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本日の報告

【自己紹介】

 教育社会学・ジェンダーと教育/科学技術政策

 初中等教育教員や大学教員、研究者などの進
路選択/キャリア形成をジェンダー視点で分析

ー理科学習とジェンダー、理系進路選択のジェンダー分析、高
校の「女性」校長はなぜ少ないのか、女性校長はなぜ増えない
のか、女性学長はどうすれば増えるか、etc.

（科研費16H03324）

河野銀子・小川眞里子編著

横山美和/大坪久子

大濱慶子/財部香枝
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１．日本の研究者におけるジェンダー・ギャップ

・女性研究者割合

・政策目標や計画

２．米国・EU・中国における女性研究者支援政策

・代表的な政策の流れ

・ジェンダー統計の重要性

３．まとめ

・男女共同参画推進のための三角モデル

・ジェンダー平等推進の鍵



日本の研究者に占める女性割合

●2022年３月31日現在の研究者数

 女性 １７万5,400人（17.8％）

 男性 80万8,200人（82.2％）

※総務省（2022）「科学技術研究調査結果の概要」p.10.

●増加してきたが、まだ約１８％

●30％に達するのは、２０６０年
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出所）文部科学省 科学技術・学術政策研究所（2022）「科学技術指標2022」（調査資料-318、
p.74.）（https://doi.org/10.15108/rm318)より引用



女性研究者割合はOECD加盟国中の最低
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Source) OECD,'Main Science and Technology Indicators'('https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#)より河野作成。
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全部門で他国より女性割合が低く、企業には１割
自然科学系、任期無の女性研究者割合はより低い
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出所）文部科学省 科学技術・学術政策研究所（2022）「科学技術指標2022」（調査資料-
318、p.73.）（https://doi.org/10.15108/rm318)より引用
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出所）総務省「科学技術研究調査」（2022）「総括表第1表」より河野が算出・作図。
（https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200543&tstat=000001032090&cycle=0&yea
r=20220&month=0&tclass1=000001171546）



第5次男女共同参画基本計画（2020.12.閣議決定）における[成
果目標]＝大学については分野や職位別（※2022．4.30時点）
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出所）内閣府男女共同参画局（2022.6.14）「第５次男女共同参画基本計画における成果目標の動向」, （https://www.gender.go.jp/about_danjo/seika_shihyo/index.html）より河野が抜粋して引用



米国：科学財団（NSF）によるジェンダー平等推進

 1964 公民権法

 1974 教育改正法第9編（Title9：連邦政府の助成金を受ける教育機関の性差別禁止）

 1978 女性の教育平等法（Title9遵守の為、女子に数学や理科の履修を勧める）

 1978 公民権法改正（教育機関の性差別撤廃） ※ここまではNSFの政策ではない

 1980 科学技術機会均等法

 1982 理工系研究者のジェンダー統計開始（隔年公表）

 1982 理工系女性研究者の招聘教授奨励金（～1997）

 1986 理工系女性研究者キャリア推進研究費（～1989）

 1990 理工系女性教員限定の研究費（～1991）

 1993 理工系分野の女性研究者・学生の調査（～現在）

 1997 理工系テニュアトラック女性教員対象のフェローシップ（～2000）

 2001 理工系学術専門職におけるジェンダー平等のための組織変革（ADVANCE）（～現在）

 2016 理工系分野における低参画学習者のコミュニティ包摂（INCLUDES）（～現在）
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※財部(2019)、横山(2021)、大坪(2021)に基づき、河野作成



EU：欧州委員会によるジェンダー平等推進

 1998 「女性と科学」会議開催

 1998 FP5：ジェンダー平等を重視（～2002）

 2000 『EUにおける科学政策ージェンダー平等の主流化を通して卓越性を推進する』（ETAN・WG報告書）

 2000 『ヘルシンキ・レポート』（科学分野のジェンダー統計集：3年毎）

 2003 『ヨーロッパ産業界を活性化する女性研究者』（WIR・WG報告書）

 2002 FP6：ジェンダー平等をヨーロッパに拡大（～2006）

 2004 『才能の浪費：個人的な闘いをみんなの問題としよう』（ENWISE報告書）

 2007 FP7：意思決定機関の女性参画拡大（～2013）

 2008 『迷路を切り抜ける：研究のトップにもっと多くの女性を』WIRDEM グループ

 2008 『ジェンダー平等のための科学政策を基準化する』ヘルシンキ・グループ報告

 2009 『研究助成金をジェンダーから問い直す』ジェンダーと卓越グループ

 2010 『欧州委員会における「科学における」女性政策の業績評価』

 2013 『ジェンダード・イノベーションズージェンダー分析はいかに研究に寄与するか』

 2014 Horizon2020：研究チームや意思決定機関のジェンダーバランス（パネル等40％、助言委員会50％）、研究
とイノベーションの内容にジェンダー視点を統合すること（性差分析）が推奨（～2020）

 2021 Horizon Europe:ジェンダーバランスを重視し、性差分析をすべての研究開発に組み込むことが必須
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※小川(2012)、小川(2021)に基づき、河野作成

●Handbook On Resistance 

To Gender Equality In 

Academia （FESTA）



中国

 2000 国際純粋・応用物理学連合（IUPAP）第1回女性WGに派遣

 2002 中国物理学会に女性WGを開設

 2006 『科学技術活動に従事する我が国女性の現状研究報告』（科学院科学政策・管理科学研究所
+科学院戦略研究センター中心のPT）

 2007 科学技術進歩法（1993制定）改正（科学技術関連政策にジェンダー公正の理念を盛り込む）

 2007 中国女科技工作者協会（中国女科技工作者職誼会を改組）

 2009 中華全国婦女連合会「女性ハイレベル人材成長状況研究と政策推進プロジェクト」の開始
（ジェンダー統計に基づく国家への働きかけ：女性人材の成長に有利な環境づくり）（～2012）

 2010 国家中長期人材発展計画綱要（～2020）

 2011 第12次五か年計画（～2015）、国家女性発展綱要（～2020）

 2011 『女性科学技術人材陣建設の強化に関する意見』（科学技術部+全国婦女連による：青年期
中断、中年期停滞、上層欠如を改善するための支援の提言）

 2021 『科学技術分野における女性研究者のさらなる役割発揮への支援に関する若干の措置』（科
学技術部等による出産育児支援、研究費優先支給、評価・審査の女性比率向上等） 9

※大濱(2021)に基づき、河野作成



男女共同参画推進のための三角モデル

組織

景色

知識

©KawanoGinko

科学技術・学術分野の景色
・不平等の現状を可視化
・ジェンダー統計の整備/定期刊行

科学技術・学術分野の組織
・男性標準の制度/風土等の見直し
・アンコンシャス・バイアス低減
・Diversity Statements

知識生産の全活動過程
・対象や方法の選び方、評価
・ジェンダード・イノベーションズ

３つのバランスが
重要



研究者のジェンダー平等推進の鍵

 国を超えたネットワーク

・国際学会/会議等へのインパクト

・国の規模や文化的背景を超えた協働

 学問分野を超えた取組み

・文系理系の枠を超えた活動

・政策立案や実施責任者

 女性トップと男性アライ

・1995 エディット・クレッソン（欧州委員会研究総局長）

・1998 リタ・コーウェル（NSF長官）

・2009 陳至立（重要プロジェクト責任者）

▲政策開始時に学部生の女性割合は男性より高かった。

▲「科学の知識」は教えるが「科学についての知識」を教えていない。
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 研究会ホームページ（https://www.stem-diversity.com/index.html）
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