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男女共同参画学協会連絡会の大規模アンケート結果から

～科学技術系専門職の男女共同参画実態調査～



2002年10月設立

「１４の加盟学会」
化学工学会、高分子学会、日本宇宙生物科学会、

日本植物生理学会、日本数学会、日本生物物理学会、
日本生理学会、日本天文学会、日本動物学会、
日本分子生物学会、日本女性科学者の会、
日本化学会、日本物理学会、応用物理学会

2022年に20周年

「120の加盟学協会」

学協会間での連携協力を行いながら、科
学技術の分野において、女性と男性がと
もに個性と能力を発揮できる環境作りと
ネットワーク作りに取り組んでいます。

男女共同参画学協会連絡会とは



大規模アンケートとは

2003年8月 ：「第１回調査」

2007年8月 ：「第２回調査」

2012年11月 ：「第３回調査」

2016年10月 ：「第４回調査」

2021年10月 ：「第５回調査」

「技術者・研究者のコミュニティのおかれている現状を把握し、課題を抽出し

て提言をまとめること」を目的に、４〜５年ごとに大規模アンケートを実施。定

期的な調査研究により継続的な動向をとらえ、男女共同参画に関する法律

や施策など、時代の動きに対応した意識調査を行うことで、政府事業の効果

を検証し新たな政策提言につなげる。

✓ RPD
✓各種研究費申請のライフイベントの考慮
✓創発的研究



第５回大規模アンケート（２０２１年実施）

https://djrenrakukai.org/enquete.html#enq
https://djrenrakukai.org/doc_pdf/2022/5th_enq/5th_enq_report.pdf

https://djrenrakukai.org/enquete.html#enq


第５回大規模アンケートの構成

■ 第１章「各項目の集計結果」

■ 第２章「役職などの男女差」

■ 第３章「子育てと介護」

■ 第４章「任期付き職（ポスドク）」

■ 第５章「施策認識」

■ 第６章「自由記述」

総ページ：２５８ページ
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第１章「各項目の集計結果」
1.1 基礎データ（質問1-11）

総回答者数は19,505名（前回比1,346名増） 。男性14,468名

（74.2％）、女性4,901名（25.1％）、「答えたくない」136名（0.7％）。

図1.1 回答者の年齢分布と女性比率



学歴・学位（質問3、4：図1.3-7）

図1.3 最終学歴（単数回答）

博士＞修士≈学部＞高専

図1.14 所属機関比率（単数回答）

大学・高専 >> 研究機関≈
企業＞官公庁

第１章「各項目の集計結果」



役職（質問8：図1.16-19）

回答者数は、大学・高専＞企業＞研究機関＞その他・官公庁。女性比率は

第三回および第四回調査（図1.17）と同様に、職位が高いほど低い。

第１章「各項目の集計結果」



子どもの人数（質問25、32：図1.86-93）

図1.86 子どもの人数（単数回答）

女性の56%は「子どもなし」

で、子どもがいる人では、「1

人」と「2人」が約2割ずつで

ある。男性では、6割弱に子

どもがあり、2人以上が41%

を占めた。

図1.87 子どもの人数（全体）（単数回答）

男性では徐々に増加し、65歳〜69歳で2人に

達する。女性では、35歳以上で1人に達し、その

後ほぼ横ばい。すなわち、男性と女性では、子ど

もの数が最大2倍もの大きな差がうまれている。

このような傾向は、前回調査まで継続的にみら

れてきたものである。

第１章「各項目の集計結果」
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第2章「役職などの男女差」
役職指数(質問7、8；図2.1)

図2.2 年齢別の役職指数

役職指数はほとんどの機関・年代でも男性が女性より高かった。役職

指数の男女差は、第四回調査までは第二回、第三回と比較して改善の

傾向が見られたが、その後の改善の傾向は足踏みしている。

＊役職指数＊ 回答者を所属機関ごと

に役職の低い方から高い方に0から10

の範囲で並べた場合の各役職の累積数

の中間値。



大学・高専等教員(講師以上)の女性在職年数(質問7、8、13、14；図2.5)

1年未満の女性の比率は18.8％。1年以上10 年未満の在職年数の女性比率は17〜

33％の範囲にあり、平均26％であった。第四回の19〜32％、平均27％とほぼ一致して

おり、女性の採用は進んでいない。10 年以上は18.5％であり、第四回と変わっておらず、

在職年数が上がっているとは言い難い。全体的に足踏み状態である。

第2章「役職などの男女差」
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図3.1 在職場時間（子どもの年代別）（単数回答）

在職場時間は、低年齢の子がいる場合において男女間で明確な差がみられた。未

就学児または小学生の子がいる場合の在職場時間は、子どものいない場合と比べ、

女性は顕著に減少していたものの、男性ではむしろ微増していた。未就学児がいる

場合の育児負担が、女性の在職場時間の大幅な減少をもたらしているのが現状で

あると考えられる。

第3章「子育てと介護」



第3章「子育てと介護」

図3.2 年収と子どもの数（30代後半）
（単数回答）

育児のキャリアへの影響（図3.1-2） 女性では年収と子どもの

数との間に顕著な相関が

みられないのに対して、男

性では年収に比例して子

どもの数が増加。

この傾向は、第四回調査

と類似しており、子どもの

数は男性の年収如何に

よって左右される側面が

強く、子どもに対しては女

性が時間的な負担、男性

が経済的な負担を主に負

うという形態が窺える 。



育児休業（図3.3-6） 図3.5 未就学児を持つ親が育児休業しなかった理由（雇用形態別）（複数回答）

男性の「任期なし」では「休業する必要がなかった」とする回答が最も多く、次いで

「職場環境」が多かった。女性の場合は「職場環境」、「休業したくなかった」の回答

が多かった。また、女性における「制度があったが対象外」とする回答割合は、任期

の有無で明らかな差異が見られ、育児休業の取得要件によるものと考えられる。

第3章「子育てと介護」
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年齢別勤務形態（図4.1a, b, c）

図4.1a 年齢別勤務形態

大学・高専等（単数回答）

図4.1c 年齢別勤務形態

企業（単数回答）

第４章「任期付き職、任期付き研究員（ポスドク）」

大学・高専等、研究機関の若年層に多く、
企業・官公庁ではほとんどいない。



任期付き研究員の男女比（図4.15） 図 4.15 任期付き研究員の年齢分布と女性比率（単数回答）

✓ 任期付き研究員は30歳代前半（30〜34歳）の年齢層に最も多い（全体の

27％）。その数は年齢が上がってもゼロになることはなく、学位を取得してから長らく

任期付き研究員を続けるケースを示唆する。

✓任期付き研究員の女性比率は年齢が上がるにつれて増加する傾向にあり、40

歳以降では50％を越える。研究員以降の職探しが困難であることを示唆している。

第４章「任期付き職、任期付き研究員（ポスドク）」



雇用形態と平均年収（図4.6）

図4.6 雇用形態と平均年収

（大学・高専および研究機関）

（役職・男女別、在職場時間40時間/週以上のみ）

いずれの職位においても、任期付き

職が任期なし職に比べて平均年収

が低く、男性より女性の年収が低い。

任期付き研究員では調査ごとに年

収が減少し続けている＊。

また研究員では任期無し職と任期

付き職の収入格差は大きく、男女と

もに平均年収は任期付き職の方が

240万円以上低い。

＊第三回男性：女性；460万円：390万、
第四回 431万：395万円、第五回 429
万円：383万円

第４章「任期付き職、任期付き研究員（ポスドク）」



任期付き研究員の年収（図4.20-図4.21）

図4.20b 任期付き研究員の平
均年収（年齢別・男女別）
（単数回答）

男性は40歳代半ばまでは平均年収が緩やかに増加するもののその後は減少。女性

は低位（４００万円程度）で横ばい。男女とも企業一般と比べて100〜200万ほど低

く、年齢を重ねるにつれ差が拡大。これまでの調査と比較し大幅に年収が悪化。任期

付き研究員は、研究を推進する原動力となる専門職であるにも関わらず、処遇が改

善されるどころかむしろ悪化。

第４章「任期付き職、任期付き研究員（ポスドク）」



【１】女性研究者の雇用体制・研究費等の申請における年齢制限の
大胆な緩和

【２】 任期付き職の任期なし職への定着促進

【３】 大学・高専等の高等教育研究機関 における女性研究者増加の
ための積極的是正措置

【４】大学・高専等の高等教育研究機関 における執行部・上位職の
女性割合増加及び育成のための積極的是正措置

第 5 回男女共同参画学協会連絡会大規模アンケート
調査結果にもとづいた課題解決のための提案



男性
女性

女性
男性

終わりに

研究者・技術者にとって、より公正で居心地のよい社会を

「一緒に」目指していきましょう

両エンジンを効率よく使って、快適

で素早い空の旅を！

台無しではとどかなければ、

台を使わせよう！
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