贈られた。

佐々木恵美氏
（  フリーエディター・ライター , 九州大学教育学

部卒）

佐々木氏はロンドン・東京・福岡にて、フリー

ランスで女性誌や新聞・Web・報告書などの制

作に携わっており、また２児の母でもある。

フリーランスの仕事とは、ひとつの企業で働く

のではなく、いろいろな企業や団体から個人的に

依頼を受ける仕事であると紹介があった。佐々木

氏は仕事内容を自分で判断して決め、自宅をオ

フィスとして働いている。

まずは「エディター」についての説明があった。

エディターは本や雑誌などの企画を考え、全体を

講演中の松本氏
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プロデュースする仕事である。国連の報告書やタ

ブロイド紙、月刊誌などで、どのような内容にす

るか、誰に取材するか、写真はどうするかなどを

考え、作り上げた経験を語られた。

次に「ライター」についての説明があった。佐々

木氏はインタビューが好きで、ライターとしての

仕事の大半はインタビューである。依頼された

テーマに合わせて話を聞き原稿にするという“書

く”ことに特化した仕事であると説明された。

他にも文章やデザインにおかしいところがない

かをチェックする「校閲」の仕事もあり、特に子

供が小さくて取材に行けなかった時期は、自宅で

そのような仕事を受けることが多かった。

高校時代は将来の職業が決められず、何となく

「専業主婦でもいいんじゃないか」と思うような

学生だったが、海外で暮らしたいということは中

学生のころから強く思っていた。大学に入学して

からは人間環境心理学という学問に出会い、街に

出て自分で何か観察して調べ、話を聞いてレポー

トをまとめることの面白さに初めて目覚めた。そ

の時初めて「取材して書くことを仕事にしたい」

という目標が出来たが就職活動がうまくいかず、

卒業後はラジオ局のアルバイトとしてキャリアを

スタートさせた。

そんななか、すぐに新しく創刊する雑誌のス

タッフ募集の記事を目にし、早速応募したが採

用には至らなかった。しかしここで諦めること

なく、編集長宛に熱い思いを書いた手紙を送った

ところ、アルバイトとして採用されることになっ

た。九大卒でアルバイトというのは異色のスター

トだったが、自分がやりたいことを若いうちにや

れると思うと、すごくいい選択だとワクワクして

仕事を始めた。２年目からは業務委託という形に

なり、これがフリーランスの始まりとなった。作

家やタレントなど有名な方を取材するうちに、イ

ンタビューの面白さや奥深さを知り、この仕事を

続けていきたいと思うようになった。

仕事の面白さを感じながらも、海外で暮らすと

いうもうひとつの計画も着々と進め、25歳で出

版社を退職し、ロンドンで生活することとなった。

そのきっかけは旅行でロンドンに訪れた時に、自

分で調べた情報誌を出版している会社へ出向き、

そこで編集長から「また遊びに来て」と言われた

ことだった。はじめは学生ビザで語学学校に通い

ながらアルバイトをしていたが、そのうちに社員

になることを勧められ、学校を辞めて正社員とし

て働いていた。しかし２年目になると「20 代の

うちにもっと仕事がしたい」と感じるようになり

日本に帰国。はじめは東京の出版社に入社したが、

せっかく東京に来たのだからもっといろんな仕事

をしたいなと思いフリーランスで始めることにし
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た。最初はやりたい雑誌の出版社にメールを送る

ことからはじめ、そこから新しい縁がどんどん生

まれ、仕事が増えていった。結婚して福岡に戻る

と大学時代の恩師から憧れていた国連の仕事を紹

介してもらい、またいろいろな方から様々な仕事

で声をかけてもらえるようになった。

このようなキャリアから次の５つについてアド

バイスがあった。

1. やりたいことはやってみよう

2. どうせやるなら全力で

3. キャリアは自然にできていく

4. 何のためにやるか考える

5. 感謝の気持ちを忘れずに

すぐに諦めずどうすればいいか考えて行動する

ことが大事であり、せっかく時間と労力を使うの

であればできるだけこだわった仕事をやっていか

ないともったいない。やったことが無駄ではな

かったと思う時が必ずやってくる。ひとつひとつ

の行動に意味を見出しながら、感謝の気持ちを持

ち続けることで、自然とキャリアは形成されてい

くと語られた。

後半では、参加者を交えたパネルディスカッ

ションが行われ、お互いについて松本氏からは「生

き方を自分で切り開いているところがすごい」、

佐々木氏からは「ひとつのところで勤め上げ、自

分なりの意義を見出しながら、公共のために尽く

している公務員の仕事は尊い」と感想を述べられ

た。質疑応答の時間では大学時代に学んだことで

役に立っていることについて質問があり、松本氏

からは「基礎的教養の学びは人生を通して活きて

くる」、佐々木氏からは「学生時代の様々な経験

から、社会がとてもいいところだということを気

付かせてもらった」との回答があった。さらに松

本氏から「もっと英語や他の言語を勉強しておけ

ばよかったと反省している。働き出してから学ぼ

うとするとお金がかかるが、大学の時は学び放題

なのでぜひ外国語を勉強してください」とアドバ

イスもあった。

またブレイクアウトルーム機能を使って２つの

グループに分かれ交流会を行った。参加者の多く

は学生で、ライフステージによって大きく変化す

る女性の働き方や、就職するときに迷いはなかっ

たのかなどについて質問があり、「女性に限らず

男性も自分の生き方に合わせて、周りに協力を求

めることが大切である」「迷いがあることは当然

のことであり、悩んで選択した結果がうまくいか

なくてもそこで終わりではなく、いつでもやりな

おせる」と今後の人生選択に参考となる助言を多

くいただいた。

同じ学部の出身であるにも拘わらず、異なるタ

イプの生き方をされてきたお二人ではあるが、仕

事における姿勢として「主体的に行動する」「感

謝の気持ちをもつ」など、共通する部分が多くあっ

たことは大変興味深かった。また若い時の人との

出会いがその後の人生に影響を及ぼしているとい

う点も共通しており、コロナ禍で人との関わりが

希薄になりがちではあるが、多くの人とコミュニ

ケーションをとることが将来の成長につながると

再認識させられた。

“目標への情熱”、“思いやり”、“自尊心”といっ

た非認知能力が求められるこれからの社会に立ち

向かう人、またそのような教育・指導に携わる人

にとっても、励みや参考になる充実した時間と

なった。
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はじめに
2015年に文部科学省が開始した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」は、研究環境のダイバーシティを高め、優れた研究成果の創出につながる活動を支援してい

る［1］。九州大学はこれまで本事業に3件採択されている。昨年度終了した「特色型」（2015 〜 2020年度）

では「女性研究者支援のフロントランナーとしてさらに女性が活躍しやすい大学を目指す」のコンセプ

トのもと、配偶者帯同雇用、男女別論文業績分析［2,3］をはじめ、女性研究者の活躍促進・可視化につな

がる取組を推進した。2019年に開始した「先端型」（2019 〜 2024年度）は、本年度3年目の中間評

価を受けた（評価結果：S）。さらに本年度から新規に「調査分析」（2021 〜 2022年度）を開始した。

本稿では現在進行中の「先端型」と「調査分析」の2つの事業の活動の詳細について紹介する。

1.  「先端型」ダイバーシティ・スーパーグローバル教員育成研修（SENTAN-Q）
「先端型」は、女性研究者の海外派遣等を通じた上位職登用の一層の推進の取組を支援するものである。

九州大学では2019年度に6年間の事業として採択され、「ダイバーシティ・スーパーグローバル教員
育成研修（SENTAN-Q）」を開始した。

1）目的と概要

SENTAN-Qの目的は、優れた研究業績を有する将来有望な女性ならびに若手教員に対し、世界トップ

レベルの研究教育力を実践的に身につける機会を与え、世界と伍して戦える真に実力のあるダイバーシ

ティ・スーパーグローバル教員として育成することである。

研修の具体的内容は、2‒3年以内に上位職に昇任することが見込まれる部局推薦の優秀な女性ならび

に若手教員の中から、透明性の高い全学の審査会を経て研修生を選出し、原則2年間の研修を施し、目

標レベルに到達した教員には認定書を与え、研修修了後原則1年以内にテニュアの付与あるいは1段階

の内部昇格を行うものである。本研修は選定段階を含め、図に示すように海外研修を含む6つのSTEP

で構成されている。（詳細はWebsite 参照　https://sentan-q.kyushu-u.ac.jp/）

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」事業の活動について
―「先端型」3 年目と「調査分析」新規採択―

上瀧恵里子　　九州大学男女共同参画推進室 教授
相良祥子　　　九州大学男女共同参画推進室 職域限定専門職員



050 ポリモルフィア Vol.7, March 2022

研修を通じて、国際通用性のある研究教育スキルが身につくとともに、将来上位職となった後に必要

とされる幅広い知識の習得、女性男性ならびに文系理系教員の垣根を超えた学内ネットワークの形成、

認定書付与による無意識のバイアスの排除が期待される。

2）進捗状況

SENTAN-Qでは6期生まで毎年10名程度の研修生を選出する予定である。現在3期生まで選出され、

研修が進められている。各研修生はHP上で紹介している（本人の自己紹介動画あり。https://sentan-q.

kyushu-u.ac.jp/trainee/）。各期の研修生の進捗状況は以下の通りである。

第 1 期生：（研修期間2020年1月〜 2021年12月）

2021年1月からSTEP 6の「海外での実践的教育・研究指導」を開始した。COVID-19による海外渡

航制限により、一部をオンラインによる講義、研究指導に変更したものの、順調に研修が進み、ライフ

イベントなどにより期間延長をした3名を除き、7名（女性5名、男性2名）全員が2021年12月に2

年間の研修を修了した。修了認定後は、1年以内に1段階昇任される予定である。期間延長者は、それ

ぞれの延長期間終了後に修了認定審査を受ける。

第 2 期生：（研修期間2020年8月〜 2022年7月）

2期生10名（女性5名、男性5名）は、全員2021年7月までにSTEP 4研修「留学生への実践的研究指導」

を修了し、2021年8月からSTEP 6の海外での研修期間に入った。1期生と同様に、COVID-19による

海外渡航制限のため、オンラインを活用して研修を進めている。

また、1期生、2期生ともに、研修期間中、学内講師によるSTEP 5のリカレント教育を進めている。

STEP 5では、新規学問分野の習得にとどまらず、講師を依頼した学内研究者との異分野融合研究に発

展した事例が報告されている。

SENTAN-Q 研修の 6 つの STEP
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第 3 期生：（研修期間2021年8月〜 2023年7月）

3期生11名（女性4名、男性7名）が7月に選出され、8月から順調に研修を開始した。今年度は、

本プログラムの海外モデル校であるイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に講師を依頼し、8月〜 9

月にSTEP 2を、10月〜 12月にSTEP 3を受講した。STEP 2では、第1回目の大学ガバナンス教育は、

イリノイ大学のReitumetse Obakeng Mabokela 副学長（国際戦略担当）が担当し、“Higher Education 

Governance in the United States”と題して、米国と日本の教育制度の違いや“shared governance（共同

統治）”とよばれる米国特有の大学ガバナンスの方法について学んだ。続く第2回目のダイバーシティ・

エクイテイ&インクルージョン教育では、イリノイ大学のSean Garrick 副学長が“A vision for equity, 

diversity and inclusion”と題した講義を行った。Garrick副学長からは、イリノイ大学が学生の定着率の

向上を図るために開発したプログラムや、女性・障がい者を含むマイノリティに対するサポート体制な

どが紹介された。さらに10月から実施したSTEP 3では、イリノイ大学の専門職員が講義を担当し、英

語によるアクティブラーニング型教授法について学んだ。最終日には模擬授業を実施し、互いに授業内

容を評価し合うことで、自分の授業法を振り返る良い機会となった。現在はSTEP 4を進めている。

以上に加えて、カリフォルニア大学サンディエゴ校との意見交換により得られた女性研究者の活躍の

日米比較についてまとめ、理工系学会誌にて発表した［4］。

2.  「調査分析」女性活躍指標に基づく女性研究者活躍促進に関する国際調査
本事業「調査分析」は、女性研究者の活躍促進に資する、海外の大学・研究機関等における優れた取

組事例等に関する調査・分析を行う取組に対して支援される。九州大学は、東京工業大学を共同実施機

関として「女性活躍指標に基づく女性研究者活躍促進に関する国際調査」を提案し、2021年9月に採

択された。事業実施期間は2022年度末までである。

1）目的と概要

本事業では、論文業績データの定量解析により得られた「女性活躍指標」に基づき、女性研究者活躍

促進に関する大学部局の国際調査を実施する。データをもとに海外トップ大学との情報交換／調査研究

を進めることで、女性研究者の活躍促進を阻む問題点を明確にし、その抜本的解決策を導き出すことを

目指している。さらに九州大学と東京工業大学が連携することで、総合大学理工系部局と理工系大学

との比較から、STEM （STEAM/STEMM） 分野の次世代女性研究者の採用・育成に関する問題を整理し、

新たな突破口を見出すことを目的とする。

2）特長と期待される成果

本事業の特長は以下の4つが挙げられる。

　①   九州大学が2017年より特色型事業で実施しているエルゼビア社ジェンダーレポートに準ずる

「男女別論文業績分析」を踏まえた提案である。

　②   ジェンダー問題の対策を講じるのであればまずは「部局」から、という米国科学・工学・医学
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アカデミーの提言に基づく調査分析である。

　③   研究業績データは部局環境（人事選考・人材育成）を反映しているとの視点に立って考察を加

える。

　④   海外調査研究には若手研究者、女子大学院生を同行し、次世代研究者及びその予備軍の育成を

図る。

本事業により、海外女性研究者の研究業績に関する定量データ（総合大学/理工系大学別、国別、部局別）

を集め、国内データと比較することで、ダイバーシティ推進、特に若手女性研究者の採用と育成に関し

て日本の抱える問題の本質を明らかにしたいと考えている。

3.  今後に向けて
九州大学は2006年以降、研究とライフイベントとの両立支援、女性枠設定による戦略的人事、女性

の活躍可視化などの種々の施策を講じ、女性が活躍できる研究教育環境の整備に注力してきた。その甲

斐もあって、現在全教員中の女性比率は目標の15％に到達している。しかし、女性教授の比率はまだ7％

と十分な状況と言えず、今後も努力を続けていく必要がある。現在実施中の「先端型」事業SENTAN-Qは、

女性の上位職の登用を直接に促進するものとして効果が期待される。「調査・分析」における国際調査は、

今度の我々の活動方針を決める極めて重要な事業である。今後もこれらの活動を、研究環境のダイバー

シティの促進と、優れた研究成果の創出の機会として、積極的に推進していきたいと考えている。

［1］   事 業 紹 介 文 部 科 学 省 website （https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/lifeevent/1418878.htm 

2022年1月閲覧）

［2］ポリモルフィア Vol.3, pp.33-37 （2018年3月） ［ISSN 2424-1113］

［3］ポリモルフィア Vol.4, pp.40-47 （2019年3月） ［ISSN 2424-1113］

［4］表面と真空　63巻6号, pp.46-49 （2020年）
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投稿論文

パネル調査を用いた再婚タイミングの性差に関する計量分析

池田岳大
名古屋大学男女共同参画センター 研究員

要約

本稿では、「働き方とライフスタイルの変化に
関する全国調査」によるパネルデータを⽤いて、
再婚タイミングに影響を及ぼしうる要因として、
社会経済的地位や意識との関連とそのジェンダー
差の検討を行った。

離散時間ロジットモデルを⽤いた推定の結果、
先行研究で確認されていた学歴の効果は、モデル
に職種を投入することで消失し、専門・管理職で
あることが男性の再婚ハザードを高めることが分
かった。女性については先行研究と同様に、学歴
は再婚タイミングに効果を持たず、また職種や雇
⽤形態に関する変数も効果を持たなかった。加え
て、以前の配偶者との結婚満足度や主観的な暮ら
し向きなどの意識も再婚タイミングに効果を持た
なかった。

これらの結果から、「経済的困難の回避・軽減」
として再婚が生じるわけではないと考えられる。
最後に、本稿の分析から家族のリスク化と近代家
族システムについても考察を加える。

1. はじめに

1.1　日本の再婚研究の現在
これまで、初婚、離婚、再婚などを扱う婚姻研

究は社会学の重要な研究テーマの一つとして、理
論的にも方法論的にも発展を続けてきた。婚姻研
究は、人口構成や家族構成の変化、結婚規範や結
婚市場の変化を把握する目的や、未婚から初婚、
初婚から離婚などの過程で生じる社会移動あるい
は社会経済的地位の変化を把握することが目的と
して挙げられよう。これら婚姻研究の中でも、初
婚や離婚に関する研究は国内外で豊富な研究蓄積
がある一方で、再婚に関する研究は圧倒的にその
数が少なく、日本国内に限れば実証研究の蓄積は
皆無に近い 1）。

だからといって、再婚研究が社会的あるいは学
術的に重要でないかというとそうではない。その
根拠の 1 つが図 1 に⽰す変化である。この図のう
ち、折れ線グラフは「夫婦とも初婚」「夫再婚・
妻初婚」「夫初婚・妻再婚」「夫婦とも再婚」の件
数の年次変化を⽰しており、100% グラフがその
4 つのパターンの構成比を⽰している。まず折れ
線グラフをみると、1970 年をピークとして（約
91 万件）夫婦とも初婚の件数が減少し、2019 年
には約半数（約 44 万件）にまで減少している。
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そのほかの「夫再婚・妻初婚」「夫初婚・妻再婚」
「夫婦とも再婚」の 3 つのケースを合計した値は、

1970 年の 11 万件から 2019 年の約 16 万件とやや
増加傾向にはあるものの、夫婦とも初婚のケース
に比較するとその変化量は小さい。これらの結果
が 100% 棒グラフにも表れており、少なくとも一
方に再婚を含む夫婦の全体に占める割合は上昇傾
向にあり、2019 年時点ではおよそ 4 組に 1 組が再
婚者を含む夫婦となり、量的にみても稀有な存在
ではなくなってきている。こうしたトレンドは、
特に海外での研究蓄積が豊富なステップファミ
リー研究をはじめ、結婚規範研究、あるいは「家
族とは何か」を研究する構築主義的アプローチ（松
⽊ 2017）などの特に家族社会学に関連した重要
な問題関心に結びつく。

こうした再婚研究それ自体の重要性は、日本国
内においてもある程度認識されていると思われ
る。それにもかかわらず、計量的アプローチを⽤
いた再婚研究が皆無に等しいのは、再婚研究に耐
えうるだけのデータが皆無に等しいことが最大の
理由であろう。再婚イベントを経験するケースは、
初婚を経験し、その後、離別か死別を経験したも
のに限定されるため、データを収集することが難
しい。特に多変量解析に耐えうるだけの個票デー
タはほとんど存在しない。一部、回答者の結婚歴
を回顧的に尋ねることで、再婚に関するデータを
得るような調査も存在するが、回顧調査ゆえに意
識項目などの設問は制限されるし、初婚時の状況

（元配偶者の属性など）について尋ねることも困
難が伴う 2）。
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図１　夫妻の初婚－再婚の組合せ別にみた年次別婚姻件数（左軸）及び百分率（右軸）
出所：「人口動態統計」より筆者作成

（注）婚姻件数の内訳を初婚－再婚の組み合わせとして⽰した。
　　    2004・2006・2009 ～ 2017 年の都道府県からの報告漏れ（2019 年３月 29 日公表）による再集計を行ったこ

とにより、2017 年以前の報告書とは数値が一致しない箇所がある。
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これらの点を踏まえると、計量的アプローチを
⽤いた再婚研究には、長期間個人を追跡したパネ
ルデータが適しており、近年こうしたデータセッ
トの利⽤可能性が高まってきた。そのうち、東京
大学社会科学研究所が実施する、「働き方とライ
フスタイルの変化に関する全国調査」（Japanese 
Life Course Panel Survey、以下 JLPS）は、現在第
14 波（14 年間）までのデータセットが利⽤可能で、
基礎的な再婚研究ができる程度にデータが蓄積さ
れつつある。そこで本稿ではこのデータを⽤いて
再婚研究の発展に貢献すべく実証研究を進めてい
く。

1.2 日本国内における再婚研究と本稿の課題
日本国内での計量的アプローチを⽤いた貴重な

再婚研究として余田（2014）が存在する。余田
は次の 3 つの問い、「人々は再婚をしやすくなっ
たのか」、「誰が再婚しやすいのか」、「誰が再婚し
やすく（しにくく）なったのか」を多変量解析に
よって検証している。その結果、未婚化・晩婚化
のトレンドを踏まえつつ、日本社会は「離死別者
の非再婚化」が進展していると結論づけている。
この余田の知見は、図 1 のマクロデータで⽰した
トレンドとも整合的で、夫婦全体に占める再婚者
割合が増えたことは確かだが、それは初婚件数の
減少と離婚件数の増加（つまり、再婚を経験しう
る潜在人口の拡大）によるものであり、離婚した
人が再婚へと移行する確率（再婚ハザード）は減
少していることを⽰す 3）。この余田（2014）の結
果を踏まえつつ、本稿では次の 2 つの視点から再
婚研究を進めていきたい。

第 1 に、パネルデータの特徴を生かし、職歴や
意識項目などの時間依存共変量を加えた分析を行

う点にある。余田（2014）が分析に⽤いた「日
本版総合的社会調査」（Japanese General Social 
Surveys、以下 JGSS）」はパネル調査ではなく、
働き方や意識の変化を尋ねるような調査設計と
なっていない。JLPS は毎年 1 回、職種や従業的地
位の変化、あるいは結婚意欲の変化を尋ねている
ため、これらの時間依存共変量を含めた再婚タイ
ミングに影響する要因を検討する。

第 2 に、上述の再婚タイミングに影響する要因
をジェンダーの視点から捉える点にある。すなわ
ち、再婚タイミングに影響すると考えられる、学
歴や社会経済的地位などの影響が男女でどう異な
るのか検討する。これまでひとり親研究において
は、貧困リスクが男女で異なることや、労働参加
率が異なることなどが指摘されてきた。これらを
踏まえると、再婚のメリット、あるいは効⽤が男
女間で異なることが⽰唆される。そこで本稿の分
析は男女別に行い、再婚行動を説明する諸要因の
性差について検討していく。

2. 先行研究と本稿の分析枠組み

2.1 再婚タイミング研究
本章では再婚タイミングに関する先行研究に加

えて、再婚を経験しうる潜在人口である離婚経験
者の特徴について整理する。またこれらの研究に
ついて、どのような性差がみられるのかについて
も整理する。

まず、再婚までの期間に関する分析では、離婚
後比較的早い期間に再婚しているケースが多く、
その平均期間は 4 年未満、30% が 1 年以内に再婚、
再婚タイミングのピークは離婚後1か月以内と13
か月以内だという結果もある（Wilson and Clarke 



パネル調査を⽤いた再婚タイミングの性差に関する計量分析 059

1992）。また、高齢になるほど離婚ハザード、再
婚ハザード、「再」離婚ハザードはともに低下す
るが、年齢の再婚ハザードに対する負の効果は
女性でより大きい（Bramlett and Mosher, 2002; 
Buckle et al. 1996; Kreider, 2005; Teachman et al. 
2000）。つまり、再婚者の多くは離婚後の比較的
早い時期に再婚に至ること、しかも女性において
は、年齢が再婚タイミングを遅くする効果が高い
ことが分かる。

再婚タイミングについて検討した余田（2014）
によると、女性よりも男性の再婚ハザードが高く、
また男性のみ学歴の有意な効果、つまり高学歴者
で再婚ハザードが高く、女性では学歴の有意な効
果がないことを⽰している。加えて再婚タイミン
グに及ぼす学歴の効果は近年強くなっており、一
方で再婚率の性差は縮小傾向にあることを⽰して
いる（余田 2014: 145）。海外の研究をみると、男
性の再婚率が女性よりも高いことは日本と同様で
ある（Shafer and James 2013）。また学歴につい
て、男性は学歴と再婚ハザードは正の関連である
ことは日本と同様だが、女性は負の関連にあるこ
とが⽰されている（Montalto and Gerner 1998）。
また、職業的地位の高さについては、比較的若い
年齢だと女性の再婚を遅らせる効果を持つが、高
年齢になると結婚を早める効果を持つ（Coleman 
et al. 2000）。子どもの影響については、扶養し
ている子どもがいると、特に女性の再婚ハザード
を低下させることが知られている（Goldscheider 
and Sassler, 2006; Koo and Suchindran, 1980; Koo 
et al. 1984; Smith et al. 1991; Stewart et al. 2003; 
Teachman and Heckert 1985）。

2.2 離婚経験者の特徴とジェンダー性
初婚と再婚が生じるメカニズムの違いを比較し

て社会階層移動の様相を捉える場合、先行研究で
は社会的交換理論などに基づきながら両者の結婚
に対する需要の違いを説明しようとする（Shafer 
and James 2013）。結婚によって得られるメリッ
トとしては、身体的健康や精神的幸福などが挙
げ ら れ る が（Amato 2010; Waite and Gallagher 
2001）、特に再婚研究においては社会経済的地位
の変化が生じうるのか検討することが重要であ
る（Shafer and James 2013）。というのも、離婚
によって、そのほとんどが経済的幸福を低下させ

（Avellar and Smock 2005; McManus and DiPrete 
2001）、特に女性は離婚後に経済的安定性が低
下し、貧困ライン以下での生活や生活保護受給、
慢性的な経済的困難に陥る可能性が高い（Van 
Eeden-Moorefield et al. 2007; Mayol-García et al. 
2021）4）。仕事の経験値や収入、ケア責任の性差
ゆえに女性のほうがより厳しい状況に立たされる
のである（Shafer and James 2013）。

また、離婚タイミング研究においても、社会経
済的地位の低いグループの離婚ハザードが高い
ことが知られており（加藤 2005; 福田 2009; 三輪 
2006; 林・余田 2014）、また近年、そうしたグルー
プの離婚ハザードが上昇している。初婚タイミン
グ研究においては、男女とも社会経済的地位の高
い者が結婚に有利であるという先行研究の指摘を
踏まえると（加藤 2011; 永瀬 2002; Oppenheimer 
1998; 酒井・樋口 2005; Sweeney 2002）、再婚研
究においては、「経済的困難の回避・軽減のため
の再婚」という視点から分析することの重要性が
高い（Shafer and James 2013）5）。

こうした視点から分析するにあたり、ジェン
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ダーの要因を考慮することが重要となる。海外の
先行研究においては、男性は、初婚も再婚も同程
度に社会経済的地位が重視され、学歴の効果も再
婚時のほうが高いが、女性では再婚時にそうした
効果はみられず、再婚時における経済的特性の重
要性は男性のみで維持されることが確認されてい
る（Shafer and James 2013）。日本においては、
依然として性別役割分業構造が維持されている。
離婚経験者の経済的地位の性差があることを踏ま
えるならば、再婚時においては、女性は初婚時よ
りも社会階層的な上昇移動の手段としての再婚行
動が生じる可能性が高いことが想定される。これ
らを踏まえて、次章以降で再婚タイミングに影響
を及ぼす要因が男女でどう異なるのか、検討を加
えていく。

3. データ・方法・変数

本稿で使⽤するデータは、東京大学社会科学研
究所が実施している JLPS のデータセットである。
この調査は、第 1 回調査が 2007 年にスタートし、
その後毎年実施されている同一個人を追跡したパ
ネル調査である。対象者は、第 1 回調査で 20 歳
から 40 歳であった日本全国の男女である。本稿
では、第 1 回調査から第 14 回調査までのデータ
セットを⽤いる。

うち、本稿における分析対象者は離婚を経験し
たケースのみに限定し、死別を経験したケースは
分析から除外する。死別者の再婚メカニズムは、
離別者のそれと異なる理論的背景から説明され

（Watkins and Waldron 2017）、また死別者のケー
スは本調査ではわずかであるためである。加えて、
再婚についても「1 回目の再婚」のみの分析に限

定し、「2 回目以降の再婚」については分析の対
象外とする。

再婚タイミングの検討には、初婚や離婚への移
行タイミングを分析する際に広く⽤いられる、離
散時間ロジットモデル（イベントヒストリー分析）
を⽤いる。この分析は、単に再婚の有無だけでな
く、再婚のタイミングを考慮した分析となる。再
婚タイミングの分析においては、再婚というリス
クセットに入ったタイミング、ここでは離婚した
タイミング（年齢）の情報が必ず必要となるため、
離婚したケースでも離婚年齢が不明な場合は分析
から除外している。加えて、再婚したケースにつ
いては再婚したタイミング（年齢）の情報が必要
となるが、再婚していないケースにおいてもある
タイミング（年齢）までは再婚していなかった（離
婚後、再婚していない状態が続いていた）、とい
う情報を⽤いて分析を行うこととなる。

図 2 に分析対象者のイメージ図を⽰している。
ケース A が再婚を経験したケースであり、この
ケースは 2008 年に離婚を経験した後、4 年後の
2012 年に再婚を経験している。ケース B は（直
近の調査時点までに）再婚を経験していないケー
スであり、このケースは 2010 年に離婚を経験し
た後、10 年後の 2020 年まで再婚を経験していな
い。こうしたケースについても、イベントヒス
トリー分析では「10 年間再婚を経験していない」
という情報を推定に生かすことで、偏りのない推
定を行うことができる（山口 2001・2002）。

表 1 に本稿で⽤いる変数とその記述統計量を⽰
している。まず時間不変共変量は、学歴や離婚年
齢などの時点で変わらない共変量、時間依存共変
量は働き方や主観的暮らし向きなどの時間で変化
する共変量である。パネル調査ではこの時間依存
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量の中の離婚後経過年数とその 2 乗の変数以外は
逆因果を避けるために、1 時点前のラグ変数の情
報を⽤いる。

共変量を得ることができるが、時間不変共変量の
中でも、離婚年の結婚満足度などは回顧調査では
バイアスが生じるため、パネル調査でより正確な
情報が得られる変数である。なお、時間依存共変

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020
1 14

図 2　イベントヒストリー分析の分析対象者のイメージ

（注）  サンプルサイズは分析対象となる人数を指す。ケース数は、パネル調査において同一個人が複数回カウントさ
れる各データを区別してカウントしたデータの総数を指す。またラグ変数については、従属変数の 1 時点前の
ものをとった。

表 1　変数の設定と記述統計量

変数名 変数の設定
男性 女性

Mean Std.
Dev. Min Max Mean Std.

Dev. Min Max

【時間不変共変量】

本人学歴高等教育
以上ダミー

最終学歴が高等教育以上を 1、
それ未満を 0 とするダミー変数 0.54 0.50 0 1 0.49 0.50 0 1

離婚年齢 離婚した年齢の連続変数 35.09 6.38 24 53 37.13 6.60 24 53

離婚年結婚満足度
5 点を最も満足とする離婚年（前
配偶者）の結婚満足度の連続変
数

2.82 1.48 1 5 2.13 1.15 1 5

【時間依存共変量】

離婚後経過年数 離婚した年からの経過年数 
（連続変数） 3.23 2.37 1 12 3.52 2.32 1 11

離婚後経過年数 2 乗 （連続変数） 16.03 23.85 1 144 17.76 22.21 1 121

経営・正規雇⽤ダ
ミー 

（ラグ変数）

経営・または正規雇⽤を 1、 
それ以外を 0 とするダミー変数 0.89 0.31 0 1 0.49 0.50 0 1

専門・管理職ダミー 
（ラグ変数）

専門職・管理職を 1、 
それ以外を 0 とするダミー変数 0.31 0.46 0 1 0.25 0.43 0 1

主観的暮らし向き 
（ラグ変数）

5 点を最も暮らし向きが良い 
とする連続変数 2.98 0.81 1 5 2.67 0.85 1 5

サンプルサイズ 57 78

ケース数 209 350
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4. 結果

4.1 カプランマイヤー法による離婚残存率の推定
まず、カプランマイヤー法を⽤いた離婚残存率

についてみていきたい。この分析は、当該時点に
おいて再婚していない者が、次の時点においても
離婚したままの状態（再婚していない状態）に残
存する確率を推定する方法である。横軸が離婚か
らの経過年数、縦軸が離婚残存率（当該時点にお
いて再婚しないまま、離婚の状態にとどまる確率）
である。図 3 が男女別の離婚残存率である。先行
研究同様に、女性よりも男性の再婚ハザードが高
いことがこのデータでも⽰されており、両者の差

を検定するウィルコクソン検定でも 5% ⽔準で有
意な差があると認められる。

次の図 4 は学歴の効果を男女別に⽰しており、
最終学歴が高等教育以上とそれ未満で分けて離婚
残存率の差を比較している。男性をみると高等教
育以上のほうが離婚残存率が低く、ウィルコクソ
ン検定でも 5% ⽔準で有意となっている。一方女
性は、学歴による離婚残存率の差はほぼなく、ウィ
ルコクソン検定でも有意な差はみられない。むし
ろ、離婚からの経過年数が長期化すると高等教育
以上のほうが離婚残存率が高くなる傾向があるよ
うにみえる。
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図４　カプランマイヤー法による学歴別離婚残存率（左：男性、右：女性）

図 3　カプランマイヤー法による男女別離婚残存率
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4.2  再婚タイミングに関する離散時間ロジットモ
デル

次に、再婚タイミングに関する離散時間ロジッ
トモデル（イベントヒストリー分析）の結果を表
2 に⽰す。表 2 の上段が男性で 2 つのモデル、下
段が女性で 3 つのモデルを⽰しており、係数は対
数オッズで、正の値をとると再婚ハザードが高い

ことを⽰す。
まず、男性についてみていきたい。model1-1

は離婚後経過年数や離婚年齢などを統制した上で
学歴の効果を確認したものである。高等教育以上
ダミーが正に有意であることから、学歴が高いほ
うが再婚ハザードが高いことが分かる。その他、
離婚後経過年数が長くなると再婚ハザードが高く

（注）** : p<.01, * : p<.05, † : p<.10
係数は対数オッズを⽰す

表 2　再婚タイミングに関する離散時間ロジットモデル
係数 ロバスト 

標準誤差 係数 ロバスト 
標準誤差 係数 ロバスト 

標準誤差
【男性】 model1-1 model1-2

離婚後経過年数 0.93 0.44 * 1.03 0.51 *
離婚後経過年数 2 乗 -0.09 0.05 -0.10 0.06
離婚年齢 -0.11 0.04 ** -0.12 0.05 *
高等教育以上ダミー 1.04 0.49 * 0.73 0.56
離婚年結婚満足度 0.23 0.21
経営・正規雇⽤ダミー 0.47 1.03
専門・管理職ダミー 1.02 0.52 *
主観的暮らし向き 0.29 0.34
就業ダミー（基準：不就業）
定数項 -0.37 1.48 -2.23 1.67
イベント数（再婚移行） 26
サンプルサイズ 57
観測数 209
Wald chi2 16.25* 14.91 †
Log pseudolikelihood -70.33 -66.72

【女性】 model2-1 model2-2 model2-3
離婚後経過年数 0.29 0.31 0.25 0.31 0.37 0.33
離婚後経過年数 2 乗 -0.02 0.03 -0.01 0.04 -0.03 0.04
離婚年齢 -0.12 0.03 ** 9.00 0.04 ** -0.10 0.03 **
高等教育以上ダミー -0.06 0.45 -0.10 0.48 -0.19 0.42
離婚年結婚満足度 0.13 0.19 0.08 0.15
経営・正規雇⽤ダミー 0.03 0.52
専門・管理職ダミー -0.45 0.64
主観的暮らし向き -0.10 0.31
就業ダミー（基準：不就業） 0.76 1.10
定数項 0.87 1.13 0.88 1.37 -0.72 1.40
イベント数（再婚移行） 21 24
サンプルサイズ 78 92
観測数 350 386
Wald chi2 12.28* 27.13** 19.38**
Log pseudolikelihood -69.74 -69.62 -83.38
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なり、一方で、離婚年齢が高いと再婚ハザードが
低くなることが分かる。

次の model1-2 が学歴に加えて、職種や雇⽤形
態などの働き方に関する変数と、離婚年の結婚満
足度、主観的な暮らし向きの変数を投入したモ
デルである。まず model1-1 との比較で重要なの
は、学歴の有意な効果が消失したことである。そ
の代わりに専門・管理職ダミーが正に有意な効果
となっている。すなわち先行研究でみられた学歴
の効果は、高学歴者ほど専門・管理職に就きやす
いことによる間接的な効果であったことが予想さ
れる。その他の結果としては、以前の配偶者との
結婚満足度や主観的暮らし向きなどの再婚を規定
すると思われる意識項目についても有意とならな
かった。

次に女性の結果についてみていく。model2-1
と model2-2 は男性と同様の変数を⽤いてモデル
比較を行っている。model2-1 をみると、離婚年
齢が負に有意であるほか、学歴は有意となってい
ない。これは、カプランマイヤー法による再婚率
の推定結果と同様である。model2-2 で、働き方
に関する変数や結婚満足度、主観的な暮らし向き
の変数を投入しているが、このモデルにおいても
離婚年齢以外は有意な効果を⽰していない。最後
の model2-3 は、補足的に働いていない女性が多
く存在することを踏まえて非就業を基準とした就
業ダミーの効果を推定したが、これも有意な効果
とならなかった。また興味深い点として、離婚年
の結婚満足度や主観的暮らし向きなどの意識変数
が有意とならなかったことが挙げられる。主観的
暮らし向きに現れると考えられる心理面での経済
的苦境感は再婚タイミングを規定する要因とはな
らなかった。

5. おわりに

本稿ではパネル調査である JLPS のデータを⽤
いて、再婚タイミングに影響を及ぼしうる要因と
して、社会経済的地位や意識との関連とそのジェ
ンダー差の検討を行った。本稿で得られた知見は
次の点である。第 1 に、先行研究において指摘さ
れていた高学歴男性のほうが再婚ハザードが高い
という効果について、カプランマイヤー法および
職種を投入しない離散時間ロジットのモデルの結
果においては支持されるものの、職種を入れたモ
デルにおいては支持されなかった。その代わりに、
時間依存共変量として投入した専門・管理職ダ
ミーが有意な効果を⽰し、専門・管理職である男
性は他の職種と比較して再婚ハザードが高いこと
が本稿の研究において分かった。第 2 に、女性に
関してみると、学歴の効果は先行研究と同様に再
婚タイミングに有意な効果を持たず（図 4 や表 2）、
また職種についても再婚タイミングに有意な効果
を持たないことが分かった。第 3 に、初婚相手の
配偶者との結婚満足度、あるいは主観的な暮らし
向きの豊かさなどの再婚タイミングに影響を及ぼ
すと思われる意識項目についても、有意な効果を
持たないことが分かった。

以上の結果から、再婚タイミングに影響を及ぼ
す要因には性差がみられること、また、男性の再
婚ハザードを高める要因として重要なのが「専門・
管理職」に従事していること、という点が本稿で
解明された点である。2.2 で述べた先行研究によ
れば、男女とも社会経済的地位が高いほうが初婚
ハザードが高いことが知られている。男性は、初
婚ハザードと同様に再婚ハザードに対しても社会
経済的地位の高さが再婚に有利に働くが、女性は
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そうではない。こうした結果から想定されるのは、
初婚時における階層結合のパターンとしては、高
階層者の男女の同類婚が相対的に多いが、再婚時
における階層結合のパターンとしては、高階層の
男性と低階層から高階層の女性という組み合わせ
が相対的に多くみられるという可能性である 6）。
このうち、高階層の男性と低階層の女性という組
み合わせは、一見「経済的困難の回避・軽減のた
めの再婚」というストーリーに沿った再婚行動で
あるように思われる。しかし、社会経済的地位の
効果は女性では有意とならず、かつ再婚ハザード
は男性のほうが高いことや（図 1）、再婚せず離
婚状態にとどまる男女の経済的困難は女性のほう
が高いことを考えると、このストーリーは女性の
再婚市場の全体を捉える上では妥当ではないよう
に思われる。しかし、少なくとも男性については、
再婚においても社会経済的地位の高さが依然とし
て効果を持ち続けることや、初婚では効果を持っ
ていた女性の社会経済的地位の高さが効果を持た
なくなっていることから、男性側からみれば、再
婚時は初婚時よりも女性の社会経済的属性を意識
しなくなっていることを⽰唆する結果である。

家族のリスク化という側面からも考察すると、
再婚が現実に経済的なリスクを軽減・悪化させる
かはともかく、そうした側面が再婚「行動」とし
て表面化しているかといわれると今回の結果から
はそうはいえない。この点については、たとえば、
離婚経験者に関する認識からも説明が可能である
と思われる。というのも、日本社会においては、
離婚を選択することが（特に女性にとって）社会
経済的困難を抱えるリスクが高いことはある程度
認識されているように思われるが、それでも離婚
を選択する集団というのは、リスクに対してそれ

ほどセンシティブな集団ではなく、客観的な項目
で捉えた学歴や職歴、主観的な項目で捉えた現在
の暮らし向きなどが再婚行動にも結び付かない可
能性がある。再婚も初婚と同様に、家族形成によ
る経済的リスクの回避という行動が少なくとも行
動レベルには確認できない。先行研究は、日本で
は働き方やライフコースが多様化しているにもか
かわらず、性別役割分業に基づく近代家族システ
ムが残ることによって、新たな家族を形成するこ
とのメリットが減少し、脱家族化が進行すると指
摘している（落合 2013）。こうしたシステムが残
る現代においては、たとえ離婚者数が増加しても
それに応じて再婚者が増加しにくいと思われる。

最後に本稿の課題であるが、データの制約から
今回は叶わなかったが、再婚者の階層結合のパ
ターン、つまり男女の学歴や職種などの組み合わ
せについてもより丁寧にていく必要がある。また、
初婚タイミングと再婚タイミングに影響する要因
をより丁寧に比較すること、たとえば、学歴や社
会経済的地位などが初婚、再婚タイミングに及ぼ
す影響の効果量（オッズ）がどの程度異なるのか
検討することも重要であるが、これについても今
後のデータの蓄積が待たれる。

（付記）

本研究は、日本学術振興会（JSPS）科学研究費
補助⾦・特別推進研究（25000001, 18H05204）、
基盤研究（S）（18103003, 22223005）の助成を
受けたものである。東京大学社会科学研究所（東
大社研）パネル調査の実施にあたっては、社会科
学研究所研究資⾦、株式会社アウトソーシング
からの奨学寄付⾦を受けた。パネル調査データ
の使⽤にあたっては東大社研パネル運営委員会
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の許可を受けた。「働き方とライフスタイルの変
化に関する全国調査」は次の URL（https://csrda.
iss.u-tokyo.ac.jp/infrastructure/access/choice/、
2022年1月1日閲覧）から入手可能なデータとなっ
ている。本論文で使⽤したデータのうち 12 回～
14 回のデータは 2022 年 1 月 1 日現在公開されて
いない。調査の概要については、次の URL を参照 

（https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/Direct/gaiyo.php? 
lang=jpn&eid=PY080、2022 年 1 月 5 日閲覧）。こ
れは wave11 までの調査概要であるが､ wave12
以降も同様の体制で実施されている。

（注釈）
１）いわゆる「結婚研究」は多くの蓄積があるが、

その多くは初婚研究であるか、初婚と再婚を理
論的あるいは実証分析の中で区別しない研究が
多い。

２）比較的大規模なサンプルサイズが確保され、か
つ婚姻歴が分かる個票データとしては、後述の
JGSSや「2015年社会階層と社会移動全国調査」
などが存在する。これらの調査は、現在の結婚
が初婚か再婚かが区別でき、かつ、初婚の配偶
者との離死別の時期と再婚した時期を尋ねてい
るが、初婚相手（配偶者）の属性まで細かく尋
ねられていない。当然ながら、離死別した相手
の状況について細かく尋ねることが難しいこと
が背景にある。JGSSデータは、次のURL（https://
jgss.daishodai.ac.jp/2022 年１月１日閲覧）か
ら入手可能なデータとなっている。「社会階層と
社会移動全国調査」については、2005 年まで
のデータは次の URL（https://csrda.iss.u-tokyo.
ac.jp/infrastructure/access/choice/、2022年１
月１日閲覧）から入手可能となっている。調査
の概要については、次の URL を参照（https://
www.l.u-tokyo.ac.jp/2015SSM-PJ/index.html、
2022年１月１日閲覧）。 

３）余田（2014）は、初婚の遅延や再婚の遅延が進
行していることをあわせて「無配偶期間の長期
化」と表現している。

４）厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調
査結果報告ひとり親世帯の平成 27 年の年間収
入」によると、母子世帯、父子世帯の平均収入
はそれぞれ約348万円、約573万円であり、こ
れは児童のいる世帯の平均収入に対して、それ
ぞれ 49.2%、81.0% となっている。また、女性
の場合、離婚は女性の労働参加率を上昇させる
という側面も持っている（White 1990）。

５）日本では1990年代以降、結婚は（特に女性の）
経済的安定性の獲得を目的とした手段という側
面から、むしろ経済的不安定性ゆえに結婚を回
避するという大きなストーリーの転換を遂げ
た。こうした家族形成に伴うリスクの側面を強
調する研究は「家族のリスク化」という概念に
基づいた分析がなされている（山田 2001）。

 　結婚研究が家族形成に伴うリスクの側面を強
調する方向性へとシフトした。そうした中で結
婚選択は離婚のリスク選択と表裏一体であり、
特に離婚に伴う経済的、あるいは心理的なリス
クが強調されてきた。つまり、再婚率が上昇す
る昨今において、家族のリスク化研究の側面か
ら再婚研究がどう位置づけられるのか、検討す
る意義がある。

６）図１でもみたように、再婚者の中には、再婚者
と初婚者の組み合わせも多く存在することか
ら、再婚した男性は、初婚の社会経済的地位の
高い女性と結婚しているパターンも考えられる
ため、今後の詳細な検討が必要である。
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名古屋工業大学「女性技術者リーダー養成塾」

加野　泉
名古屋工業大学ダイバーシティ推進センター 特任准教授

1. はじめに

女性の活躍推進が重要な政策課題とされ、社会
のあらゆる分野での指導的地位に占める女性割合
の増大への期待が高まって久しいが、2020 年度
に至っても、日本の管理的職業従事者に占める女
性割合は 13.3％であり、国際的に見て極めて低い
⽔準にある（男女共同参画白書令和 3 年度版）。

管理職に占める女性の割合は、産業により大き
な差があることが指摘されている。医療、福祉分
野、サービス業、教育、学習支援業では比較的女
性登⽤が進む一方で、製造業では 8.4％と登⽤の
進みが遅い（労働政策研究・研修機構 2017）。製
造業の構成比が極めて高い産業構造の特徴を持つ
愛知県では、女性登⽤を加速的に進めていくため
に、製造業の女性技術者の長期的な就労と専門性
を活かしたキャリア形成を可能にする基盤構築が
急務となっている。愛知県が、企業の女性活躍の
実態把握のために、県内企業 11,000 社に対して
実施した「女性の活躍状況『見える化』調査では、
女性の活躍を推進するために必要と考えることと
して、「女性の継続就業（育児休業等からの職場
復帰など）に関する支援」（39.9％）に次いで、「女
性のモチベーション（やる気・熱意）や職業意識

を高めるための研修機会の付与」（32.3％）が挙
げられており、業種の特徴を踏まえつつ、キャリ
アを継続的に向上させていくための教育機会が求
められていることが明らかになっている。

名古屋工業大学ではこの地域的課題の克服に向
けて、2015 年度より、製造業の女性技術者を対
象とする「女性技術者リーダー養成塾」を主催し
ている。本稿では、2021 年度に第 7 期目を迎え
た本養成塾について、カリキュラムの内容や、参
加企業、参加者の声を中心に報告する。

2. 「女性技術者リーダー養成塾」の取組

（１）「女性技術者リーダー養成塾」のあらまし
「女性技術者リーダー養成塾」は、2015 年に創

設された。創設当初から 2018 年度までの 4 期は、
名古屋市男女平等参画推進センター「イーブルな
ごや」指定管理者アイ・コニックスグループの協
⼒を得て、名古屋市との連携事業として運営して
いたが、2019 年度より、名古屋工業大学ダイバー
シティ推進センターが単独で主催している。企業
との対話をもとにカリキュラムの見直しを図りな
がら、2021 年度には第 7 期を開催しており、こ
れまでに東海地区 4 県を中心に、68 社より 134 名
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が参加してきた。
本養成塾は、受講者が（１）自身のキャリア形

成を主体的に計画する意識を持ち、（２）理論に
裏付けられた品質管理術と技術者集団の特性を踏
まえた組織運営術を学び、現場での問題解決に役
立つ知識と技能を習得することを目的としてい
る。養成塾の開始から2018年の第4期までは、キャ
リアコンサルタントによるワークショップと、名
古屋工業大学の品質管理、心理学の教員による講
義を軸として、生産管理の知識とコミュニケー
ションスキルの向上を企図したカリキュラム構成
で進めてきた。しかし、自治体や民間による女性
管理職育成のためのセミナーや講座が増加してき
たことから、工学系単科大学の特⾊を生かして、
より製造業の技術者の育成に有益な内容へと刷新
を図っている。2020 年度の第 6 期には、第一線
で活躍する技術部門の女性管理職、製造業の女性
経営者を講師陣に加え、さらに 2021 年度の第 7
期には、商品の企画・開発から消費者の手元に届
くまでの一連の流れを踏まえ、企画⼒、発想⼒を
強化するための講座として、プロジェクト・マネ
ジメント、マーケティング、知財戦略の講座を加
えた。

参加料は各期により講義回数が異なるため毎年
一律ではないが、2021 年度第 7 期は 4 日間 10 回
の講義と、卒塾式の合計 5 日間で 5 万円とした。

（２）参加企業・参加者の概要
本養成塾は、趣旨に賛同した各企業から推薦を

受けた上で受講希望者が申し込みを行うことを
ルールとしており、個人での申し込みは受け付け
ていない。これは、地域産業界の女性技術者の登
⽤推進に取り組むために、本養成塾を受講生個人

の研修の機会として終わらせず、受講生が、養成
塾での学びを職場に持ち帰り、活かしていく環境
づくりを参加企業としてサポートし続けていく意
志を⽰してもらうためである。

これまでの参加企業のほとんどは愛知県に本社
を置く企業であるが、東京に本社のある企業や、
三重県、岐阜県、静岡県の企業も数社参加してい
る。企業規模は、10,000 人以上が 10％、5,000 人
以上 10,000 人未満 20％、1,000 人以上 5,000 人未
満 30％、500 人未満が 40％であり、毎年、中小
企業から多くの参加がある。業種は、輸送⽤機器
関連、産業⽤機器メーカーが多いが、⾦属製品、
化粧品・化学製品、ゴム・樹脂製品等、幅広い製
造業の企業が参加している。 

 第 1 期から第 7 期までの参加者の属性をまとめ
ると、所属部門は、研究開発部門が 34％と最も
多く、設計 14％、生産技術 12%、製造 11% となっ
ている。年齢は、30 歳代が 48％と最多であり、
続いて 20 歳代 34％、40 歳代 13％と続く。職位は、
一般職員が 62％、係長・主任 31％であり、課長
級以上は７％であった。これから成長が期待され
る若手が多く参加しているが、後進を指導する立
場になり学び直したいという思いを持つ管理職も
毎年少数ながら参加している。

（３）2021 年度の講座内容
2021 年度の第 7 期女性技術者リーダー養成塾

は、8 月 24 日から 11 月 12 日の期間に開催し、期
間中に 5 日間の講座を行った。20 名の募集定員に
対して、愛知県、三重県に本社のある 15 社より、
19 名の女性技術者が参加した。申し込みの際に、
受講生は全日程、全講座に参加すること、最終日
の卒塾式と講演会には受講生の職場の上司または



名古屋工業大学「女性技術者リーダー養成塾」 071

経営者が同席することを参加企業に求めている。
これは、受講生自身の意識向上を図るだけではな
く、受講生が養成塾での学びを職場に持ち帰り、
実践していくために、職場での理解者、応援者を
得ることを企図しての条件である。

表１に第 7 期「女性技術者リーダー養成塾」講
座内容を⽰す。各回 10 時から 17 時までで、二つ
または三つの講義で構成されており、第 1 回から
第4回講座で全10回の講義が行われる。第7期は、
新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、第 1
回から第 4 回をオンライン（ウェブ会議システム
Zoom 使⽤）で開催し、最終日の卒塾式と塾長講
演のみを名古屋工業大学において対面で行った。

第 1 回の講義では、自分のキャリアについての
考え方や、見通しを振り返る方法、自らの強みを
確認し、長期的視点でキャリアデザインする方法
をキャリアコンサルタントの鬼⽊利瑛氏から学ん
だ。続いて、塾長である株式会社光機械製作所代
表取締役社長⻄岡慶子氏による講義は、日本企業
の競争⼒についての現状を踏まえ、イノベーショ
ンを創造するプロフェッショナルになるために必
要な心構えと、有効なディスカッションを行うた
めに気を付けるべきポイント、ファシリテーター
の役割について実践的に学ぶ機会とした。いずれ
の講義でも、グループディスカッションの時間を
複数回設けており、受講生は互いに他者の意見を
引き出しながら、議論を深めるスキルの向上に努
めた。

第 2 回では、名古屋工業大学の教員による、マ
ネジメント・スキル向上のための 3 つの講義を
行った。2021 年度より新設の「プロジェクト・
マネジメント：新しい価値を創造するために」は、
名古屋工業大学ものづくりテクノセンター長北村

憲彦教授が担当し、複数の開発事例をもとに、原
理に則した試行錯誤と、失敗の原因を深く追究す
ることの重要性が説明された。続く名古屋工業大
学大学院鷲見克典教授による講義「コミュニケー
ションの基本スキルを考える」では、受講生は日
常に発生しがちなコミュニケーションの失敗例
をモデル化して分析するグループワークを行い、
チームでの情報伝達を見直すためのディスカッ
ションを行った。続いて、名古屋工業大学大学院
神田幸治准教授による講義「『ポカミス』をテー
マにものづくりの安全を考える」では、製造や生
産の現場における人的なエラー「ポカミス」の事
例についてグループで原因分析をし、対策方法を
考えてグループ発表を行った。

第 3 回では、品質管理、マーケティングの講義
と、技術部門の女性管理職によるリーダーシップ
についてのワークショップを行った。

愛知工業大学仁科健教授（名古屋工業大学名誉
教授）による講義「『品質』をテーマにものづく
りのマネジメントを考える」では、品質のばらつ
きを抑えるためのフェーズに応じた対策方法や、
統計を⽤いたばらつきの原因解明方法が説明され
た。続く、「製品開発にいかすマーケティング手
法」は、株式会社電通よりシニア・コンサルタン
トの安藤真澄氏を講師に迎えて 2021 年度に新設
した講義である。マーケティングの基本的な考え
方や顧客ニーズの掘り下げ方、「アフターデジタ
ル」社会での事業構想方法について学ぶ機会とし
た。

「ものづくり現場における私らしいリーダー
シップスタイル」では、トヨタ自動車株式会社
パワートレーン製品企画部主査である落合清恵
氏（名古屋工業大学特任准教授）が、多様なリー
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ダー像に触れながら、技術者・リーダーとしての
自身の豊富な経験に基づいた複数の課題事例を⽰
した。また、それらを題材としたグループディス
カッションを行ない、受講生はチーム・マネジメ
ントに必要な基本的なスキルについて考察した。

第 4 回では、第 1 回からの学びの総括を意図し
て講座を構成し、知財戦略の講義とチームビル

ディングのワークショップを実施した。INPIT 愛
知県知財総合支援窓口事業責任者池原敏郎氏によ
る講義「ものづくりにおける知財マネジメント」
では、知的財産を企業戦略に位置付けて商品開発
に活⽤するための幅広い視点が⽰され、知財の動
向調査や、秘密管理の方法について詳細な説明が
あった。

表１　名古屋工業大学　第 7 期「女性技術者リーダー養成塾」の内容
第１回 ８/24（火） 入塾式

１．自分とチームを信じてキャリアビジョンを描こう
　　講師：株式会社 eight　代表取締役　鬼⽊ 利瑛
２．アフターコロナに向けたキャリアラダーの展望と実践
　　講師：塾長・株式会社光機械製作所　代表取締役社長　⻄岡 慶子
　　　　　（名古屋工業大学客員教授、三重大学理事・副学長）

第２回 ９/ ７（火） ３．プロジェクト・マネジメント：新しい価値を創造するために
　　講師：名古屋工業大学大学院　教授・ものづくりテクノセンター長　北村 憲彦
４．コミュニケーションの基本スキルを考える
　　講師：名古屋工業大学大学院　教授　鷲見 克典
５．「ポカミス」をテーマにものづくりの安全を考える
　　講師：名古屋工業大学大学院　准教授　神田 幸治

第３回 ９/28（火） ６．「品質」をテーマにものづくりのマネジメントを考える
　　講師：愛知工業大学　教授（名古屋工業大学名誉教授）　仁科 健
７．製品開発にいかすマーケティング手法
　　講師：株式会社電通　中部支社　シニア・コンサルタント　安藤 真澄
８．ものづくり現場における私らしいリーダーシップスタイル
　　講師：名古屋工業大学　特任准教授　落合 清恵
　　　　　（トヨタ自動車株式会社　パワートレーン製品企画部　主査）

第４回 10/19（火） ９．ものづくりにおける知財マネジメント
　　講師：INPIT 愛知県知財総合支援窓口　事業責任者　池原 敏郎
10．成果を引き出すためのチームビルディングの実践
　　講師：名古屋工業大学　特任教授　我妻 三佳
　　　　　（日本アイ・ビー・エム株式会社　執行役員）

第５回 11/12（⾦） 卒塾式、報告会「リーダーになるための行動宣言」
塾長講演「経営に活かすダイバーシティの⼒」
　　講師：塾長・株式会社光機械製作所　代表取締役社長　⻄岡 慶子
　　　　　（名古屋工業大学客員教授、三重大学理事・副学長）



名古屋工業大学「女性技術者リーダー養成塾」 073

続く、日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員（名
古屋工業大学特任教授）我妻三佳氏による講義「成
果を引き出すためのチームビルディングの実践」
では、リーダーは、組織やチームの特性、目標、
現状を踏まえて、様々なタイプのリーダーの行動
様式を使い分ける必要があること、そのために、
自分や相手のコミュニケーションスタイルを知る
ことの重要性が説明された。また、この講義の後
半では、受講生は実践的なグループワークに取り
組み、自身がこの後どう成長し、どのようなリー
ダーを目指していきたいのかを明確にイメージす
る機会を得た。

最終回として、11 月 12 日に行われた卒塾式で
は、受講生一人一人が、壇上で修了証書を授与さ
れる際に「リーダーになるための行動宣言」と
題して、1 分間のスピーチを行った。「行動宣言」
では、講師や卒塾生の上席者ら約 40 名が見守る
中、本養成塾で学んだことを今後職場でどのよう
に活かし、どんなリーダーになりたいのか、その
ために明日から何を変えるか、卒塾生がそれぞれ
に具体的なビジョンを語った。

そ の 後、 最 終 講 義
と し て、 塾 長 で あ る
株式会社光機械製作
所代表取締役社長⻄
岡慶子氏による講演
会「 経 営 に 活 か す ダ
イ バ ー シ テ ィ の ⼒ 」
を 行 っ た。 参 加 企 業
から経営者も多く出
席することを踏まえ、
講 演 会 で は、 企 業 を
取り巻く状況が目ま

ぐるしく変化する中、リーダーに求められている
こと、メンバーの多様性を活かして⼒に変えてい
くためにリーダーが持つべき心構えが詳しく説か
れた。

3. 2021 年度　参加企業・受講生の声

（１）参加企業の本養成塾への期待
本養成塾では、受講時に受講者の上席者、また

は推薦責任者へのアンケートで「本養成塾に期待
すること」を尋ねている。回答から、参加企業の
期待は、①ロールモデルの提⽰、②他社からの受
講生との交流とそれによる刺激、③リーダーとし
て必要な視点とスキルの獲得の三つに分類するこ
とができる。

本養成塾の参加企業の多くは、自社が「依然と
して男性的な運営が大勢」（材料メーカー経営者）
であると自覚があり、「女性技術者リーダーのモ
デルケースが社内にない」（輸送機器メーカー A
社）、「自社教育では視野が限られる」（輸送機器
メーカー B 社）という理由から、社外での教育研
修の機会を求めている。本養成塾において、他社
の女性技術者リーダーのモデルケースに触れるこ
とと同時に、同じようにリーダーを志す女性技術
者との交流機会を持つことも期待されていた。

（２）受講生の声
卒塾式の終了後には受講生より本養成塾全体に

ついての感想が寄せられている。その回答からは、
「キャリア形成、マネジメント・スキル、技術的

知識と多角的な方面の内容で構成され、それぞれ
の分野のプロから指導を受けることができる」（輸
送機器メーカー・設計）、「同期生の方々も所属も

図１
受講生による「行動宣言」
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年代もバラバラで発想や着眼にハッとさせられ、
逆に悩みや理想のリーダー像などでは共感する部
分も多くある」（産業⽤機械メーカー・開発設計）
点が高く評価されており、内容の充実への満足度
の高さが⽰された。

また、「養成塾での 4 日間の学びを実際の行動
に移すために宣言という形でまとめる点、自⼰理
解を深めることにも役立ちましたし、他の方の意
見はとても良い刺激となりました」（輸送⽤機器
部品メーカー・生産技術）、「養成塾に参加するこ
とで、これまで曖昧だった将来目指したい姿が明
確になり、非常に有意義でした」（輸送⽤機器部
品メーカー・技術開発主任）と、卒塾式の「行動
宣言スピーチ」での受講生の決意表明も高評価で
あった。

一方で、オンライン開催による限界も指摘され
ている。「お互いにどのような職場環境なのか、
どのようなことに不安を抱いているなど、個々人
の背景をもっと知れると自身の視野も広がりそう
だなと感じました。早くコロナが落ち着いて、来
年の受講生はより深い交流を持てるようになれば
と思います」（産業⽤機械メーカー・デザイン）

2020 年度、2021 年度はオンラインでの講座開
催が中心となったため、講座内でのディスカッ
ションでの機会を以前よりも多く設定したが、対
面時には自然に発生する雑談のようなコミュニ
ケーションの機会や、自由な交流機会を設けるこ
とができなかったため、交流の深さの満足度にお
いては課題を残すこととなった。

4. 結びに代えて

女性リーダーの育成において、ロールモデルの

存在が大きな役割を果たすことは知られている
が、製造業では、技術者の女性管理職がごく僅か
であり、若手の技術者は多様な女性リーダー像に
触れることができない。また、中小企業は、女性
管理職育成のモデルケースの不足に加えて、自社
教育のリソースに限りがあることが課題とされて
いる。その中で、7 年にわたり開催してきた養成
塾の内容と、卒塾後の受講者の意欲の向上につい
ては、参加企業から高い評価を得てきており、継
続への期待も年々高まっている。　

名古屋工業大学の産学連携の豊富な実績を活か
し、本養成塾を地域課題の克服に向けた女性活躍
推進活動の好例として⽰せるよう、今後もさらに
充実させ、継続していく所存である。
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活動報告

子どもと共に育つ～放課後児童クラブボランティアの取組み

長安めぐみ　　群⾺大学ダイバーシティ推進センター  講師
新藤　慶　　　群⾺大学共同教育学部  准教授
⽊村素子　　　群⾺大学共同教育学部  准教授  

1. はじめに

群⾺大学共同教育学部専門科目体験的科目「放
課後児童クラブ活動ボランティア体験」について
報告する。

放課後児童クラブ（かつての学童保育）は、放
課後児童健全育成事業―『小学校に就学している
児童であって、その保護者が労働等により昼間家
庭にいないものに、授業の修了（原文ママ）後に
児童厚生施設等の施設を利⽤して適切な遊び及び
生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業』
―の実施場所を指している」（澁⾕ 2019）。全国
学童保育連絡協議会と学校基本調査データで試算
すると、小学校に在籍している児童の約 20.7％（１）

が放課後児童クラブに在籍していることになる。
学年別の在籍率では、学年が下がるにつれて増加
し、特に、小学校１年生では、約４割近くが在籍
している。保護者にとっては「小１の壁」と呼ば
れる共働き家庭が抱える保育園から小学校へと進
学する際の困難を乗り越えるための社会資源の一
つであり、子ども達にとって、遊びと生活の重要
な場となっている。

2. 講義設立までの経過

今回紹介する本科目は、2018 年度より教育学
部（2020 年度より共同教育学部）の専門選択科
目の講義として設置された。本学の名誉教授が運
営する近隣の NPO 法人「群大クラブ」と連携し
て行っている。群大クラブは、スポーツ教室や英
会話教室などでの活動を行うかたわら、「パレイ
ストラ」と呼ばれる放課後児童クラブの運営も
行っている。「パレイストラ」とは、ギリシア語で、
心身・調和のとれた児童を育てる「教場」を意味
する。現在、群⾺県前橋市立南橘中学校の校区内
にパレイストラ関根、パレイストラ荒牧、パレイ
ストラ南橘と３か所が設置されている。

本学では、2014 年度、2015 年度と男女共同参
画推進室が主導する夏季休業中１日のみの体験型
の学童保育を独自に実施してきた経緯があり、そ
の際も、教育学部等の学生が支援者として協⼒す
る体制があった。しかし、学内教職員の要望とし
ては「夏休みだけでも教職員の子を預かってもら
う場がほしい」というものであり、短期間ではニー
ズに応えられない現状があった。そこで、上記の
近隣の放課後児童クラブと連携し、2017 年度よ
り本学の教職員に限って、通常の受入れに加え、
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夏期休暇のみのプログラム（学区外児童を含む）
の提供を、保護者による送迎を条件に実施しても
らうことになった。希望する児童は、保護者とと
もに始業前にクラブへ通所し、終業時までクラブ
で過ごし、保護者のお迎えを待つこととなった。
現在まで５年間で延べ 28 名の児童に対応してい
る。

本体験科目はその翌年 2018 年度より開講され
た。放課後児童クラブとしては、体験者の学生の
参加によって長期休業中の指導員の補助をする
人員の確保にもつながった。科目担当は共同教
育学部の教員が行い、ダイバーシティ推進セン
ターでは、主に科目の調整を行っている。2018
年度は７人、2019 年度は６人、2020 年度は 38 人、
2021年度は55人と年々受講者数は増加している。

3. 体験的科目の内容

（１）  オリエンテーション：放課後児童クラブ
とは、放課後児童クラブの活動について

（２）  現地説明会：各施設の見学、子ども達や
スタッフとの顔合わせ

（３）  体験（主に夏季休業中に実施）18 時間：
活動体験実施簿の提出（各体験につき１
部）

　　  実習時間帯：夏期８：00 ～ 18：00
　　  平日 14：00 ～ 18：00

（４）  報告会：パワーポイント等を利⽤した活
動報告

＊  単位修得の条件：15 コマ分の授業・体験に
出席し、「活動体験実施簿」、「振り返りレポー
ト」等の課題を提出すること。

放課後児童クラブ活動ボランティア体験を受講

する学生は、学部２年生が主になっている。秋に
実施される教育実習の前の時期になり、子どもと
のかかわりの体験が少ない学生が多い。そのため、
初日の活動体験は大変緊張するようである。そこ
で今年度から現地説明会において事前に実習日を
グループ分けし決定している。グループになって
いることで、緊張を和らげることにつながり、学
生同⼠が連絡を取り合い、助け合える環境を準備
した。

4. 活動体験実施簿から

本年度（2021 年度）は受講学生の数が多く 55
名にのぼった。事前のグループ分けの効果もあり、
学生はスムースにボランティア体験に臨めた。活
動体験実施簿から様子を紹介する。

（１）現地説明会
現地説明会は、実際の施設を見学し、子ども達

に初めて出会う機会となる。少しでも慣れるよう
にと、１時間ほど子どもとの交流の時間を持った。
緊張した面持ちの学生達であったが、はち切れん
ばかりの元気な子ども達と出会い、初めての交流
を深めていた。以下は学生の様子である。

・児童クラブは地域や学校と密接に関わって
いて、子ども達の成長に欠かせない存在で
あることがわかった。
・教員としてではなく、保護者の目線から子
ども達と接しなくてはならないと考えた。
自己紹介の時、緊張で顔が強張ってしまい、
怖い印象を与えてしまったかもしれない。
・送り迎えや子ども同士の遊びの際に、トラ
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ブルが生じ、けがをしてしまう危険性があ
ることに言及されていた。
・児童クラブの子ども達と信頼関係のできて
いない状態からどうやって仲良くなるのか
少し不安に思った。
・実習時にどぎまぎしてしまうことが多かっ
たため、体験実習を通して関わり方のコツ
を学べたらと考える。50名の子どもの名
前を覚えるが、名前を呼べるというのはコ
ミュニケーションを取るうえでとても大切
なことなので頑張りたい。

（２）体験初日
体験初日は、多くの学生が夏休み前の夕方の

14：00 ～ 18：00 の時間帯に実習を実施した。数
人のグループで３つの施設に分かれての実習とな
る。いずれの施設も大学から近く、徒歩もしくは
自転車で行くことができる距離にある。平日の午
後は、通常の保育の時間帯であり、保育の内容は、
学校まで子ども達のお迎え、施設での受け入れ、
宿題、おやつ、自由遊びの時間帯をいっしょに過
ごすことになった。初対面の児童とどう関われば
いいのか戸惑った学生も多い。最初の出会いの場
は、お迎えの時の交通安全の指導であったが、学
生はそれぞれ印象に残ったことを記録している。

・下校の際に車道に出てしまう子がいて、注
意する際どうすればいいのか迷った。
・実際に子ども達と接していく中で、子ども
達の相手をすることの難しさを痛感した。
・事前に聞いていた通り、子ども達の行動は
本当に予測不可能で、暴れまわる子から静
かに本を読む子など、その姿も本当に多種

多様であった。
・楽しみな気持ちと不安な気持ちがあったが、
短い時間の中でも子ども達の実態や関わり
方などについて多くの学び、気づきを得る
ことができた。
・初対面の子ども達と関わり、打ち解け方や
話し方、関わり方を学ぶことができた。子
ども達がだんだん心を開いてくれるのを体
感できたことはとてもうれしかった。
・遊びでは子どものテンションに合わせて遊
ぶというのがかなり大変なのだと実感し
た。
・児童は元気いっぱいだったので体力が後半
きつくなったのと、ずっと笑顔で接するこ
とを意識しすぎて疲れた。
・カッとなって暴力的になってしまう児童が
いて、その子にとって何が気に障ったのか
が分からず対処もうまくできなかった。普
段から些細なことが気になる子なのかもし
れない。
・喧嘩が起きた時、お互いの意見を聞きつつ
そのうえでお互いが納得できるような案を
出すことができなかった。喧嘩が起きた時
の止め方をある程度自分の中でシミュレー
ションしたり、消極的な子に自分から声を
かけてみたりとできるだけ改善したい。

（３）体験２日目
体験２日目は、子ども達が夏休みに入った後に

なり、実習の時間も 11：00 ～ 18：00 の７時間
と長くなった。子ども達とのかかわりを想定して、
自作のお弁当を持参する学生もおり、それぞれが
工夫をして、実習に臨んでいる様子がよくわかる
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記述が多い。

・子ども達が道に出て事故やけがをしないよ
うに一人ひとりに目を配る必要がある。
・大きな広場での活動では、自分の持ち場以
外の子ども達と触れ合える機会が中々な
かった。室内活動の時、積極的に話しかけ
に行くことができたのはよかったと思う。
・ある男の子が友達のことで怒り、その対応
をしたが、子どもの気持ちや事情を分かっ
てもどう声をかければいいのかわからずそ
の子をさらに怒らせてしまった、うまい対
処がわからなかった。
・動き回る子どもや危険な行動をしている子
どもへの対応である。しっかり声掛けを行
い、しばらくそばで見守るなどの対応がで
きた。
・今回は今から自分が何をするかこまめに声
に出して子ども達に聞こえるようにした。
そうしたら以前のようにバラバラになって
しまうのではなく、みんなで一つずつやっ
てから次の遊びに移ることができてよかっ
た。
・時間の使い方がとても難しい。性別や年齢
に適した遊びを提供できる環境が子ども達
の満足した活動につながると考える。
・学年によってできることが少しずつ変わっ
てくるため、接し方やどこまで手伝うべき
かを考えて行動する必要があると思った。

（４）実習３日目体験終了
実習最終日に学生達は、自分達の専門分野を生

かした遊びを子ども達へ提案するという課題が出

されたそうである。例えば、国語科の学生は紙芝
居を練習して、子ども達へ披露したが、低学年と
高学年では対象の作品も違うため、なかなか難し
く学年の差を実感したとのことだった。全 18 時
間の実習であったが、学生達はたくさんの貴重な
経験をさせてもらったことが体験実施簿の記録か
ら読み取れる。３日目になると子ども達との距離
も縮まり、それぞれが子ども達とのかかわりを振
り返って感想を書いているのが印象的である。

・子ども達に自分たちが計画したものに興味
を持ってもらうことがいかに難しいかを痛
感した。
・前回同様、自分から声をかけることができ
なかった。自分がダメといってもあまり相
手にされず先生が叱ると止まるのはやはり
信頼関係があってのものだと思った。
・難しいと感じたのは、何人かの子ども達
に「一緒に遊ぼう」と誘われた時に順番に
遊ぶということを理解してもらうことであ
る。
・喧嘩などのハプニングが結構あったが、き
ちんと生徒の話を聞きながら仲裁に入れ
た。
・いろいろな児童と関われたり児童の遊びを
学ぶことができたりと貴重な経験だった。
こういった施設が家庭の助けになると思う
ため、学童の重要性も知れてよかった。
・子どもとかかわる機会が実習や教師になる
前に少ないのでいい経験になった。
・児童の能力差が表れない工夫をすることも
大切だけれど、分からないことをしっかり
と示せるような雰囲気づくりや事前の指導
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も重要になることを実感した。
・子どもの名前も少しだが覚えることができ
るようになり、自信がついた。対して、子
どもの対応に困ることや安全管理の大切さ
など、面倒を見る大人としての責任も少し
理解することができた。
・普段の生活の中で、小学生と触れ合う機会
がほとんどないので、活動の中で子ども達
との接し方や子ども達をどのようにまとめ
たらよいかなど、たくさんのことを学ぶこ
とができた。
・様々な学年の子がいることで支えあったり
教えあったりすることで、縦のつながりを
身に着けることができるのだと感じた。
・自然の中から自分たちで遊びを見つけて工
夫しているところにとても感心した。
・学童の指導員の大変さややりがいを感じた
同時に、児童のエネルギーを直接感じるこ
とができてよかった。
・子ども達は友達との関わりの中で様々な成
長をしているのだということに気付かされ
る重要な機会となった。
・学童とは、学習面や生活指導を行う学校と
同じように、協調性や遊びに関するルール
を遊びを通して学ぶことができる場であ
る。
・学校の延長線上にある放課後児童クラブに
ついて知ることができたことは、今後の教
員としての生活にも役立つと感じた。
・子ども達と同じ目線になって、見たり考え
たりすることが大切だとわかった。

5. 報告会の様子から

毎年 12 月には、放課後児童クラブのボランティ
ア体験を終えた学生達が報告会を開き、活動を通
して学んだことを発表し、意見交換を行っている。
最初のオリエンテーションや現地説明会の時は、
とても不安げだった学生が、当日はまったく違う
自信に満ちた表情で、放課後児童クラブでの体験
について語るのが印象的である。過去の報告会で
の様子を紹介する。

・学童は子どもにとって第二の家庭ともいえ
る場であり、子どもが安心して遊べる工夫
がたくさんある。
・子ども一人ひとりを尊重することの重要性、
察することの大切さ、子どもに寄り添いな
がら指導する。
・子ども達にとっても保護者にとっても、共
働きやひとり親の家庭が増えている今の社
会では非常に必要な場なのだと思った。
・理事長は「大切なのはいかに子ども達と触
れ合う時間を作るかだ」とおっしゃってい
た。これは教育実習にもつながる。
・毎月誕生会を行っているがいい思い出にな
り、大切にされていると実感できる。
・おやつのクオリティの高さに驚いた。
・自分ができることを一生懸命に伝えてくれ
る子ども達、自分の成果を披露してくれる
時には、肯定的な反応をするとその後の成
長の活力となりよいのではないだろうか。
・最終日には子どもと一気に仲良くなった。
・遊びの中の意見のぶつかり合いについては、
じゃんけんや多数決で決める、子ども達自
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身による問題解決へ。
・放課後児童クラブでの体験のまとめとして、
子どもと関わる職業の喜び、成長や子ども
の持つ力、子ども達の安全、交通安全、行
事内容の変更、子どもを見守る視野、信じ
て任せる勇気、注意する力、臨機応変に対
応する能力、急な体調不良など。
・教員になるうえでとてもいい経験になった。
・学童は単に子供を預かる場ではない。学校
と違って行動があまり制限されない。児童、
保護者と先生の距離が近い。課題としては、
学校と違い、クラス単位で分けないので、
大数いる児童生徒に対して、指導員が児童
生徒の一人ひとりの様子を把握しづらい。

6. おわりに　子どもと共に育つ活動の場と
して

今までの報告会で印象に残った発表は、「児童
に着目した放課後児童クラブの役割」というタイ
トルの発表であった。放課後児童クラブでの体験
を通して、学生のまなざしに大きな広がりが感じ
られ、子ども達の行動をポジティブにとらえてい
るところが、放課後児童クラブならではの温かな
視点が感じられる報告であった。以下にその一部
を紹介する。

「児童に着目した放課後児童クラブの役割」
　放課後児童クラブは、子どもにとって、
学校とは異なる1つのコミュニティであり、
様々な価値観や見方に触れられる機会にな
る。他の学校や他の学年の友達、コミュニケー
ション能力や様々な見方を身に着けられる場

であり、集団での役割について学ぶことがで
きる。
　勉強や食事、遊びなど長い時間集団で過ご
す。時にはけんかや意見の対立もある。それ
を乗り越える力、集団での生活を学ぶことが
できる。遊びたいものが異なり対立する場面、
これが終わったら次に別なことをして遊ぼう
といったやり取りを見かけた。遊びに夢中に
なり周りに迷惑をかける場面では、場所を変
えたり静かにできる違う遊びを始めたりして
いた。
　普段できない遊びを提供できる場、地域の
つながりが昔に比べて減った今、様々な活動
をする場が減ってきている。実際に経験した
ことが様々な場面で活きてくるため、多くの
活動に触れさせることが大切となる。
　夏祭りの例をあげれば、自然に触れること
ができる、五感を使いいろいろなものを吸収
することができる、仲間とより交流を深める
ことができる。まとめとして、放課後児童ク
ラブとは児童にとって大切な経験ができる場
である。指導する側として、児童によりよい
経験をさせる環境を作ることが大切となる。
今回の体験的科目では、児童と多くかかわる
貴重な体験となった。今後の実習や将来に今
回のことを生かせるようにしたい。

上記の報告が⽰しているように、放課後時児童
クラブの体験を通じて、子ども達の遊びと暮らし
について、学びを深めている。これから教員になっ
ていく学生達が子ども達と触れ合い共に育つ場と
して、今後も放課後児童クラブボランティア体験
学習を続けていきたい。
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最後に、本講義に協⼒を惜しまず多大なる貢献
してくださっている群大クラブの子ども達やス
タッフの皆様にお礼を申し上げる。

注
（１）  全国学童保育連絡協議会の資料によれば、2020

年５月１日現在の放課後児童クラブの入所児童数
は1,305,420人であり、文部科学省の「学校基本
調査」から2020年度の小学校の在籍児童数をみ
ると全体で6,300,693人となっており、小学校に
在籍している児童の約20.7%が放課後児童クラブ
に在籍していることになる。また、両調査から学
年別の在籍数を算出すると、６年生は約 3.4％、
５年生約 6.9％、４年生約 14.3％、３年生は約
26.9％、２年生は約 34.8％、１年生は約 39.6％
と学年が下がるにつれて増加している。

引用文献
澁谷昌史，2019，「〈放課後児童クラブ―小学校〉間

連携の現状と課題―学校が参加する地域包括支援
の開口部を探る」『関東学院大学人文学会紀要』
141，39-50pp



082 ポリモルフィア Vol.7, March 2022

活動報告

無意識のバイアスのコーナー開設
―男女共同参画学協会連絡会の取り組み―

裏出令子　　京都大学名誉教授、京都大学  複合原子⼒科学研究所  特任教授
平田典子　　日本大学  理工学部  教授
大坪久子　　元日本大学  薬学部・薬学研究所  上席研究員

1. はじめに

男女共同参画学協会連絡会（以下連絡会）は
115（2021 年 11 月現在）の科学技術系学協会が
加盟している一般社団法人で、日本の科学技術分
野において女性と男性がともに個性と能⼒を発揮
できる環境づくりとネットワーク作りのために活
動している。これまでに、内閣府や文部科学省へ
の提言・要望、アンケート、調査、男女共同参画
をテーマに据えたシンポジウム、女子中高生の理
系進路選択支援等さまざまな活動を行ってきた
が、活動の一つとして 2020 年 12 月に連絡会のウ
エブサイトに『無意識のバイアスのコーナー』を
開設した。

本コーナーは、科学技術分野への女性の参画の大
きな障害となっている「無意識のバイアス」につい
ての啓発を目的としている。個人だけでなくアカデ
ミアなどの組織での講習会や研修にもツールとして
利⽤できるリーフレットとビデオ及び資料情報（ラ
イブラリー）を掲載している。本稿では、女性の参
画を妨げる無意識のバイアスの概念および連絡会が
無意識のバイアスコーナーを開設するに至った背景
と経緯について解説したのち、無意識のバイアス
コーナーの内容を紹介させていただく。

2. 女性の参画を妨げる無意識のバイアス

日本でも、最近漸く「無意識のバイアス（思い
込み）」という言葉がインターネット上や公的文
書などでも散見されるようになってきた。しかし、
我々の潜在意識の中に潜むバイアスの正体と、そ
れがどれほど女性の社会的進出を妨げているかと
いうことは、一般にはほとんど認知されていない。

「無意識のバイアス」は、2002 年にノーベル経
済学賞を受賞した行動経済学者ダニエル・カーネ
マンによって提唱された概念で、誰もが潜在的に
もっている偏見、知らないうちに脳に刻まれた固
定観念である１）。対象は、ジェンダー・人種・宗
教・民族・経験値など、⾊々とあるが、ものごと
を判断する際に安易で便利なショートカットとし
て働く。カーネマンの説では、ヒトの脳の中には
システム１（無意識的モード）とシステム２（意
識的モード）のふたつの思考モードが存在し、外
から受信する情報の大部分（99.9999%）はシス
テム１で処理される。システム１は直感的、感情
的、無意識的で、「経験則」に大きく依存し、意
思決定の速度は大変速く瞬時に行われる。例えば
狩の途中で遠方に肉食獣を見たら厳密に判定する
前に逃げるといった、とっさの危険の回避に機能
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するモードである。しかし、単純で一貫性を求め
るために無意識のバイアスに影響され、往々にし
て間違いを犯すことになる。特に、採⽤や昇進な
どの人事の過程で女性やマイノリティに不利に働
きがちである。

ア メ リ カ 科 学 振 興 協 会（AAAS） の Chief 
Operating Officer で あ っ た Celeste Rohlfing は、
よく見られる “ 女性の参画を妨げる無意識のバイ
アス ” として「ステレオタイプ・スレット」、「属
性に基づく無意識のバイアス」、「マイクロアグ
レッション」、「メリトクラシー」、「インポスター
症候群」を挙げている２）。女性の参画を推進する
ためには、これらの影響を最小限に抑える工夫を
することが必要である。

3. 背景

（１）  米国における女性研究者支援と無意識のバ
イアス

科学技術分野での女性の活躍を推進するため
には、無意識のバイアスを意識して克服するこ
とが必須である。このことは、米国国立科学財
団 （NSF） による女性とマイノリティ研究者支援
の歴史的事実に端的に見ることができる。米国で
は 1980 年に “ 科学技術機会均等法（Science and 
Engineering Equal Opportunity Act）”が制定され、
NSF による女性とマイノリテイ研究者の支援が開
始された。最初の 20 年間では、“ 理工系女性研究
者のための Visiting Professorship グラント ”、“ 女
性研究者のキャリア推進のためのグラント”等々、
個人を対象とした試みがなされた。しかし、この
20 年間の支援策では期待したほどには成果は挙
がらず、人材育成のパイプラインからの「漏れ」

に対する手当だけでは女性研究者の割合は増えな
いことが明白になった。すなわち、その背景には
隠れた大きな問題（上述のように、女性の参画に
対する無意識のバイアス）が横たわっていること
が明らかとなった。

時を同じくして、2000 年前後に複数の科学者
により無意識のバイアスに関する重要な研究、調
査、出版が相次いでなされた３- ８）。これらによっ
て無意識のバイアスの認識と克服が人の能⼒発揮
に大きな影響を与えることがデータに基づいて指
摘され、これが、「パイプラインからの⽔漏れの
修復だけでは女性研究者の能⼒発揮には不十分」
と気付いていた米国の女性研究者と NSF の官僚
に、戦略上の大きな拠り所を与えた。2001年以降、
NSF の戦略は個人支援中心から無意識のバイアス
の影響を排除するための組織改革を促す女性研究
者支援事業（ADVANCE プログラム）注（１）に切り
替えられた。その方針変換が功を奏し、2001 年
以降は主だった理系分野（数学、物理化学、工学、
生命科学）で女性割合が上昇を続けている（図－
１A）９）。

（２）日本の現状
一方、日本の科学技術分野への女性の参画は

現在も目を覆うばかりの状況で、研究者に占め
る女性の割合は先進国の中でも最低レベルであ
る（16.9％）10）。日本の国立大学の理学・工学・
農学分野の研究者に占める女性割合は、20 年前
の米国の女性割合をすら下まわっている（図－１
B）。日本での科学技術分野における男女共同参
画への取り組みは、1999 年６月の「男女共同参
画社会基本法」の公布・施行に始まる。内閣府男
女共同参画推進本部主催による “ 男女共同参画社
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会づくりに向けての全国会議 ”（2000 年６月）に
おいて、シンポジウム “ 科学の進捗と男女共同参
画 ” が開催され、2000 年 12 月には “ 男女共同参画
基本計画 ” が閣議決定された。また、日本学術会
議においても “ 女性科学者の環境改善の具体的措
置について ” の要望と “ 日本学術会議における男
女共同参画の推進について”の声明が採択された。

こうした中で、2002 年に応⽤物理学会、日本
化学会、日本物理学会が中心となって 12 学協会
により連絡会が発足し、“ 日本の科学技術分野に
おいて女性と男性がともに個性と能⼒を発揮でき
る環境づくりとネットワーク作り ” の理念のもと
に活動を開始した。発足当初から、連絡会の最も
重要な活動の一つは内閣府、文部科学省への提
言・要望活動である。2005 年から科学技術基本
計画（第６期からは科学技術・イノベーション基
本計画）の計画素案策定の段階で、男女共同参画
の推進と加速を促すための数値目標や文言の盛り

込みを要望してきた11）。また、
女性研究者を支援するための
様々な事業の推進や配慮措置
も要望してきた。このような
連絡会の活動により、第３期
～第５期科学技術基本計画に
は新規採⽤者における女性割
合の数値目標が記載され、第
６期科学技術・イノベーショ
ン基本計画では、分野別の新
規採⽤女性研究者割合に加え
て、大学教員のうち教授等に
占める女性割合の数値目標も
盛り込まれた。また、内閣府、
文部科学省、日本学術振興会

及び科学技術振興機構（JST）のさまざまな女性
研究者支援策に学協会の提言・要望の内容の一部
が反映されるという成果も挙げてきた。

しかし、現場に目を向けてみると、ここ 20 年
間の研究者に占める女性の割合は少しずつ上昇し
てきてはいるものの、極めて緩慢なスピードの上
昇で、第３期～第５期科学技術基本計画に記載さ
れた数値目標からは程遠い低い女性割合に留まっ
ている。このような日本の現状は、2000 年当時
の米国の状況と酷似しており、日本でも無意識の
バイアスが女性研究者の重い足枷になっているこ
とが考えられる。これは、連絡会がこれまでに
行ってきたアンケートや調査の結果からも読み取
れる。連絡会では科学技術系専門職の男女共同参
画の実態を明らかにし、数値に立脚した客観的な
エビデンスをもって提言・要望を行うために、連
絡会の加盟学協会の会員を対象とした大規模アン
ケートをこれまでに５回（2003 年 , 2007 年 , 2012

図－ 1　米国と日本における研究者の分野別女性割合
A, 出典：Table S3-14 from Science & Engineering Indicators, NSB-2019-8. 原図：
Machi Dilworth 氏作成、許可を得て改変．
B, 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第 16 回追跡調査報告書

（2020） 図 II-3-2 より抜粋．
出典：連絡会ウエブサイト「無意識のバイアスコーナー」資料：SEE BIAS and 
BLOCK BIAS Part I：5 ページを改変
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年 , 2016 年 , 2021 年（解析中））実施してきた 12）。
このアンケートの解析結果からも、女性研究者や
技術者が直面しているキャリア形成を阻む様々な
障壁や意識が、2003 年からほとんど変化してい
ないことが明らかとなり、その根底には根強い無
意識のバイアスの存在が窺われた 13）。同アンケー
トの自由記述回答欄には、無意識のバイアスから
生じると考えられる、女性が直面するさまざまな
意識の壁に関する意見が多数回答されていた。科
学技術分野で女性研究者が男性研究者と同等に活
躍できる社会を実現することは、無意識のバイア
スの克服なしには不可能であることが明白であ
る。

4. 無意識のバイアスコーナー開設への経緯

無意識のバイアスコーナーの設置は、連絡会の
活動に発足当初から関わってきた大坪の発案と主
導によるところが大きい。2008 年２月に大坪は
ADVANCE プログラムについての教えを乞うため
に、当時米国大使館内にあった NSF 日本出張所の
所長であった Machi Dilworth 氏を訪問した。そ
れがきっかけとなり、2009 年２月に NSF と北海
道大学が企画した国際ワークショップに参加し、
NSF や ADVANCE 関連の米国の大学教員と情報交
換をする機会を持った。その時に、当時日本では
ほとんど知られていなかった無意識のバイアス

（Unconscious Bias）という言葉に出会った。同
年秋には、北大のワークショップで知り合ったコ
ロラド大学 Patricia Rankin 教授の大学院の講義を
ウエブで聴講し、無意識のバイアスの存在と影響
について多数の研究事例があることを学んだ。こ
れにより、日本の科学技術分野で女性が男性と同

様にキャリア―を積みリーダーとなれる環境を整
えていくためには無意識のバイアスの克服が必須
であり、連絡会の活動のひとつとして無意識のバ
イアスの啓発が重要であると考えた。

2015 年 秋 に Machi Dilworth 氏 が 沖 縄 科 学 技
術大学院大学（OIST）の副学長に就任し、OIST
の Gender Equality Division の ツ ー ル の 作 成
を 企 画 し た 14）。 大 坪 は そ の 作 成 を 担 当 し、U. 
Washington と UCSF に出向いて情報収集を行っ
た。2016 年の連絡会のシンポジウム（第 14 回男
女共同参画シンポジウム）で Machi Dilworth 氏
が OIST のツールにさらに新しい情報を加えた内
容を講演し、この講演録をもとに 2017 年に連絡
会の “ 無意識のバイアスリーフレット ” が誕生し
た。さらに、大坪が無意識のバイアスを解説する
DVD “SEE BIAS and BLOCK BIAS” を作成し、2020
年 12 月にウエブサイト無意識のバイアスのコー
ナーを開設して、これらを公開した 15）。

5. 無意識のバイアスのコーナーの内容紹介

（１）無意識のバイアスリーフレット   
リーフレットは、大坪が Patricia Rankin 教授

の 講 義 録、 書 籍 [National Academy of Sciences 
National Academy of Engineering and Institute 
of Medicine, 2006]、 及 び U. Wisconsin-Madison
校のガイドブック “Searching for Excellence”16）等
を参考にして集めた多数の論文をもとに、Machi 
Dilworth氏からの情報も加えて作成したものであ
る。リーフレットは以下の項目で構成され、無意
識のバイアスとはなにかを具体例を挙げながら簡
潔に解説した内容となっている 17）。
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【リーフレットの項目】
・  「無意識のバイアス -Unconscious Bias-」は比

較的新しい概念
・  「無意識のバイアス」にはどのようなカテゴ

リーがあるのでしょうか？
　　その１．ステレオタイプスレット
　　その２．  属性に基づく無意識のバイアス：

身内意識とよそ者意識
　　その３．  マイクロアグレッション（些細な

侮辱）
・  「無意識のバイアス」の具体例
　　　例１：  アメリカのオーケストラ団員採⽤

にブラインド（目隠し）・オーディ
ション

　　　例２：  エミリーやグレッグの方がラキー
シャやジャーマルよりも雇⽤の機
会がはるかに高い！？

　　　例３：  Motherhood penalty?（母親であ
るゆえのペナルティー？）

　　　例４：  研究室の事務補佐を選ぶ時も無意
識のバイアスが ..．

　　　例５：  選ぶ側に女性がいなければ、女性
が選ばれにくい

　　　例６：  教授の推薦状には男女で違いがあ
る！？

　　　例７：  学会賞受賞者割合にもバイアス
が！

・「無意識のバイアス」の影響が出やすい状況
・あなたの「無意識のバイアス度」測定法
・「無意識のバイアス」を克服するために
このリーフレットは大学や学会で好評を博し、

内閣府や JST の会議でも配布された。また、U. 
Washington の ADVANCE Center for Institutional 

Change に お け る ツ ー ル 共 有 サ イ ト （LEAD-IT-
YOURSELF） より、５つ星の評価をもらった。

（２）SEE BIAS and BLOCK BIAS（DVD と資料）
SEE BIAS and BLOCK BIAS の ペ ー ジ に は リ ー

フレットの内容を元に作成した音声解説付きの
DVD と DVD のスライドと解説を pdf 化した資料
が掲載されており、オンラインで DVD を視聴で
きる（図－２）。また、資料 pdf もダウンロード
できる。リーフレットには記載されなかった事例
や、より詳細な説明が盛り込まれており、タイト
ルからもわかるように “ 無意識のバイアスとは何
か？、人の行動にどのように影響するのか？（SEE 
BIAS）” の解説から、さらに “ 無意識のバイアス
をブロックするための好事例（BLOCK BIAS）” に
まで踏み込んだ内容となっている。アカデミア等
の組織で研修等にそのまま、あるいは研修目的に
合わせて編集して使ってもらうことを想定してい
る。そのため、テーマ別に３部構成となっている。
以下に簡単に各 Part の内容を紹介する 18）。

【Part I】無意識のバイアス－ Unconscious Bias －
を知っていますか？―選ぶ側にもバイアスがある
―（視聴所要時間 43 分 30 秒）

無意識のバイアスとは何かから説き起こし、女
性の参画の障害となる選ぶ側に見られるバイアス
の種類と影響を教育、採⽤や昇格などの具体的な
事例を引いて解説している。
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【Part II】無意識のバイアスを知っていますか？―
選ばれる側にもバイアスはある―（視聴所要時間
26 分）

リーフレットにはなかった選ばれる側である女
性に内在する無意識のバイアスを、解説してい
る。女性の内在性のバイアスによる自分に対する
過小評価は、キャリア形成への消極性となって顕
在化し、女性の参画を妨げる大きな障害のひとつ
となっている（図－３）。このような自分の能⼒
に対する過小評価や適性への疑念は、文化的な無
意識のバイアスである「望まれる組織のリー
ダー像」と「望ましい女性像」の特性が相
矛盾することからも生じてきていることが
解説されている。

【Part III】無意識のバイアスをブロックしよ
う（視聴所要時間 29 分）

Part I と Part II で⽰された選ぶ側と選ばれ
る側の無意識のバイアスを克服するための
方法が、特に人事に焦点を合わせて解説さ
れている。多様な人材を確保していくため
に必要な人事選考担当者の意識改革や人事

方法を具体的な成功事例から
説明しており、組織の執行部
向けの内容となっている。

2021 年１月の３部作公開
以 来、DVD や 資 料 の オ ン ラ
イン利⽤及び資料の図表の引
⽤依頼が複数の大学及び学協
会からあり、対応した。例え
ば、東北大学の男女共同参画
推進センターが発行したリー
フレット「ダイバーシティを

基盤とする研究⼒強化」の中には、資料の中の図
が引⽤されている 19）。

（３）ライブラリー
“ 無意識のバイアスリーフレット ” 及び “SEE 

BIAS and BLOCK BIAS” には、多数の書籍、研究論
文、ウエブ等から得た情報が集約され引⽤されて
いる。ここで紹介された研究や事例、また無意識
のバイアス全般についてより広く深く知りたい人
向けに関連する資料のリスト（大部分は URL 付

図－２　ウエブサイトの SEE BIAS and BLOCK BIAS のページ

図－３　女性研究者のキャリア形成への消極性
「第１回＆第３回男女共同参画学協会連絡会大規模アンケー

ト報告書」（男女共同参画学協会連絡会、2003 年＆ 2012 年）
に基づき作成．出典：連絡会ウエブサイト「無意識のバイア
スコーナー」資料：SEE BIAS and BLOCK BIAS Part II：15 ペー
ジを改変
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き）を作成し、ライブラリーとして掲載した。リ
ストは、書籍、研究論文、ADVANCE プログラム
関連発行物と URL、海外のその他の重要な発行物
と URL、日本の女性研究者支援事業関連発行物と
URL、リーフレット・パンフレット、COVID-19
関連資料、その他にカテゴライズされており、多
岐にわたる 20）。

6. おわりに

米国の著名な生化学者である Joan Steitz 教授
（Yale University）は、「女性の科学分野への進出

がはばまれているのは能⼒がないからではなく、
むしろ、『何気ない偏見』と『時代遅れの大学・
研究機関の構造』の所為である。理工系のどの分
野でも、女性は差別に直面している。女性も男性
も無意識のバイアスを持っているという証拠は枚
挙にいとまがない。」と語っている注（２）。無意識
のバイアスが発見され、男女共同参画で日本より
もはるかに先を行く米国においてすら文化や慣
習・慣例・慣行の中に組み込まれたバイアスは認
識されにくく、状況の改善は難しい。組織のトッ
プがこれを理解し、積極的に取り組んでいかなけ
れば男女共同参画は遅々として進まないであろ
う。連絡会が作成した無意識のバイアスのコー
ナーのリーフレットや DVD は、大学等の研修等
で活⽤していただき、構成員（特に執行部や人事
担当者）の無意識のバイアスへの理解を深めてい
ただくことを目的としている。ささやかなツール
ではあるが、男女共同参画推進の一助となること
を願っている。

【注】
（１）  ADVANCE は “Increasing the Participation and 

Advancement of Women in Academic Science and 
Engineering Careers” の 略 称 で あ り、2001 年 に
スタートした NSF のプログラムである。目的は
女性研究者やマイノリティ研究者を可視化し、公
正な登用を可能にする大学改革を進めることにあ
り、事業の内容はシステム改革、制度改革、意
識改革、そしてワークライフバランスが中心課
題である。プログラムは大きく分けて （１） IT 

（Institutional Transformation, 機関システム改革
戦略開発型）、 （２） Adaptation （適用型、 改良型）、 

（３）  Partnership（機関連携型）の三つの流れ
にまとめられる。（nsf0941 ADVANCE Program 
Brochure | NSF - National Science Foundation）

（２）  “Beyond Bias and Barriers: Current Prospects for 
Women in Science” 2012 年１月20日、カリフォ
ルニア工科大学
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総評

2020 年度ジェンダー研究に取り組む学生への研究助成プログラム

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

2010 年度から始まった学生対象のジェンダー研究助成制度は、2020 年度で 11 年目を迎え、のべ

118名が採択された。このようなジェンダーの視点を持つ研究を促進することを目的とした学生支援の

活動は、国内では珍しい取り組みとして評価されている。公募は、昨年度から夏休み期間に調査ができ

るように４月上旬に繰り上げて開始し、助成の対象は学部生、博士前期・後期課程の学生である。男女

共同参画推進室学生教育等部門の教員の審査により、助成対象者と金額が決定される。公募に際し、学

内の広報はポスターの掲示だけでなく、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

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

えず、毎年同じデザインのポスターを掲載することにしている。

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

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

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

だけ多くの研究計画を採用することに合意してきた。学生教育等部門の教員全員で審査しており、研究

計画の審査基準をより明確にし、審査について時間をかけて配分額を決定している。また、新型コロナ

ウイルス感染症拡大のため出張時の安全管理について強化した。

2020年度の応募者は17名で、採択者16名の内訳は、博士課程７名、修士課程７名、学部生２名であり、

所属は人間環境学府、地球社会統合科学府、芸術工学府、歯学府、法学部等から応募があった。今年度

は公募要項や評価要項、申請書の内容を改訂し、より研究計画が明確に記述されるよう工夫をした。新

型コロナウイルス感染症拡大のため、残念ながら海外渡航等がままならず調査ができないため、辞退し

た学生は３名だった。

2021年２月19日には「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令和２年度報告会」

を新型コロナウイルス感染症拡大のため、はじめてZoomを用いて、2020年度の採択者による研究報

告会が開催された。
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報告会では、歴史や教育、労働、文化や社会、セクシュアリティ、LGBTや災害などのテーマについて、

日本のみならず、ドイツ、ベトナムや中国など、多様な場をフィールドとした研究についての発表がな

された。

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

を報告することによって、相互に刺激し合い、より深い洞察、あらたな研究テーマの発見に繋げていく

ことが期待されている。今回の報告会でも、参加した教員、学生との間では、英語での議論を含む活発

な質疑応答と意見交換が行われ、参加者からは個々の研究に対する示唆的な助言があった。

なお、この研究助成プログラムは、採択者の研究成果を３月末に報告書にまとめており、2020年度

の実施報告者と研究テーマは下記のとおりである。

2020年度実施報告者と研究テーマ一覧
番号 名前 所属 学年 タイトル

１ 松口　優花 文学部 B ４
性科学者マグヌス・ヒルシュフェルトの第一次世界大戦―その

「同性愛」分析をめぐって

２ 河野　康輝 法学部 B ４ 災害とジェンダー

３ 古賀　優佳 人文科学府 M １ モーパッサンが描いた娼婦像について

４ 下拾石晴香 地球社会統合科学府 M １
別学教育の共学化とジェンダー平等：福岡県内の中高一貫校を
対象とした事例研究

５ 大石　　碧 芸術工学府 M １ 性の多様性の理解とインターフェースの関係のデザイン

６
Tran Minh 

Trang
地球社会統合科学府 M ２

Challenges and Prospects of Empowerment for Vietnamese 
Female Technical Intern Trainees in Japan

７ 安部　陽子 地球社会統合科学府 D ２
ビジネス日本語教育におけるキャリア形成支援の重要性―中国人
元留学生女性社員の日本での就労過程の可視化を通して―

８ 吉村　美路 人間環境学府 D ２ 出産・育児を機会とした日本女性の労働意欲に関する調査

９ 馬　　春宇 システム生命科学府 D ２ 道徳的意思決定の特徴における性差の研究

10 小松明日佳 人文科学府 D ３ 平安物語『在明の別』にみる男／女―ジェンダー論の立場から

11 田淵　　綾 地球社会統合科学府 D ３
医療・ケアにおける自律の尊重の再考―関係的自律の検討を通
して―

12 殷　　　爽 人間環境学府 D ３
中国農村部の貧困地域における「女性校長のリーダーシップ」
に関する研究－学校と地域の連携をめぐる－

13 曽　　　凡 歯学府 D ４
The Impact of Periodontal Bacterium on Alzheimer’s Disease-like 
Pathogeny in Female Mice: Focus on Tight junction and Adhesion 
Molecules in Cerebral Endothelial Cells

　注）所属および学年は、令和３年２月時点
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採択研究要旨

性科学者マグヌス・ヒルシュフェルト
の第一次世界大戦 
―その「同性愛」分析をめぐって―

松口　優花
文学部　４年

1. はじめに
19世紀末から20世紀にかけてのドイツ・ベル

リンで活躍した性科学者に、マグヌス・ヒルシュ

フ ェ ル ト（Magnus Hirschfeld, 1868-1935） と

いう人物がいる。当時のベルリンは、「性」に付

随する価値が目紛しく変化し、「男らしさ」と「同

性愛」概念の形成に重要な意味を持つ舞台であっ

た。彼はここで、この性科学研究と「同性愛者」

解放運動の勃興の中心にいた。それにも関わらず、

彼の議論は同時代の「同性愛」をめぐる議論・運

動とは一線を画していた。本研究では、この人物

に焦点をあて、彼は戦時の「同性愛」をどのよう

に位置づけたのか、を問題設定とした。これを通

し、大戦期の「同性愛」にまつわる議論を、「男

らしさ」との関係の中で考察するとともに、当時

の解放運動の抱えた問題と試みに検討した。

2. 方法
本研究では、第一に、欧米における最新の研究

を整理し、大戦前・大戦期のヒルシュフェルトの

活動と彼の理論を、当時白熱したセクシュアリ

ティに関する議論の中に位置付けた。この際、先

行研究における男性史の視点、とりわけ「ヘゲモ

ニックな男らしさ」との関係性に留意した。これ

を踏まえ、第二に、大戦前・大戦直後・ヴァイマ

ル期、それぞれにヒルシュフェルトによって書か

れた戦時の「同性愛」に関する著書三冊を取り上

げ、それぞれの記述を詳細に比較することを試み

た。

3. 結果と考察
大戦前・大戦期のヒルシュフェルトの状況を踏

まえ、著書三冊の比較を行なった結果、①性科学

理論、②解放運動の展開、この二点について指摘

できる。第一に、彼の性科学理論について、彼は

自身の独自の理論を大戦前に築き上げ、それを根

拠として「同性愛者」解放運動を進めた。この運

動は大戦前に興隆を極めたものの、彼の「同性愛」

理論が同時代のそれとは相容れず攻撃の的とされ

た。また史料比較より、大戦前後を通して、彼が

自身の議論の枠組みを維持し続けつつも、あらゆ

る定義の境界が明らかに曖昧化されていたことが

わかった。

第二に、彼の「同性愛者」解放運動の戦略には

大幅な変更が見られた。「同性愛者」擁護は、大

戦前に目指されたような愛国主義的な立場による

ものではなく、反軍国主義でコスモポリタン的な

切り口へと変容していた。これは先行研究で指摘
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ンダーにまつわる問題について「防災・減災」「避

難」「復興」の段階に分けたうえで検討したい。

それを踏まえて、どのような政策が必要か、自治

体職員にはどのようなことが求められているか、

という点にも言及することが本稿の目的である。

2. 研究データ及び研究方法
まず文献調査でどのような問題点があるか把

握・整理した。そして、東日本大震災で大きな被

害を受けた東北地方（宮城・岩手）に行き、災害

関連施設（仙台・気仙沼など）での聞き取り・資

料収集を行った。また、災害とジェンダーの面で

政策が整備される契機となった、中越地震の災害

関連施設（長岡）でも資料収集を行った。そのう

えで、再度ジェンダーと法に関連する文献やデー

タを参照し、防災・減災、避難、復興の各段階に

分けて整理・検討した。

3. 結果と考察
防災・減災とジェンダーの関連で特に問題と考

えられるのは、防災段階において、各自治体の防

災会議や防災計画の策定における女性委員の割合

が低いこと・またマニュアル作成がうまくいって

いないことと考えられる。避難時とジェンダーの

問題について、「平成24年版男女共同参画白書」

によるアンケートから、災害発生時において女性

は家族や近所の人など周囲の声かけにより情報を

入手し、複数人で避難をするなど、男性と比べ

て「地域の人とのつながり」が強く、それを重視

することが指摘されていた。災害時・避難時は女

性の家事や育児・介護労働の負担が増大するとい

われ、また災害で心を痛めた人に対するケアも必

要となるため、ケアの必要性が平時より強調され

された大戦を通した彼の性格の変化を反映したも

のでありつつ、一方で、従来研究で示されてきた

「ヘゲモニックな男らしさ」を再構築する大戦後

の「同性愛者」の戦略とは全く異なる「同性愛者

のデカタンス」のあり方を示すものであった。こ

のような歴史学的視点からのヒルシュフェルト研

究は、アクチュアルな問題を再考する糸口となり

得る。

4. 主要参考文献
Hirschfeld, Magnus （1914）: Die Homosexualität 

des Mannes und Weibes,  Berlin.

H i r s c h f e l d ,  M a g n u s  （ H g . ） （ 1 9 3 0 ） : 

Sittengeschichte des Weltkrieges, bearbeitet 

von Andreas Gaspar, 2. Bde., Leipzig.

Hirschfeld, Magnus （1986）: Von einst bis jetzt. 
Geschichte einer Homosexuellen Bewegung 
1897-1922, herausgegeben und mit einem 

Nachwort versehen von Manfred Herzer / 

James Steakley, Berlin.

災害とジェンダー

河野　康輝
法学部　４年

1. 問題と目的
災害時にうまく機能していない点として「男女

の連携・協力」が指摘されてきたことがあげられ

る。また、女性のニーズの理解不足（更衣室、ト

イレ、物資関係）も、ジェンダーにまつわる災害

時の問題点として挙げられている。災害時のジェ
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ク、2017年）

･辻村みよ子『概説　ジェンダーと法―人権論の

視点から学ぶ―』（信山社、2013年）５頁。

モーパッサンが描いた娼婦像について

古賀　優佳
人文科学府　修⼠課程１年

1. 研究の問い
18 世紀末のフランス革命では「自由・平等・

博愛」が掲げられてきたが、この人間解放とは女

性従属の上に立つ男性の解放にすぎなかったので

ある。このような19世紀の男性中心社会におけ

る女性差別や女性解放について知る際に、我々は

当時の文学作品からその様相を確認することがで

きるだろう。こうした読解を可能にするものとし

て、本研究ではモーパッサンが描いた娼婦の登場

する小説を取り扱う。彼は娼婦を描くことで、読

者にどのようなメッセージをもたらそうとしたの

か。

2. 分析方法
19世紀のフランス社会における女性差別と女

性解放、19 世紀の実際に存在していた娼婦、フ

ランス文学史における娼婦像の変遷、モーパッサ

ンの思想といった、これらの４つの観点から専門

書等を用いて文献研究する。

3. 分析結果と考察
文学史で登場する娼婦とは、当時のフランス社

会の女性の立場を考察する上で、重要な文学表象

ることから、その点における感情労働について検

討した。そして、ケアをすべて被災住民（特に女

性）に丸投げするのではなく、介護士や看護師の

派遣に加え、カウンセラーなどの確保も重要とな

るとまとめた。災害時には、女性や子どもへの暴

力やDVが増加することにも触れ、ここでもケア

が必要となることを指摘した。また、復興時とジェ

ンダーの関係について、まず復興の中でも初めの

段階である「復旧」作業の際の固定的な性別役割

分業意識にふれ、平常時からの男女共同参画社会

の実現の必要性を示し、復興の上でも地域住民へ

のヒアリングの重要性を検討した。また、復興の

捉え方を聞き取り、語り部の女性が活動を通して

災害がなかったら出会わなかったであろう人（私

を含め）に会うこと、そして災害の記憶を伝える

ことがやりがいだと言っていたこと、旅館の女将

さんは、気仙沼出身だが津波で変わってしまった

地元に戻れない・見ることができないと言ってい

たことからここにもヒアリングの重要性を見るこ

とができると考えた。そして、「災害対応力を強

化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防

災・復興ガイドライン〜」を参考に、今後の取り

組みについて防災会議などにおける女性の割合を

増やすこと、ケアの重要性からカウンセラーを自

治体として派遣することや、地域で防災組織を組

んでできるところは分担することのできるきっか

けを作っていくことが必要と示した。

4. 主要参考文献
・東日本大震災女性支援ネットワーク研修プロ

ジェクト編『男女共同参画の視点で実践する

災害対策〜テキスト 災害とジェンダー＜基

礎編＞ 』（東日本大震災女性支援ネットワー
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アラン・コルバン『娼婦』（上下巻，杉村和子監訳），

藤原書店，2010 年.

足立和彦『モーパッサンの修行時代』，水声社，

2017年．

村田京子『娼婦の肖像』，新評論，2006年.

別学教育の共学化とジェンダー平等： 
福岡県内の中高一貫校を対象とした 
事例研究

下拾石　晴香
地球社会統合科学府　修⼠課程１年

1. 問題と目的
男女共学化は学校の制度の変更であり、そこで

は男女が等しく学校に通う機会の均等が保障され

る。しかし、男女平等とジェンダー平等が必ずし

も一致するとは限らない。制度の上での平等と観

念や意識の平等の両方があらゆる性にとって不公

平にならないときにジェンダー平等が達成されう

るのであり、それこそが実質的平等に等しい。本

研究では、別学校を単に共学化するだけではジェ

ンダー平等が実現されない要因を考察した。

2. 研究データおよび研究方法
本研究は、政策分析とインタビュー調査の二本

柱からなる。政策分析では、教育基本法の改正に

関する国会議事録を参照し、国が想定する男女平

等がいかなるものかを調査する。インタビュー調

査では、福岡県内にある中高一貫校、A中学・高

等学校に共学化以前から勤務する教職員８名にイ

ンタビュー調査を行った。2020 年８月〜 2021

と言えるだろう。文学的表象としての娼婦は、当

時の社会を映し出す風俗の一部、あるいは物語を

彩る一役として現れるだけではない。我々は、娼

婦を通して男性中心社会を見ることができ、文学

でさえ男性に支配されていたのかも知ることがで

きるだろう。また、モーパッサンの場合には、性

差別と階級差別の二重の社会的構造のレベルで抑

圧されていた女性を特徴的に捉えて、娼婦に具現

していたのだろうと考えた。それは、モーパッサ

ンが娼婦に同情をもたらし、女性読者の共感を誘

いながら小説を描いていたこと、それがまさに彼

の野望だったことから考えられる。こうした試み

は、モーパッサンが男性中心社会に対して問題意

識をもち、その社会について娼婦を通して風刺的

に描いていたことからも窺い知ることができる。

そして、彼が問題意識を抱いていたにもかかわら

ず具体的な行動には移さなかったこと、この矛盾

の間にあったもはショーペンハウアーの影響を受

けていたモーパッサン悲観的な思想だとも考えら

れる。

モーパッサンに限らず文学作品を通して女性の

在り方や女性観を振り返り、改めて現代における

女性像を考えるこは可能であろう。そこには現代

の読者にも強く訴えかける、時代を超えた価値が

潜んでいるのではないか。こうした意味で、現在

でもモーパッサンの文学作品に触れる意義があ

り、読み継がれているのだろうと考える。

4. 主要参考文献
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, 

texte établi et annoté par Louis Forestier, 

Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiadee », 

1974-1979.
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年２月まで、60 〜 150分の半構造化インタビュー

の形を取る。インタビューの主な内容は、教員の

基本情報をはじめとして、共学化が決定した際の

心情や共学化にあたって変化させた指導内容など

である。

3. 結果と考察
教育基本法の改正によって学習機会の平等が確

保されたものの、国が想定する教育上の男女平等

は、ジェンダーという観点からの平等やその先の

進路や就職における男女平等とは切り離されてい

る。また、実際の教育現場で、教員たちは、自身

らの生徒への接し方に性別による差はないと評価

する一方で、潜在意識では男女を明確に区別しな

がら、科目や性格と性別を結びつけて考えている

ことが明らかになった。同時に、これらの潜在意

識はライバル校から得た情報を教員たちが共有

し、教育の中で繰り返し経験化していく中でより

強く根付いていた。このことから、ジェンダー平

等にならない要因の一つに学校同士の関係性の深

さに伴う情報への信頼性の高さと教育実践による

その情報の経験化が想定される。今後は、例えば

女子校においても同じことが起こりうるかいった

観点から分析し、さらに研究を発展させたい。

4. 主要参考文献
石倉洋子，1998，「学校におけるジェンダー・バ

イアス：ジェンダー・フリーな教育のために」

『白鴎大学論集』13（１）：123-146．

木村涼子・編著，2009，「ジェンダーと教育」日

本図書センター．

衆議院「第 165 回国会教育基本法に関する特

別 委 員 会 第 ８ 号（ 平 成 18 年 11 月 ７ 日 ）」 

h t t p : / / w w w . s h u g i i n . g o . j p /

in te rne t / i tdb_ka ig i rokua .ns f /h tml/

kaigirokua/015816520061107008.htm（閲

覧日：2021年２月22日）

氏原陽子，2003，「ジェンダー・フリーの知識と

ジェンダー化の経験の葛藤―生活世界の視点

から―」『子ども社会研究』９：60-72．

性の多様性の理解と
インターフェースの関係のデザイン

大石　碧
芸術工学府　修⼠課程１年

1. はじめに（背景と目的）
近年はLGBTに代わり、SOGI（ Sexual Orientation  

and Gender Identity 性的指向と性自認）という

より包括的な言葉で表現されるようになってきて

いる。また現在、履歴書や問診票等の性別記入欄

は男か女かの二択であることが多いが、シスジェ

ンダーやヘテロセクシュアルを自認する人の中

でも、性自認が100％女/男である、恋愛対象が

100% 女 / 男であるといったケースは、むしろ少

ないのではなかろうか。さらに社会学における質

問紙調査の手法では、二択や三択だけではないよ

り多様なアプローチがある。こういった質問紙調

査の様々な手法を用いれば、より多様な性を表す

インターフェースができると考える。以上を踏ま

え、本研究では、質問紙調査の様々な方法を用い

てジェンダー・アイデンティティをより多様なイ

ンターフェースで表現し、ジェンダー・アイデン

ティティ自己分析シートのデザインを行うことを



採択研究要旨 2020 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 099

目的とする。

2. 方法
まずジェンダー・アイデンティティ自己分析

シートのもととなるアンケートのプロトタイプを

作成した。作成したプロトタイプを使用し、予備

調査を行い、その結果を分析・考察した。予備調

査の結果をもとにアンケートをブラッシュアップ

し、再調査を行い、その結果を予備調査と比較し

ながら分析・考察した。

3. 結果と考察
予備調査では、「あなたは女性ですか。」という

質問に対し、全くそう思わない」から「10 とて

もそう思う」の 10 段階で答えさせる Likert 法を

用いたアンケートや、多肢選択法を用いて27項

目からあてはまる性別を複数選んでもらうといっ

たアンケートなどを行った。予備調査の結果、シ

スジェンダーと思われる人の中でも、100% 男/

女と自認していない人が多数見られた。再調査に

おいても、100% 男/女と自認していない人は一

定数いたものの、予備調査ほどの顕著さは見られ

なかった。これは「ことばとジェンダー展」の来

場者を対象に予備調査を行ったことが原因である

と考えられる。またアンケート全体の感想から、

自分の性のあり方について深く考えたことが無い

シスジェンダーにとって、このアンケートが考え

るきっかけになったといえる。

4. まとめ
本研究では、質問紙調査における様々な手法を

用いることで、２択や３択のアンケートでは得ら

れないような結果が得られた。また、今まであま

りジェンダーに関心がなかったシスジェンダーの

人たち（いわゆる「マジョリティ」とされている

人たち）が、アンケートに答える過程でジェン

ダー・アイデンティティや性の多様性についてよ

り深く理解したと考えられる。また、「ことばと

ジェンダー展」のような展示も、自分の性のあり

方を深く考えるきっかけになりうると、予備調査

と再調査の比較から示唆された。

Challenges and Prospects of 
Empowerment for Vietnamese Female 
Technical Intern Trainees in Japan

Tran Minh Trang
Graduate School of Integrated Sciences 
for Global Society 
Master ２nd year

1. Introduction
The target of this research is the Vietnamese 

low-skilled female intern trainees working in 

agriculture and manufacturing sectors in Japan. 

However, it will not just focus on the negative 

side of migration but rather approach it as a 

possibility for women to negotiate traditional 

power relations to gain empowerment, which 

is defined here as the impoved perceptual and 

practical abilities to access resources and to 

make decisions for themselves. Four questions 

that will be addressed in my research are: １） 

What factors encourage or discourage the female 

workers to work in Japan? How do the factors 
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reflect their familial and social position before 

departure?; ２） What challenges do they have 

during migration process and their response to 

them?; ３） How do they see the impact of their 

experiences with regard to themselves and their 

family relationships?; ４） How can these changes 

they experience during their migration empower 

or disempower them?

2. Methodology
This study adopts a qualitative research 

approach. Data is collected from semi-structured 

interviews with a number of Vietnamese 

female trainees currently working in Japan and 

returnees who have migrating experience in 

Japan. The interviewees are selected through 

snowball sampling. Due to current circumstances, 

all interviews have been conducted online 

through social media applications.

A list of open-ended questions is prepared in 

advance and discusses the research questions. 

Secondary data sources include previous 

research, public documents, related reports and 

materials.

3. Results and Discussion
Initial findings of the first interviews shows 

different characteristics of the two groups: 

female trainees working in manufacturing and 

those in farming section, in terms of personal 

background （marital status, education level, 

working experience）, family background （place 

of origin, source of income）. These differences 

may have considerable implications regarding 

the trainees’ migratory motivations and patterns. 

However, the findings suggest that both group 

of trainees face similar challenges posed by TITP 

that may have disempowering effects on their 

experiences. These include a lack of information 

or incomplete information provided by the 

agencies in Viet Nam about the jobs in Japan, 

inappropriateness in language and job training 

before departure, and isolation/ restriction on 

mobility. Many of them thought they are being 

“controlled” without voice within this system. 

Further analysis needs to be done to have more 

insights on how these problems interfere with 

the trainees migration and if they can tackle 

them to realize the empowering potentials of 

migration.

4. Main References
Bowen, R. and Do Van Huong. 2012. Women in 

International Labour Migration from Viet 

Nam: A Situation Analysis. UN Women Viet 

Nam and Department of Overseas Labour, 

Ministry of Labour, Invalids and Social 

Affairs, Viet Nam.

Duong, B.T.A. 2018. The Effects of Japan’s 

Immigration Policy on Japanese Employers 

and Vietnamese Migrant Workers in Japan. 

Master’s Thesis Presented to Ritsumeikan 

Asia Pacific University.

Miller, J. 2019. More Choices, More Power: 

Opportunities for Women’s Empowerment 

in Labour Migrat ion from Viet  Nam. 
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International Labour Organization. Retrieved 

from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 

public/---asia/---ro-bangkok/documents/

publication/wcms_738372.pdf  ISBN: 978-

92- ２-133933- ５

Oxfam GB. 2017. Oxfam’s Conceptual Framework 

on Women’s Economic Empowerment. DOI: 

10.21201/2017.9682

ビジネス日本語教育におけるキャリア形
成支援の重要性
―中国人元留学生女性社員の日本での 
　就労過程の可視化を通して―

安部　陽子
地球社会統合科学府　博⼠後期課程２年

1. 問題と目的
近年、日本で学業を修了した後もそのまま日本

に残り、就労する元留学生社員が増加している。

そこで本研究では、日本に長期的に滞在し就労し

ている中国人女性元留学生社員を調査対象者と

し、彼女たちの就労過程を可視化を通して、日本

の就労で抱いた葛藤とその解決に至った促進要因

を時系列に沿って明確化することを目的とした。

2. 研究データ及び研究方法
本研究では、日本の大学または大学院を卒業後、

そのまま新卒新入社員として日本企業に就職した

中国人元留学生女性社員２名を対象に、対面及び

ウェブや電話を用い各１時間半から２時間程度の

半構造化インタビューを実施した。対象者には、

就職活動時から会社に就職し現在に至るまでの経

験を振り返りながら、時系列に沿ったライフライ

ンを記入してもらいそれをもとにインタビュー調

査を行った。分析は複線径路等至性アプローチ

（TEA）（安田・サトウ 2017）を分析の枠組みと

して採用した。

3. 結果と考察
本研究の結果より、対象者の就労過程は主に４

つの過程に分類された。また、対象者の中で、最

後まで解決されずに残った葛藤は、自らのキャリ

ア形成形成に対する不安であった。以前よりビジ

ネス日本語教育においては、留学生に対する早い

段階でのキャリア教育の必要性は指摘されてい

る。しかし具体的な教材や教育実践の不足が指摘

されているのが現状である。今後は、留学生が就

職を望む企業や業界についての知識を提供したう

えで、自らのキャリアの実現が、その企業や業界

で可能であるかを客観的に検討したキャリアプラ

ンを就労前に作成するような教育を、今後のビジ

ネス日本語教育において取り入れることで、元留

学生女性社員の葛藤解決の一助になる可能性が示

唆できた。

4. 主要参考文献
・稲井富赴代（2012）「中国人留学生に対するキャ

リア教育と就職支援―日本企業に就職した元

留学生に対するアンケート調査をもとに－」

『高松大学研究紀要』56･57、 １-37.

･小松翠・黄美蘭・加賀美常美代（2017）「多文

化就労場面における中国人留学生の異文化

間葛藤と解決方略」『人文科学研究』No.13、 

41-54.
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･安田裕子・サトウタツヤ（編著）（2017）『TEM

でひろがる社会実践―ライフの充実を支援す

る』誠信書房

･渋谷博子・菅沼理恵・中井陽子（2017）「キャ

リア形成支援に関する基礎調査―留学生のた

めの教材開発にむけて―」『東京外国語大学

論集』第94号、 87-102.

出産・育児を機会とした日本女性の
労働意欲に関する調査

吉村　美路
人間環境学府　博⼠課程２年

1. はじめに（問題と目的）
本研究の目的は、日本女性のキャリア継続に必

要な要素を明らかにすることである。1986年に

男女雇用機会均等法が施行され、日本において

もさまざまな政策や取り組みが実施されてきた

が、現状は課題が山積している。日本女性の就業

率はOECD加盟国41か国中26位 （ Organisation 

for Economic Co-operation and Development, 

2017）、管理職率は108か国中96位（International 

Labour Organization, 2015）となっている。

先行研究では、Honer（1968）が女性におけ

る社会での成功回避動機について、望まれる性役

割から逸脱することで、社会から疎外される不安

に生起することを明らかにしている。

2. 調査方法
このような現状の原因を明らかにするため、本

研究では働く女性に対する価値観に焦点を当て調

査を行った。対象は関東圏在住の 20 代〜 40 代

女性・既婚・お子様のいる方とし、Webアンケー

ト調査を実施した（最終有効アンケート数：正規

雇用：410名、非正規雇用463名　合計873名）。

3. 結果と考察
まず、価値観の調査として「理想の女性のあり

方」についての回答結果を述べる。正規雇用者ほ

ど仕事のある生活を理想としており、逆に非正規

雇用者は育児家事を中心としたあり方を理想の女

性像とする傾向が見られた。

次にキャリアの継続・中断の決意後、現在の就

業に対する気持ちについての調査結果を述べる。

正規雇用者で最も多かった回答は「続けて良かっ

たと強く思う」であり、「続けて良かったと思う」

「どちらかといえば続けて良かった」と続いた。

中央回答の「どちらともいえない」を除き、「続

けて良かった」「やめれば良かった」の２群で比

較をすると、「続けて良かった」と回答した割合

は84.8%、「やめれば良かった」と回答したのは

3.3％であった。　

一方、非正規雇用者で最も多かった回答は「ど

ちらともいえない」であり、曖昧な回答をした割

合が最も多い結果となった。同様に２群で比較を

すると、33.8%が「続ければ良かった」と回答し、

「やめて良かった」と回答したのは42.1％となっ

た。

今回の調査からキャリア継続の決断には①各自

の価値観が関係する可能性が示されたこと②キャ

リア継続については、正規雇用者の多くが過去の

決断に肯定的であったのに対し、非正規雇用は後

悔を含む回答が一定数示された。

日本社会において、女性のキャリア形成に対し
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ポジティブな価値観を構築することは、キャリア

継続に良い影響を与えると同時に、後年女性の

キャリアに関する可能性を拡げる要素を持ってい

る可能性が示唆された。

日本女性のキャリア継続の課題点は①一度リタ

イヤすると正規で就業できる可能性が少ないこと

②その現状を重要視しないままキャリアを中断す

る女性が一定数いる可能性があること③両立を決

断させる価値観やサポートが社会で形成されてい

ないことが挙げられる。これらの点に着目しなが

ら、ひき続き調査を行っていきたい。

主要引用文献
Honer, M.S（1968）Sex differences inachievement  

motivation and performance in competitive 

and non-competitive situations. Unpublished 

doctoradissertation. University of Michigan.

International Labour Organization（2015）

Women in Business and Management: 

Gainingmomentum. 11-25.

Organisation for Economic Co-operation and 

Development（2017）OECD Employment 

Outlook.

道徳的意思決定の特徴における性差の
研究

馬　春宇
システム生命科学府　一貫博⼠課程２年

1. 問題と目的
男性と女性の生理的には差異が存在するが、道

徳的意思決定の特徴における性差があるかどうか

はわかっていない。生理的に異同が違う行動の原

因なら、男女は特定の行為を表す可能性が高い。

逆に、違う行動特性は生理的に異同の原因なら、

性別は要因ではないので、違う性別の集団には行

為特徴の異同がない。従って、本研究の目的は男

女の道徳的意思決定と行動パターンの異同と緊急

事態に表す行為特徴の異同を調査する。

2. 研究データ及び研究方法
この研究は社会調査と認知実験の二つ部分を含

み：

一つ目は、今回の全世界に発生したパンデミッ

クに関する社会的なアンケート調査を行って、男

女における社会問題についての認識や不作為バイ

アスや行動特徴などの異同を研究する。

次に、モラル判断の実験を行う。世界的抗議デ

モや、パンデミックなどに関する道徳的イメージ

を閲覧することによる道徳的意思決定における

ジェンダーの異同を研究する。アイトラッカー、

皮膚インピーダンス等生理信号と行動分析を組み

合わせることで、性差における道徳的な意思決定

の際の特性とメカニズムを探り、男女の道徳的評

価においてどの要素が重要な役割を果たすかを調

査する。
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3. 結果と考察
一つ目の社会調査は男女の行動様式、事件に対

する認知尺度、不作為バイアス、また利己と利他

主義を考察した。その結果は：男性は自主行動の

確率が高い、利己性が高い、不作為バイアスが強

いと特徴が現れた。女性は、より自分の行動をもっ

と制限し、事件に対する認知尺度がより深い、非

倫理的行動に対する寛容度が低い、政府の呼びか

けにもっと協力する。また共通善の特徴は男性よ

り高い。

次に、実験結果は評価点数を分析しました。そ

の結果は男女の中に有意差がなし。眼球運動につ

いて予備分析をした。その結果は男性の注視幅が

広い、注視点が分散である。一方、女性の注視幅

が狭い、注視点がより集中である。

4. 主要参考文献
Ingalhalikar M, Smith A, Parker D, et al. Sex 

differences in the structural connectome 
of the human brain[J]. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 2014, 111

（２）: 823-828. 
Gur R C, Richard J, Calkins M E, et al. Age group 

and sex differences in performance on a 
computerized neurocognitive battery in 
children age 8- 21. [J]. Neuropsychology, 
2012, 26（２）: 251.

Jack AI, Dawson AJ, Begany KL, Leckie RL, Barry 
KP, Ciccia AH, Snyder AZ. fMRI reveals 
reciprocal inhibition between social and 
physical cognitive domains. Neuroimage. 
2013 Feb 1; 66: 385-401. doi: 10.1016/
j.neuroimage.2012.10.061. Epub 2012 

O c t  2 7 .  P M I D :  2 3 1 1 0 8 8 2 ;  P M C I D : 
PMC3602121.

Boyatzis, Richard Eleftherios, Kylie Rochford, 
and Anthony Ian Jack.  "Antagonist ic 
neural networks underlying differentiated 
leadership roles." Frontiers in human 
neuroscience ８ （2014）: 114.

Van den Bos R, Homberg J, de Visser L. A critical 
review of sex differences in decision-making 
tasks: focus on the Iowa Gambling Task[J]. 
Behavioural brain research, 2013, 238: 95-
108.

平安物語『在明の別』にみる男／女
――ジェンダー論の立場から

小松　明日佳
人文科学府　博⼠後期課程３年

1. はじめに
『在明の別』は平安末期から鎌倉初期に掛けて

成立したとされる三巻からなる物語である。巻一

では男装の姫君である右大将が中心人物であり、

巻二、三では右大将の息子である左大臣が中心人

物となる。

従来の文学研究においては、『源氏物語』以降

の物語が研究対象となることは比較的少なかった

が、こうした物語群に対しても目を向けるべきで

あるという見方も、生じて久しい。こうした研究

史を踏まえて本研究では、『在明の別』をジェン

ダー論的視点から考察する。これは、『在明の別』

自体のみならず、特に『源氏物語』以降の物語に
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おけるジェンダーのあり方を検討するための一助

にもなると考えられる。

2. 方法
研究方法としては、感情や振る舞いといった人

物描写を分析することで、『在明の別』のジェン

ダー的志向を探った。具体的には、右大将（男装

の姫君）、中務宮北の方（中務宮の正妻の女性）、

三条の女（未婚の母）という３人を取り上げた。

また、分析に際して、『今とりかへばや』（男装の

姫君が登場）や、『源氏物語』などの先行する作

品を参考にした。

3. 結果と考察
分析結果と考察をまとめると、右大将は、男子

の教育をするという点において、中務宮北の方は、

人妻でありながら性愛への積極性をみせるという

点において、両者はそれぞれ女性としての規範を

逸脱しているが一方で、社会の枠組み自体は逸脱

しない存在である、となり、他方、三条の女は、

好ましい女性として振る舞うように娘を教育して

おり、女性としての規範を理解し、それに沿った

振る舞いをしている存在である、となる。

4. まとめ
従来、繰り返し描かれてきた女性の抑圧を踏ま

えた上で、『在明の別』においては、女性に課せ

られている規範に対して主体的に向き合う女性の

あり方が描かれていると考えられる。『在明の別』

では、現行の社会の中で女性が主体的に生きるあ

り方が模索され、提言されていると考えられ、こ

れが本作品のジェンダー的志向であると考えられ

る。

今後の展望としては、『在明の別』以降の物語

において、この女性の主体性がどのように描かれ

ていったのかという変遷を考えたい。また、本研

究では、日本古典におけるジェンダー的志向の一

例を検討したが、これは、日本の古典のみならず、

広くジェンダー論を考える契機にもなり得ると考

えられる。

主要参考文献
大槻修「中務卿宮北の方・恋の遍歴の果て」・『中

世王朝物語の研究』・世界思想社・1993 年

８月

辛島正雄「『無名草子』の思惟と方法――女が女

を論ずることの基底」・『中世王朝物語史論　

上巻』・笠間書院・2001年５月

小松明日佳「『在明の別』の中務宮北の方にみる

女性の性愛」・『語文研究』129・2020 年６

月

小松明日佳「『在明の別』における「夕顔物語」

の変奏」・『西日本国語国文学』７・2020年

８月

西本寮子「『在明の別』再考――家の存続と血の

継承――」・『中古文学の形成と展開――中古

から中世へ――』・和泉書院・1995年６月

松浦あゆみ「『とりかへばや』古本・今本と『有

明の別れ』――男装の姫君の〈笛の別れ〉―

―」・『物語―その転生と再生　新　物語研究　

２』・有精堂・1994年10月
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医療・ケアにおける自律の尊重の再考 
―関係的自律の検討を通して―

田淵　綾
地球社会統合科学府 博⼠後期課程３年

1. はじめに
バイオエシックスにおいて自律の尊重は患者の

自己決定権を下支えする概念である。しかし、そ

の自律概念は個人的で、患者の社会的文脈や対人

関係が考慮されないため、医師が不当に患者を非

自律的であると判断し、医師のパターナリズムが

正当化されるおそれがあるとフェミニストによっ

て批判されてきた。本研究では、2000年以降に

行われた関係的自律の議論に注目し、医療・ケア

の場面に埋め込まれた抑圧的規範とそこから生じ

る問題を乗り越えるとともに、バイオエシックス

の論者たちが医療に定着させた自律の尊重の長所

を生かしつつ、フェミニストによる批判も踏まえ

た上で、医療・ケアにおいてより望ましい自律の

尊重のあり方を検討する。

2. 方法
特に代表的な関係的自律の説明である、ストリ

エ・ストルジャーの「強い本質的説明」、ポール・

ベンソンの「弱い本質的説明」、アンドレア・ウェ

ストランドの「自己応答可能性理論」を取り上げ、

各々の自律説明がいかに医療・ケアの場面に応用

されるのかを検討した。

3. 結果と考察
代表的な三つの関係的自律の説明を検討した結

果、「自己応答可能性理論」が医療・ケアに応用

可能で、より望ましい自律を提供すると評価した。

この理論は、患者の応答可能性を自律の基準とす

るため、患者を自律的であるか非自律的であるか

に分けるのではなく、自律を程度の問題として多

様に捉えることを可能にした。それはまた、医療

者が非自律的な患者に対する侮蔑的態度の形成を

回避し、全ての患者に対して寛大で、粘り強い態

度の形成を促すことが期待できる理論でもある。

今後はさらに、患者と医療者の応答関係をいかに

維持、促進するかという課題について検討を進め

ることで、医療・ケアの場面における多様性と包

摂性の推進・発展に寄与したい。

4. 主な引用文献
１） スーザン・シャーウィン著、岡田雅勝・服部

健司・松岡悦子訳（1998）『もう患者でいる

のはよそう－フェミニスト倫理とヘルスケ

ア』勁草書房

２） Benson, Paul （2004） “Feminist Institution 

and the Normative Substance” in James 

S tacey  Tay lo r ,  Pe r sona l  Au tonomy , 

Cambridge University Press

３） Stoljar, Natalie （2000） “Autonomy and the 

Feminist Intuition” in Catriona Mackenzie 

and Natalie Stoljar （eds.）, Relational 
Autonomy :  feminist  perspect ives  on 
autonomy, agency, and the social self, 
Oxford University Press

４） Westlund, Andrea C. （2009） “Rethinking 

Relational Autonomy,” Hypatia , 24（４）
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中国農村部の貧困地域における「女性校
長のリーダーシップ」に関する研究
―学校と地域の連携をめぐる―

殷　爽（インソウ）
人間環境学府　博⼠後期課程３年

1. 問題と目的
現在、日本では地方創生という日本全体の活力

を上げることを目的とした一連の政策が推進され

ている。中国でも、地方特に農村地域、貧困地域

への都市化改革と同時に、近年では郷村振興計画

に関する政策も次々に公開され、推進されている。

この動きの中で、小中学校、とくに校長は農村部

特に貧困地域の振興と発展の鍵を握る存在とされ

る。

本研究は中国農村部の貧困地域に焦点を当て、

地域と連携し学校を改善する際の女性校長の力量

とリーダーシップの作用過程を検討する。そのう

ち、女性として校長のリーダーシップの特質を明

らかにする。

2. 研究方法
本研究では、中国農村地域の「女性校長のリー

ダーシップ」の内実を明らかにするため、先行研

究での量的調査を踏まえ、質的研究を行う。選定

する事例は中国の貴州省Q県D小学校であり、こ

の学校の女性校長はJ氏、中国の少数民族ブイ族

の方である。2021年１月31日（日曜日）J氏へ

オンライン半構造インタビュー調査を行った。

3. 結果と分析
中国の女性 / ジェンダー研究の特質について、

秋山（2018）は中国の「婦女連の建前であるマ

ルクス主義女性解放論と、フェミニズムを背景に

した女性/ジェンダー研究のとは水と油の面があ

り、両者が混在していることが見て取れる」とい

う性質があると指摘した。

現在、「女性のリーダーシップ」について、主

に二つの定義と解釈がある。１つはプロセスリー

ダーシップ論を基盤としたもの、もう１つはリー

ダーシップの結果論を基盤としたものだと考えら

れる。本研究では、「女性校長のリーダーシップ」

について、前者の「女性のリーダーシップ」の定

義を扱う。その上で、女性校長が学校経営の中で

発揮するリーダーシップのプロセスを考察する。

中国農村部の貧困地域における学校と地域の連

携が「郷村振興」と「貧困扶助」という背景のも

とに、学校から地域への「家庭訪問」と地域から

学校への教育的支援がその主要な形となってい

る。ここでの「家庭訪問」は行政からの指示であ

り、期間内に遂行すべき任務という性質がある。

そもそも学校教育において行われるような「家庭

訪問」とは異なり、その教育的、指導的意義と機

能が薄いという特徴がある。これに対して、地域

から学校への教育的支援も未だ物的、資源的支援

段階に留まっており、学校の運営、経営への参与、

ビジョン形成などへの提案という段階には至って

いなかった。

「家庭訪問」を通した学校から地域への参入の

プロセスにおいて、J校長は、基本な学校教育の

役割と機能を維持する立場でリーダーシップを発

揮していたことが調査データから読み取れた。ま

た、J氏のような女性校長は、実践レベルにおい

て、民間企業の経営者のアドバイスを柔軟に受容

し、同時に、そのようなアドバイスを自身の学校

経営戦略に融合していた。
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最後に、今回の調査研究では、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大状況の影響により、入手できる

データ、インタビュー調査の協力者人数、参与観

察等の側面で限界があったため、未解明の課題が

多く残った。特に、今回見出されたJ氏のリーダー

シップが、女性校長の特質であるのか否かという

点は、ジェンダー研究において慎重に精査すべき

点であっただろう。この点、より多くの調査協力

者を得ること、とりわけ中国農村地域における男

性校長のリーダーシップの現状と比較しながら論

証を展開することが必要であったと思われる。

4. 主要参考文献
・小浜正子など（2018）『中国ジェンダー史研究』

京都大学学術出版会。

・蒋莱（2010）「多維視野下的女性領導力特徴分析」

『領導科学』第14期、33-35頁。

・周敏（2011）「女性領導力的特徴及其喩義」『山

西師大学報』、第５期、120-123頁。

The Impact of Periodontal Bacterium 
on Alzheimer’s Disease-like Pathogeny 
in Female Mice: Focus on Tight 
junction and Adhesion Molecules in 
Cerebral Endothelial Cells

曽　凡
歯学府口腔機能分子科学分野 博⼠課程４年

要旨
【背景と目的】

Alzheimer’s disease （AD）, accounts for 

70% of dementia, is increasing with life span 

worldwide and women make up the majority of 

AD patients. Numerous clinical researches have 

shown that periodontitis positively correlated 

with AD, however, the underlying mechanisms 

of periodontitis involving in AD is still unclear. 

We have found that systemic infection with 
Porphyromonas gingivalis （P. gingivalis） , a 

major casual pathogen of periodontitis, induced 

Amyloid （A）β （hallmaker of AD） production by 

the inflammatory macrophages and involve in 

peripheral Aβ influx into brain through cerebral 

endothelial cells, resulted in memory decline in 

middle-aged female mice. In this study, I tested 

our hypothesis that P. gingivalis  may regulating 

adhesion of monocytes to cerebral endothelial 

cells, thus contribute to Aβ influx. I focused on 

adhesion molecules and tight junction proteins 

on cerebral endothelia cells after exposure to P. 
gingivalis  or PgLPS. 

【方法】

The cultured hCMEC/D3 cell line （Millipore） 

was infected by P. gingivalis  （multiplicity of 

infection=5） and was treated with PgLPS （１μg 

/mL）. Immunoblotting analysis was used to 

examine the expression of proteins and Real-time 

quantitative PCR analysis was used to examine 

the mRNA expression of molecules. Statistical 

analyses were performed by one-way ANOVA 

or student’s t  test using the GraphPad Prism 

software package （GraphPad Software 7.00）. 

A value of p < 0.05 was considered to indicate 
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statistical significance. 

【結果】

Two tight junctions, protein- １ and protein-2, 

were significantly decreased by P. gingivalis 
infection with different time courses, means 

P. gingivalis  could break down tight junctions 

between cerebral endothelial cells. The relative 

mRNA level of molecule-2,3, TLR2 and TLR4, 

but not molecule-1 was significantly increased 

at both 24 and 48 hours after PgLPS treatment. 

Those results show that P. gingivalis  could break 

down tight junctions and increase adhesion 

molecules in cerebral endothelial cells which 

contribute to migration of leukocytes.

【まとめ】

Cerebral endothelial cells role as the protective 

barrier of the brain. The results that the decrease 

of tight junction proteins and increase of 

adhesion molecules in the cerebral endothelial 

cells may lead to leukocytes infiltration after 

P. gingivalis  infection which contribute to 

memory loss of female mice even at middle age. 

Therefore, prevention of periodontitis will benefit 

for reducing the risk of AD in women at old age.
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また、ワーク・ライフ・バランスに関する教職

員および学生の意識啓発として、12月2日（木）

に令和3年度ワーク・ライフ・バランスセミナー

「男性育休促進法（改正育児介護休業法）でニッ

ポンの家庭と職場と社会はどう変わるのか？」を

開催した。NPO 法人ファザーリング・ジャパン

の塚越学理事に講師をお願いして、次年度から段

階的に施行予定の改正育児介護休業法や、男性が

育休を取得するメリット、産後をパートナーと乗

り切るコツなどについてご講演頂いた。昨年度に

続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

当日はオンラインでの開催となった。

その他の広報活動では、リーフレット、活動報

告書などの冊子の配布を行っているほか、ホーム

ページ上においてイベントの開催や活動報告、部

局の取組み紹介等の情報発信を継続して行ってい

る。

2. 広報誌『ポリモルフィア』編集委員会

ポリモルフィア創刊号を2016年3月に公刊し、

2021年度は2022年3月に第7号を公刊予定であ

る。この広報誌の編集にあたっては、部門内に編

集委員会を設け、掲載記事の検討や簡易査読等を

企画広報環境整備部門では、企画広報および子

育て支援などの環境整備を担当しているが、担当

領域が広範にわたるため、部門内にワーキンググ

ループ（以下、WG）を設置して課題解決を図っ

ている。2021年度は、①企画広報WG ②広報誌『ポ

リモルフィア』編集委員会の2つのWGに分かれ

て、下記のとおり活動した。

1. 企画広報WG

男女共同参画推進室では2006年度から「ニュー

スレター（SANKAKU）」、2015年度から「ダイバー

シティ・ニュース」を発行してきたが、より効果

的な広報ツールとして活用していくため、今年度

から両者を統合して新たに「SANKAKU」を発行

することとなった。本紙の編集は、企画広報WG

が担当する。あわせて掲載内容についても整理・

改善を行い、巻頭特集「九州大学で活躍する女性

たち」および連載エッセイ「ワクワク・ライフ・

バランス」の執筆対象者の見直しや、新たな連載

企画として「数字でみる九州大学と男女共同参画」

を掲載することとなった。なお、今回の紙面統合

を機に紙媒体での配布を終了し、ホームページ上

で年2回配信する予定である。

2021 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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行っている。今年度は、学外から4編の寄稿が寄

せられた。特集記事では、2022年1月31日（月）

にオンラインで開催された令和3年度ダイバーシ

ティ推進トップセミナー「変容しつつあるジェン

ダー概念の理解に向けて」の講演内容と討論部分

を掲載した。当日は、国立成育医療研究センター

分子内分泌研究部部長の深見真紀氏から「性スペ

クトラム：ヒトの性の新知見」について、また京

都大学名誉教授・京都産業大学客員教授の伊藤公

雄氏から「男性主導社会の黄昏を前に　学術分野

でなぜダイバーシティが必要なのか?」について

それぞれご講演頂いた後、パネリストを交えた討

論を行った。

3. その他

部門のその他の活動としては、以下が挙げられ

る。

1）ベビーシッター派遣事業

「ベビーシッター派遣事業」を 2021 年度も継

続している。2021年12月31日（金）の時点で、

今年度の利用者は6名、利用割引券の発行枚数は

630枚である。また、大学入学共通テスト業務に

従事する教職員を対象に伊都キャンパスで一時保

育を実施し、職員1名の子ども1名の託児を行っ

た。

2）  ランチタイム交流会

2021年度も引き続きランチタイム交流会を開

催している。今年度は7月「男女共同参画推進室

の活動のご紹介―あなたも利用できる九大支援制

度」、11月「女性と男性が共に健康で暮らすため

に―生殖病態生理学の専門家に男女の更年期障害

について共に聞く」、1 月「新型コロナ禍でここ

ろの健康を保つために」の計3回をオンラインで

開催した。
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2. 学内外への情報発信

８月に予定していた伊都キャンパスでのオー

プンキャンパス企画は、今年度も感染防止のた

めオンラインでの出展となった。九州大学で活

躍する女性研究者やその研究分野の紹介からさら

に内容を充実させ、３人の女性研究者に師事しな

がら、将来に向けて頑張る６人の大学院生と学部

生たちを紹介する「将来に向けて頑張る先輩たち

のリアルインタビュー　STUDENT’S VOICE」を

ホームページに掲載した（URL：https://danjyo.

kyushu-u.ac.jp/studentvoice/VOICE）。 今 後 の 進

路やキャリア形成に役立ててもらいたい。

また、昨年は中止になった「九大女子卒業生に

聞く！キャリア懇談会＆交流会 Open Cafe」は、

松の実会にご協力いただき11月のアカデミック

フェスティバルの開催期間にZoomのライブで開

催した。毎年ロールモデルとして九大卒のOGの

方に講演いただいてきたものだが、今年で８回目

の開催をすることができた。講師は、福岡県商

工部長の松本恭子さん（1984年教育学部卒）と

フリーエディター・ライターの佐々木恵美さん

（1997 年教育学部卒）のお二人である。オープ

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、昨年

につづき新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受けて調査のための出張については安全管理につ

いて対応を取りながら、2021年度も継続して実

施され、12年目を迎えることができた。学部生、

修士課程、博士課程に在籍する計20名と過去最

高の学生数から応募があったことは、この助成制

度とともに、ジェンダー研究の層が徐々に広がっ

ていることを示しているといえる。提出された研

究計画を学生教育等部門の室員全員で審査を行

い、17名が採択された。採択された学生の所属は、

人文科学府５名、芸術工学府が４名、人間環境学

府が３名、文学部２名、システム生命科学府１名、

法学府が１名、共創学部が１名であり、ここにも

ジェンダー研究の広がりと学際性が表れている。

2022 年２月 22 日には研究助成を受けた学生に

よる報告会を開催し、今年度中に報告書を発行す

る予定である。

2021 年度　学生教育等部門活動報告

野々村淑子
九州大学男女共同参画推進室 学生教育等部門長 
大学院人間環境学研究院 教授
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取り組み、熱心に取り組んでいる学生の様子が伺

い知れた。

4. 大学院生を対象とする啓発・研究活動支
援

今年度も 2021 年 12 月に、主に女子大学院生

を対象として毎年実施している TOEIC セミナー

をオンラインにて開講した。大学院生、研究員、

助教、准教授の参加があった。参加者は講師とオ

ンラインを通して英語で会話やシャドーイングや

リーディングの練習をした。参加者からは、対面

式と変わらず、オンラインで良かったという感想

がほとんどであった。

ンカフェの後半は、パネルディスカッションの後、

２つのグループに分かれての交流会とし、参加者

からお二人へ学生時代の過ごし方や進路選択につ

いて等活発な質疑応答ができた。オンライン開催

のため、県内外から一般の方、ならびに本学の教

職員、大学院生、学部生、卒業生等の参加があり、

幅広い層の方にご視聴いただいた。開催にあたり

ご協力いただいた関係者の皆様にこの場をかりて

お礼を申し上げる。

3. 学内におけるジェンダー関連授業の開講

基幹教育科目・総合科目・オープン科目で学部

生を対象として2015年度から開講している「キャ

リアデザインⅠ,Ⅱ」に関する講義は、男女共同

参画推進室上瀧恵里子教授および杉本めぐみ准教

授の２名が担当し、2021年度は夏学期と秋学期

に実施した。各期では「ダイバーシティへの一歩」、

「男女共同参画の観点から」の２テーマで講義が

行われた。新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で、夏学期はオンラインで実施し、秋学期は収束

したため対面で実施した。

オムニバス形式で実施している「女性学・男性

学Ⅰ」「女性学・男性学Ⅱ」（基幹教育・総合科目・

フロンティア科目）は、さまざまな研究分野の講

師により、多様な視座からジェンダーについての

講義を行った。今年度も、新型コロナウイルス感

染症拡大による影響で、春学期「女性学・男性学

Ⅰ」、夏学期「女性学・男性学Ⅱ」ともにオンラ

インでの開催となったが、履修制限人数 200 名

を大幅に超える受講希望があり、抽選での履修制

限を実施せざるを得なかった。課題にも意欲的に
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最後に「性スペクトラムと性別役割分担意識」と

題して登壇者によるパネル討論を実施した。最新

の生物学的視点「性スペクトラム」から学ぶとと

もに、現在でも根強く残る社会学的な性別役割分

担意識について歴史的経緯を含めて改めて学び、

女性も男性も活躍できる男女共同参画社会の在り

方について考えた。オンライン開催としたため教

職員、学生を含め100名を超える参加があった。

詳細は本誌「特集」にも掲載している。

女性研究者の活躍指標並びに可視化指標のモデル

計算

2015年度以降、各部局に在籍する学生・大学

院生の女性比率や職階毎の女性比率を総合的に評

価する指標を提案し、分野や部局の特性評価を

進めてきた。今年度はさらなる改良版として、IR

室の協力を得て、各部局の論文業績データから女

性研究者の活躍指標の試算を試みた。その結果を

もとに各部局の「女性教員比率目標達成度」、「女

性活躍指標」を可視化し、データから浮かび上がっ

た各部局の課題について検討した。

この結果は6月の部局長懇談会で報告し、また

今年度採択された文部科学省補助事業「ダイバー

シティ研究環境実現イニシアティブ（調査分析）」

九州大学における女性比率は、2021 年 12 月

現在、教員全体で 15％、教授で 7％である。国

立大学協会が2025年までの目標と定めた女性比

率は教員全体24％以上、教授20％であり、これ

を達成するには、女性研究者の増加、意思決定過

程への参画拡大、活躍可視化が求められる。

女性研究者支援部門では、女性研究者の増加策

と上位職への登用に関する企画立案をはじめ、女

性研究者の研究力向上、活躍可視化に関する業務

全般を担当している。2021年度は以下の活動を

実施した。また、女性職員の活躍促進に向けた取

組みも着手した。

1. 女性研究者の増加策、及び上位職への登
用促進

ダイバーシティ推進トップセミナー

女性の上位職登用へ向けた大学及び部局執行部

の意識改革を主たる目的とし、毎年開催する本セ

ミナーは 7 回目となる。今回は 1 月 31 日に「変

容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」を

テーマとし、国立成育医療研究センターの深見真

紀氏と京都産業大学の伊藤公雄氏（京都大学名誉

教授）にそれぞれのご専門の御講演をいただき、

2021 年度　女性研究者支援部門活動報告

石田栄美
九州大学男女共同参画推進室 女性研究者支援部門長
附属図書館 准教授
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に本手法を活用することとした。

ダイバーシティ スーパーグローバル教員育成研

修（SENTAN-Q）

2019年度文部科学省補助事業「ダイバーシティ

研究環境実現イニシアティブ（先端型）」に採択

され、女性並びに若手教員に対し、世界トップレ

ベルの研究教育力を実践的に身につける機会を提

供し、ダイバーシティ・スーパーグローバル教員

として育成するSENTAN-Qを推進中である。詳細

は本誌に別途紹介する。

2. 女性研究者の研究力向上・活躍可視化

研究力向上セミナー

九州大学研究大学強化促進事業との共催で、「英

語プレゼンテーション・論文執筆セミナー」をオ

ンラインで開催した。今年度も理化学研究所の小

野義正氏に講師をお願いし、11 月 12 日から 12

月 2 日まで、毎週金曜日に 90 分ずつ 4 回シリー

ズで実施し、オンタイムの参加と 1 週間提供さ

れたオンデマンド視聴により毎回80名の参加が

あった。

また、ネイティブ講師によるプレゼンテーショ

ンワークショップを 1 月 21 日にオンラインで開

催し、定員20名がすぐに満員となる状況であっ

た。

出産・育児復帰者支援（研究活動基礎支援制度の

一環として実施）

優れた女性研究者が出産・育児による研究中断

後、円滑に研究現場に復帰できるように研究費を

支援しており、2015年度から継続している。今

年度は6名の女性研究者（准教授2名、助教2名、

学術研究員等2名）に支援を行った。

研究補助者雇用支援（研究活動基礎支援制度の一

環として実施）

出産・育児や介護などのライフイベント、ある

いは社会貢献等により多忙な女性研究者を対象に

研究補助者雇用経費支援（短期）〔最大41万円／

半年〕を実施しており、今年度は春期16名、秋

期11名に支援を実施した。

若手女性研究者・女子大学院生優秀研究者賞

（伊藤早苗賞）

今年で4回目となる本表彰制度は、若手女性研

究者部門、女子大学院生部門それぞれ人文・社会

科学系、理工学系、生命科学系から1名ずつ計6

名が選出され、各部門で最優秀賞1名、優秀賞2

名が決定した。記念のトロフィーと副賞の研究費

が贈られ、最優秀者2名は本誌で研究内容を紹介

している。

3. その他

配偶者帯同雇用制度

2017 年 に 創 設 さ れ た 配 偶 帯 同 雇 用 制 度 は

2020年までに2組の研究者カップルが誕生して

いる。男女共同参画推進室では引き続き広報に協

力するため、同制度をホームページで紹介して

いる。（http://danjyo.kyushu-u.ac.jp/notice/view.

php?cId=2600&）、また、今年度は全国ダイバー

シティネットワーク東京ブロック課題別ワーク

ショップ（11月29日）や、日本学術振興会（JSPS）

男女共同参画シンポジウム（12月15日）におい
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て先方からの依頼により紹介した。人事制度とし

て国内の大学で最初に導入された制度であるた

め、他機関の関心も非常に高いことがわかった。

2月以降、JSPSのホームページにおいても大学の

取組み事例として紹介された。（https://cheers.

jsps.go.jp/casestudy/）

女性職員向けエンカレッジメントセミナー

これ迄女性研究者向けに開催していたが、新た

に女性職員向けのセミナーとして開催した。上位

管理職経験者の2名から自らの経験談や後輩に送

るエールについて講演いただいた。詳細は本誌「九

大フラッシュ」にて紹介している。
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　本規程は、九州大学男女共同参画推進室『ポリモルフィア-Polymorfia』における掲載記事のうち、
投稿に関する必要事項を定めたものである。投稿とは、編集委員会が企画する記事とは別に、掲載を希
望して記事を編集委員会に寄せたものを言う。

1．本誌の名称
　九州大学男女共同参画推進室は、機関誌を発行し、名称は『ポリモルフィア-Polymorfia』 （以下、『ポ
リモルフィア』）とする。

2．投稿資格
　『ポリモルフィア』では、ダイバーシティ、男女共同参画、女性のキャリア形成等に関わる分野において、
研究、教育、もしくはその他の活動実績を通じて一定の見識を有する方からの投稿を受け付ける。投稿
資格については、編集委員会がこれを最終的に判断する。共著の場合は執筆者全員が投稿資格を満たす
こととする。

3．投稿内容
　投稿する内容は、ダイバーシティ、男女共同参画、女性のキャリア形成等に関わるものとする。

4．投稿にかかる記事の種類
　投稿にかかる記事の種類は以下のとおりとし、日本語で執筆する。 
　　　　①論文 
　　　　②研究ノート 
　　　　③資料（史料）（データ分析、翻訳等を含む。翻訳は著者の翻訳許諾済みのこと。） 
　　　　④書評 
　　　　⑤研究動向 
　　　　⑥活動報告 
　　　　⑦エッセイ 
　　　　⑧その他編集委員会が認めたもの

5．記事の分量・様式
　（1）  投稿にかかる記事は、その種類にかかわらず、『ポリモルフィア』各号当たり原則として一人一

編までとし、記事は本規程に記載の要件を満たした未発表のものに限る。二重投稿および剽窃
の疑いのある記事は掲載を認めない場合がある。

九州大学男女共同参画推進室『ポリモルフィア -Polymorfia』
投稿規程
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　（2）  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60 枚以内、
A4判用紙15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、
図版及び図表等すべてをこの枚数内に収め、枚数の超過については、事前に編集委員会の承諾
を必要とする。

　（3）論文には400字以内の日本語要旨およびキーワード3語を附す。
　（4）投稿にかかる記事は、別途定められた執筆要項に従って執筆する。

6．発行時期および投稿手続
　（1）本誌は、原則として、毎年度1回（3月）発行する。
　（2）  論文は、投稿の締切日（毎年8月20日）*までに、九州大学男女共同参画推進室『ポリモルフィ

ア』編集委員会　投稿担当の下記メールアドレス宛に提出する。ただし、締切日が休日に当た
る場合には、休み明けの最初の日を締切日とする。論文以外の記事については、編集委員会が
指示する期日までにメールで提出する。

　（3）  投稿者は、記事のコピーを各自1部保管する。

7．投稿にかかる記事の審査
　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、九州大学男女共同参画推進室

『ポリモルフィア』編集委員会がこれを決定する。レフリーへの審査は、執筆者の氏名と所属を伏せて
委任し、レフリーは査読規程に従って審査をする。審査基準は （a） そのまま掲載可、 （b） 改訂の上、掲
載可、 （c）改訂の上、再審査、（d）別の種別として掲載可、 （e）掲載不可とする。また、字数制限に合
わせて論文の短縮を求めることもある。（b）（c）については、速やかな改訂が望まれる。（d）の種別
の変更についてはページ数の削減を求めることがある。執筆者が種別の変更に応じる場合は、改定後の
記事を編集委員会に再提出し、編集委員会が最終的な掲載の可否を判断する。
　論文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判断する。 
 
論文の投稿・問い合わせ先 
九州大学男女共同参画推進室 『ポリモルフィア』編集委員会 投稿担当
polymorfia@danjyo.kyushu-u.ac.jp 

附則 
本規程は、平成 28 年 7 月 15 日から施行する。 

改定　平成 30 年 12 月 19 日 
改定　平成 31 年  3  月 31 日
改定　令和  2  年  6  月  5  日
改定　令和  2  年 12 月  1  日
改定　令和  3  年  6  月 16 日



『ポリモルフィア-polymorfia』は、原則として年1回（3月）発行しており、投稿は
随時受け付けています。投稿規程、執筆規程については、本誌122－123ページ、ま
たは九州大学男女共同参画推進室HPを参照して下さい。

『ポリモルフィア-polymorfia』第8号（令和5年3月公刊予定）へ査読論文の掲載を
希望する場合は、投稿の締切日（令和4年8月22日）までに、下記の九州大学男女
共同参画推進室ポリモルフィア担当へメールで提出して下さい。その他の記事につ
いては、九州大学男女共同参画推進室のホームページに掲載される期限に従って、
エントリーを行い、原稿を提出して下さい。

論文の投稿・問い合わせ先 : 
九州大学男女共同参画推進室『ポリモルフィア』編集委員会投稿担当（メールアド
レス）polymorfia@danjyo.kyushu-u.ac.jp

 HP：https://danjyo.kyushu-u.ac.jp/

投稿原稿の募集について
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編集委員長　　　　内藤 敏也 理事・事務局長・男女共同参画推進室長
副編集委員長　　　伊藤 裕之 大学院芸術工学研究院  教授
編集委員　　　　　麻生 真理子 大学院薬学研究院 准教授
　　　　　　　　　宇田 新介 生体防御医学研究所 准教授
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　　　　　　　　　丸谷 浩介 大学院法学研究院 教授
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ディレクション　　池田 美奈子 大学院芸術工学研究院  准教授　　
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ポリモルフィアは、創刊から7年目を迎えました。本誌は、毎年500部以上を発行し
て学内および学外の男女共同参画に携わる方々や機関を中心に配布させていただいて
います。今年度の特集は、令和4年1月に開催された、九州大学の令和3年度トップ
セミナー「変容しつつあるジェンダー概念の理解に向けて」について、お二人のご講
演を掲載しました。学外の研究者の方々からのご寄稿では、5年ぶりに本誌の2編目
となる投稿論文を掲載しています。学外の専門家にも査読のご協力を頂きました。そ
の他の寄稿においても、それぞれのご研究や日々の活動についてジェンダーやダイ
バーシティの観点からの考察がまとめられています。さらに、昨年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受けて中止になったオープン・カフェについても、今年度
はオンラインにて再開し、その紹介文の掲載を復活させることができました。是非、
ご一読いただければ幸いです。また、ご協力頂きました皆様にお礼申し上げます。本
誌は、ダイバーシティ（多様性）を尊重し、様々な内容の論文、報告、エッセイなど
を掲載しており、学術的な情報発信の場として、広く原稿を受け付けております。奮っ
てご寄稿いただければと存じます。

伊藤 裕之
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