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人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡
会(GEAHSS)の発足と学会横断的調査（第1回）の実施

• 2017年5月設立 日本学術会議第一部総合ジェンダー分科会の準備
のもと人文社会科学系男女共同参画推進連絡会（GEAHSS）発足
当初4加盟学会 （2023年3月現在72加盟学会）

• 第1回調査：
実施主体：以下２つの団体の共同調査として実施

日本学術会議第一部総合ジェンダー分科会とGEAHSS
実施時期：2018年6月13日-11月30日
対象： 人文社会科学系の学協会会員
内容： 専門分野、教育履歴（学位、奨学金、資格など）現在の仕事、これまでの仕

事の経験（仕事の内容、有期雇用か無期雇用か、勤務先、年収など）／仕事環境、研究環
境、海外研究経験（授業時間、自宅での仕事時間、研究費など）／仕事と家族について
（子どもの世話、保育園利用、第1 子出産時の自分と配偶者の仕事の状況など）／仕事と
プライベートの理想や将来像、育児、介護など家庭の両立についての認識／キャリア形成
について（将来像、任期のない仕事に就くための条件）／研究職における男女共同参画に
ついて（不利を感じたか、男女共同参画をめぐる認識など）

（2023年度に第2回調査が実施される予定）



GEAHSSおよび調査企画委
員会・調査分析委員会から、
報告書を2020年2月3日に出
しました。この報告書は
ギースのHPにございます。
https://geahssoffice.wixsit
e.com/geahss/blank-4

また日本学術会議記録2020
年7月9日の付録にもござい
ます。
https://www.scj.go.jp/ja/
member/iinkai/kiroku/1-
20200709-1-1.pdf

学術叢書 No29「人文社
科学とジェンダー」
（2021）の中の第3部にも
一部掲載されています。

https://geahssoffice.wixsite.com/geahss/blank-4
https://geahssoffice.wixsite.com/geahss/blank-4
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/1-20200709-1-1.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/1-20200709-1-1.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kiroku/1-20200709-1-1.pdf


• 回答者数 2972人
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Ⅰ 今回の調査結果の要点
①人文社会科学系女性研究者の職業キャリアの不安定さ

②人文社会科学系女性研究者の研究上の困難

③人文社会科学系女性研究者の家族生活面の困難

④上記①～③の要因や背景

⑤改善にむけての意見
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II 政府統計からわかること
①人文社会科学系も理系同様、あるいはそれ以上に女

性研究者の職業キャリア達成が困難

②人文社会科学系に多い「非常勤講師」という職位



Ⅰ 今回の調査結果の要点
①人文社会科学系女性研究者の職業の不安定さ

年齢層別・男女別 有期雇用比率(報告書第２章）

6



女性の無期大学教員への就きにくさ非常勤のなりや
すさ（報告書3章）
男女別に、男性39歳以下を基準として、年齢階級を39歳以下、40歳台、50歳台に区分し４つの就業類型に分類される確率の差異
を示している。まず、男性については、40歳台で23%、50歳台で35%と年齢とともに無期教員率が高くなる。一方、50歳台で有
期教員率は16%、非常勤講師率は13%下がっている。女性については、39歳以下では男性よりも11%、無期教員率が低い。男性と
同様、年齢とともに無期教員率が上がり有期教員率が下がるが、非常勤講師率は39歳以下で男性よりも5%高く、40歳台で7%の
減少になるが、その後50歳台になっても減少していない。博士号を取得している場合、無期教員への就職率は10%高くなり、そ
の一方で民間他への就職率は低くなる。
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無期大学教員 有期大学教員 非常勤講師 民間他・無職

男性 40歳台 0.230 (0.034) ** -0.063 (0.022) ** -0.087 (0.025) ** -0.081 (0.028) **

50歳台 0.347 (0.045) ** -0.159 (0.040) ** -0.130 (0.035) ** -0.058 (0.031)

女性 39歳以下 -0.113 (0.034) ** 0.024 (0.018) 0.051 (0.019) ** 0.038 (0.024)

40歳台 0.158 (0.032) ** -0.054 (0.021) ** -0.022 (0.020) -0.082 (0.026) **

50歳台 0.286 (0.039) ** -0.153 (0.035) ** -0.020 (0.022) -0.113 (0.031) **

博士号 0.110 (0.020) ** 0.015 (0.014) -0.016 (0.013) -0.109 (0.015) **

2,354

0.084

男性39歳以下　基準

観測数

擬似R２乗

注：多項ロジット推定の限界効果を掲載。カッコ内は頑健標準誤差。60歳以上と学生・PDを除く。説明変数に定数項、
年齢回答無し、９研究分野も用いている。

就業類型要因の多項ロジット分析
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年齢層別・男女別・有期／無期別 平均年収 (報告書第２章）

女性は無期雇用で
も有期雇用でも男
性より収入が低い。

特に女性の有期雇
用者の年収は200
～300万円台と低
い。

万円
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男女別・家族状況別 課程博士取得までの期間(報告書第6章）

男女別・家族状況別 課程博士取得年齢(報告書第6章）

課程博士
取得まで
に女性は
より長い
期間がか
かってい
る。



日本学生支援機構または日本育英会の奨学金の要返済額

第1四分位 中央値 第3四分位

39歳以下 男性(n=206) 198 303 480 91%
女性(n=192) 159 300 557 89%

50-59歳 男性(n=131) 0 0 240 36%
女性(n=121) 0 144 360 53%

奨学金返済額の分布 奨学金借入ありで
正の返済予定額
を回答した者の割

合

返還特別免除制度があった50歳層は、最右欄のとおり、奨学金の返済が必要と回答した男性は、奨学金
を受けた者の36％と約3人に1人である。一方、女性では53％とより高い。女性は免除職にはならない非
常勤職に就く者が多かった可能性が高い。しかし39歳以下の層を見ると、男女とも約6割が奨学金を利
用しており、その約9割は返済が必要と回答し、中央値は男女とも300万円程度である。安定した雇用に
就くまでに長い年月がかかるが、返済すべき借入金の金額が大きくなっている
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年齢層別・男女別 研究・教育以外の仕事時間
(報告書第４章）

全般に女性の方が
研究・教育以外の
仕事時間（組織運
営や雑務）が長く、
特に教授職および
40歳以上の年齢層
で男女差が顕著



12

役職別・男女別 「研究・本業以外の業務負担軽減
措置が必要」に同意する者の割合(報告書第４章）



③人文社会科学系の女性研究者の家族生活面での困難
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年齢層別・男女別 婚姻状態(報告書第５章）
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分野別・男女別 子ども数０人の割合(報告書第６章）

理想の子ども数が１人以上に限定した集計

理想の子ども数
が1人以上の人
文社会科学系女
性の約半数、社
会科学系女性の
3人に1人が子ど
もを持つに至っ
ていおらず、男
性よりもその割
合が高い
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年齢層別・男女別 理想の子ども数がもてない理由(報告書第６章）

さらに44歳以下の
層は、45－64歳層
と比べて、
〇育児とキャリア
の両立
〇経済的理由
〇職の安定性
などの理由でより
困難を感じてい
る。



16

男女別 子どもの世話の担当者(報告書第５章）

就学前の子どもの育児（昼間）

小学生の子どもの放課後
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年齢層別・男女別 「子どもがいたことにより研究
時間がとれなかった」に同意する者の割合(報告書第４

章）



④上記①～③の要因・背景
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自由記述における、女性／男性であることに
よる不利な経験(報告書第７章）
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自由記述における、子どもがいることによる不利な経験(報告書第７章）
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ここ数年で男女共同参画が促進されたか(報告書第７章）

女性

男性

世の中全般では、
男女共同参画がす
すんでいるが、所
属学会や自分の近
辺の実感ではほと
んどかわらないと
いう認識



⑤改善に向けての意見

両立の困難が最大。

男女差が顕著なも
のとして、

「評価者に男性を
優先する意識があ
る」

「指導的地位とし
て女性が望まれな
い」

「女性は男性より
昇進を望まない」

研究職において指導的地位に女性が低い理由（報告書第8章）



研究職において女性比率が低い現状を改
善する措置（報告書第8章）

女性の優先採用、役職・
管理職への登用への賛同
が男女ともに多い。

女性で特に支持が高いの
は、業績評価におけるラ
イフイベントの考慮、研
究・本業以外の業務負担
軽減



何が必要か
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自由記述における、男女共同参画社会推進のために求めら
れること(報告書第７章） このほかに9章では自由記述の具体の記述あり



II 政府統計からわかること

①人文社会科学系も理系同様、あるいはそれ以上に女性
研究者の職業キャリア達成が困難

②人文社会科学系には理系と異なり「非常勤講師」とい
う職位がありこれが低収入で不安定である



①人文社会科学系も理系同様、あるいはそれ以
上に女性研究者の職業キャリア達成が困難

博士課程在学者の女性比率の推移
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2000年度時点で、人文科
学では博士課程の女性比率
はすでに5割を超えていた。
社会科学も2000年時点で
すでに3割であった。自然
科学系の2割に比べると20
年前から高いものであった。
しかし現在の常勤教員比率
で見て人文科学で女性教員
が特に高くなってはいない。

（出典）文部科学省『学校基本調査』各年
注）自然科学は、理学、工学、農学、保健、商船およびその他自然科学の合計である。

人文科学・社会科学・教育・芸術は、左記にさらに「その他」の分類から「その他人文・社会科学」を加えた。「その他」の分類の
中の「その他社会・自然科学」は集計に含めていない。



専門分野別　本務教員の女性割合

全体 人文・社会科学系 自然科学系

人文科学 社会科学 教育 芸術 保健

2016年度 23.7% 26.6% 32.0% 19.9% 28.5% 29.5% 20.9% 30.1%

2019年度 25.4% 28.5% 34.2% 21.6% 30.4% 30.5% 22.5% 31.7%

本務教員に見る女性比率

出典）文部科学省『学校教員統計調査』平成28年、令和1年より

2000年時点において、博士後期課程大学院生の男女比の差は、自然科学系に比べると小さ
いものであったにもかかわらず、人文社会科学系の本務教員の女性比率は、自然科学系の
23％よりもやや高いとはいえ、29％と、自然科学系同様に低い。



② 文系における非常勤講師
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（いわゆる「非常勤講師」）

出典）文部科学省『学校教員統計調査』H28年より
注）大学への調査のため、複数の大学を兼務している教員は複数カウントになっている課題が統計上あり。

自然科学系における「本務なし兼務教員」の人数比は0.15人であるのに対し、人文科学系は1.81人、
芸術系は2.04人、教育系0.75人、社会科学系0.44人と「本務なし兼務教員」が多い。



つまり・・・

• 人文社会科学系では女性研究者が多いと思われているが、政府
統計を見ると、人文・社会科学系においても、常勤職の女性比
率は、20年前の博士課程進学者比率と比較し低い。男性と比較
し博士課程に在籍する女性が常勤研究者として育っていない。

• 女性は有期雇用割合が高く職業キャリアが形成しにくい。

• 女性は男性以上に「研究・授業以外」の仕事時間が長い。子育
て負担も主に女性にかかる

• 若年層で「有期フルタイム雇用」の職が拡大しており、奨学金
返済負担と合わせ経済的な困難や不安は拡大している。

• 文系においてもダイバーシティの一層の推進が必要



GEAHSSから出された要望書（2020年4月）

• ① 大学等すべての高等教育機関・研究機関における女性研究者の割
合，新規採用者における女性研究者割合の増加，女性役職者・上位
職割合の増加（ポジティブ・アクションの実質化）

・2030 年までに，女性研究者の割合を，人文社会科学分野全体で 40％以上，うち人文科学 分野
45％以上，社会科学分野 35％以上，法学・政治学分野 30％以上，商学・経済学分野 25％ 以上とす
る。うち，教授比率 25%以上，准教授比率 35％以上にする ・新規採用者に占める女性割合を 40%以
上にする ・女性研究者の割合，新規採用者における女性研究者の割合，役職者・上位職（准教授・
教 授）の割合に関する情報公開 ・人事審査委員会のジェンダーバランスへの配慮 ・大学評価項目に，
上記の割合を指標として導入する

• ② 人文社会科学系も視野に入れた女性研究者支援事業の拡充

• ③ ライフイベントと仕事の両立に向けた支援の拡充

• ④ 男女共同参画ないしジェンダー平等をめざした学問分野の構築
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