
講演 １

データから見える日本の姿とその未来

相田 美砂子
日本学術会議 第三部会員，中国・四国地区会議代表幹事

広島大学 特任教授，学長特命補佐（研究人材育成担当）

日本学術会議公開シンポジウム
Gendered Innovations

～ 一人ひとりが主役の研究開発が新しい未来を拓く ～
2021年8月18日（水）

AIDA Misako (August/18/2021)

15：00～15：15



趣旨説明 （渡辺 美代子）
・未来は筋力ではなく脳力がこれまで以上に重要な役割を果たすはず。
・しかし，能力中心の情報分野でも男性中心の研究開発が進められていることは，現在の世界の課題。

基調講演「自然科学・工学におけるジェンダード・イノベーション」 （Prof. Londa Schiebinger）
・これまで，日本ではジェンダー平等（男女共同参画）に向けて以下の戦略的アプローチがとられてきている。

とくにSTEM分野における「女性数の確保と裾野の拡大」， 「制度の整備」， 女性リーダーの増加
・最近，「知識の再構築」（研究に性差分析を適用するGIにより，科学技術の質の向上を図る。）が欧米を中心に拡大。
・GIは新たな展望を与え，新たな疑問を提起し，研究の新領域を開く。

13：40～14：45

講演１ 相田 美砂子
データから見える日本の姿とその未来

講演２ 森永 康子
ジェンダーバイアスを生む心のしくみ

講演３ 平川 正人
ICTが紡ぎ出すダイバーシティ推進の未来像

講演４ 石澤 有紀
薬物有害事象の発現リスクにおける性差分析

講演５ 片岡 仁美
性差医療の現状と今後の展望

講演６ 竹内 都美子
「自然体」－ 人間中心を追求したMX-30開発

15：00～16：30
16：40～17：40

パネルディスカッション
～「他人事」ではなく「自分事」に～

モデレータ： 堀 利栄

追加コメント
白川 俊之 ・子どもの教育への親の意識
今村 維克 ・大学における取組
高山 弘太郎 ・ICTが農業を変えている

パネリスト：
渡辺／相田／森永／平川／石澤／片岡／
竹内／白川／今村／高山

・日本の現状を，
まずは，認識。

・ICTで，
どこに向かう？

・どうして，
そうなっている？

・性差分析の実例：薬

・性差分析の実例：医療

・人間中心の開発！

・科学的に違いを認識することによって，
さらに研究は進展し，社会は発展する。

・若い世代が，その中に積極的に関わる
意識をもつようにすることが重要！

・参加者からの
質問や意見を
Q&Aで受け
付けます。
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本日のシンポジウムの流れ



国内の動き 国際的な動き

1945

1970

1980

1990

2000

2020

国連憲章(1945)
人種，性，言語又は宗教による差別なく
すべての者のために人権及び基本的自由を尊重

国際人権規約
(1966)採択（国連総会）／(1976)発効
すべての経済的，社会的及び文化的権利の
享有について男女に同等の権利を確保

1975 国際婦人年

女子差別撤廃条約(CEDAW)
(1979)採択（国連総会）／(1981)発効
政治的及び公的活動，並びに経済的及び
社会的活動における差別の撤廃

3月8日国際女性の日

ナイロビ将来戦略勧告(1990)採択（国連経済社会理事会）
1995年までに指導的地位の婦人30％

UN Women 設置 (2010)

ジェンダー平等と女性のエンパワーメント
のための国連機関

「北京宣言」「行動綱領」(1995)採択（国連経済社会理事会）
1996年までに自国の行動計画を開発

SDGs (2015 国連総会)

Goal 5. あらゆる意思決定の場に，女性が参画

2004オリンピック憲章の「根本原則」の項の「いかなる差別も
受けない」の文章に，「性別」が明記される

日本国憲法(1946)
・個人の尊重（第13条）
・法の下の平等（第14条）
・職業選択の自由（第22条）
・個人の尊厳と両性の本質的平等（第24条）
・教育を受ける権利，教育の義務（第26条）
・参政権での差別禁止（第44条）

国際人権規約批准
(1979)男女雇用機会均等法(1985)

女子差別撤廃条約批准
(1985)

改正男女雇用機会均等法(1997)

科学技術基本法(1995)

男女共同参画社会基本法(1995)

男女共同参画推進本部
（1994 内閣に設置）（本部長＝内閣総理大臣)

「女性のチャレンジ支援策の推進について」
2003 （男女共同参画推進本部決定）
社会のあらゆる分野において指導的地位に
女性が占める割合を，2020年までに30％以上。
目標数値を明示。

科学技術・イノベーション基本法(2021)
知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉
となる研究⼒の強化。
ジェンダード・イノベーション創出

男女が平等に参画する社会
となるために辿ってきた道筋
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⚫ 1945年以降の動きを抜粋

⚫ 世界中で累々と努力と行動が継続

しかし，現在においてなお，想定されるべき状態になっていません。



科学技術基本計画のなかの「人材としての女性」（抜粋）
●科学技術基本法（平成7(1995)年11月15日法律第130号）
第一条（目的）
この法律は，科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）の振興に関する
施策の基本となる事項を定め，科学技術の振興に関する施策を・・・
第九条（科学技術基本計画）
政府は，・・・科学技術の振興に関する基本的な計画「科学技術基本計画」を策定・・。

◎科学技術基本計画（第1期）（平成8～12年度）（平成8(1996)年7月2日閣議決定）
第2章 総合的かつ計画的な施策の展開
I．研究者等の養成・確保と研究開発システムの整備等
(1)研究者及び研究支援者の養成・確保
5. 国立大学等及び国立試験研究機関において，優秀な研究マネージャー及び研究リーダー
の養成・確保を図るとともに，女性の研究者及び研究支援者への採用機会等の確保及び勤
務環境の充実を推進する。

◎第2期科学技術基本計画（平成13～17年度）（平成13(2001)年3月30日閣議決定）
第2章 重要政策 II．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革
１．研究開発システムの改革 （１） 優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
⑥人材の活用と多様なキャリアパスの開拓 (b) 女性研究者の環境改善
男女共同参画の観点から，女性の研究者への採用機会等の確保及び勤務環境の充実を促進
する。特に，女性研究者が継続的に研究開発活動に従事・・・

◎第3期科学技術基本計画（平成18～22年度）（平成18(2006)年3月28日閣議決定）
第3章 科学技術システム改革 1 人材の育成，確保，活躍の促進
（１）個々の人材が生きる環境の形成 ⑤女性研究者の活躍促進
・・当該分野の博士課程（後期）における女性の割合等を踏まえつつ，各組織毎に女性の
採用の数値目標を設定し，その目標達成に向けて努力する・・・期待される女性研究者の
採用目標は，自然科学系全体としては25％（理学系20％，工学系15％，農学系30％，保健
系30％）である。・・・
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◎第5期科学技術基本計画（平成28～32年度）（平成28(2016)年1月22日閣議決定）
第4章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化
（１）人材力の強化 ② 人材の多様性確保と流動化の促進 i) 女性の活躍促進
多様な視点や優れた発想を取り入れ科学技術イノベーション活動を活性化していくために
は・・・第4期基本計画が掲げた女性研究者の新規採用割合に関する目標値（自然科学系
全体で30％，理学系20％，工学系15％，農学系30％，医学・歯学・薬学系合わせて30％）
も達成されていない・・・各事業主が，採用割合や指導的立場への登用割合などの目標設
定と公表等を行う取組を加速する。特に，女性研究者の新規採用割合については，第4期
基本計画が掲げた上記の目標値について，第5期基本計画期間中に速やかに達成・・・・
組織の意思決定を行うマネジメント層やPI等への女性リーダーの育成と登用に積極的に取
り組む大学及び公的研究機関等の取組を促進する。

●科学技術基本法等の一部を改正する法律（令和2(2020)年6月24日法律第63号）
（施行期日：令和3(2021)年4月1日）

「科学技術基本法」→「科学技術・イノベーション基本法」

Part 2 

AIDA Misako (August/18/2021)

●科学技術・イノベーション基本法（令和3(2021)年4月1日施行）
第三条
・・広範な分野における各分野の特性を踏まえた均衡のとれた・・・自然科学と人文科
学との相互の関わり合いが科学技術の進歩及びイノベーションの創出にとって重要であ
ることに鑑み，両者の調和のとれた発展について留意・・・
第十二条
政府は，・・・科学技術・イノベーション創出の振興に関する基本的な計画（・・・
「科学技術・イノベーション基本計画」・・）を策定・・。

◎科学技術・イノベーション基本計画（第6期）（2021～2025年度）

（令和3(2021)年3月26日閣議決定）
第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策
2.知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究⼒の強化
(1) 多様で卓越した研究を⽣み出す環境の再構築

・・・研究のダイバーシティの確保やジェンダード・イノベーション創出に向け・・・
・大学における女性研究者の新規採用割合：2025年度までに，理学系20％，工学系15％，
農学系30％，医学・歯学・薬学系合わせて30％，人文社会系45％，社会科学系30％。
・大学教員のうち，教授等（学長，副学長，教授）に占める女性割合：早期に20％，
2025年度までに23％。

◎第4期科学技術基本計画（平成23～27年度）（平成23(2011)年8月19日閣議決定）
Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化 ３．科学技術を担う人材の育成
（２）独創的で優れた研究者の養成 ③女性研究者の活躍の促進
女性研究者の登用は，男女共同参画の観点はもとより，多様な視点や発想を取り入れ，研
究活動を活性化し，組織としての創造力を発揮する上でも，極めて重要である。・・・
自然科学系全体として25％という・・・女性研究者の採用割合に関する数値目標を早期に
達成・・・更に30％まで高めることを目指し・・・理学系20％，工学系15％，農学系30％
の早期達成及び医学・歯学・薬学系合わせて30％の達成を目指す。・・・指導的な立場に
ある女性研究者，自然科学系の女子学生，研究職を目指す優秀な女性を増やすための取組
を進めることを期待する。



男女共同参画社会基本法と基本計画（抜粋）《積極的改善措置と数値目標》
●男女共同参画社会基本法（平成11(1999)年6月23日法律第78号）
第二条（用語の意義）
（男女共同参画社会の形成）「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，
経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担う社会を形成
すること」
（積極的改善措置）「男女間の格差を改善するため必要な範囲内において，男女のいずれ
か一方に対し，当該機会を積極的に提供すること」
第十三条（男女共同参画基本計画）
政府は，・・・男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画「男女共同参画基本
計画」を定めなければならない。

◎男女共同参画基本計画（平成12(2000)年12月12日閣議決定）
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
1．政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
(3)企業，教育・研究機関，その他各種機関・団体等の取組の支援
大学等への協力要請
学術・研究の分野における女性の参画を促進するため，国公私立の大学等の教育機関，国公
立及び民間の研究機関，学会等その他の関連機関において，女性の参画を促進するよう協力
を要請する。

◎男女共同参画基本計画（第2次）（平成17(2005)年12月27日閣議決定）
第1部 基本的考え方
・・・2020年までに，社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が少なく
とも30％程度になるよう期待・・・
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
12．新たな取組を必要とする分野における男女共同参画の推進
(1)科学技術 「女性研究者の採用の促進を図るため・・・自然科学系全体として25％を目
安とし，各研究組織毎に，女性研究者の採用の数値目標の設定・・を期待する。国は，各大
学や公的研究機関における取組状況や職階別の女性割合等を把握し，公表する」

◎第3次男女共同参画基本計画（平成22(2010)年12月17日閣議決定）
第1部 基本的な方針
・・・実効性のある積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進・・・
・・・2020 年 30％・・・の達成に向けて，取組の強化・加速が不可欠・・・
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
第12分野 科学技術・学術分野における男女共同参画
＜成果目標＞女性研究者の採用目標値（自然科学系）25％（早期），更に30％を目指す。
理学系20％，工学系15％，農学系30％の早期達成，医学・歯学・薬学系30％
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◎第4次男女共同参画基本計画（平成27(2015)年12月25日閣議決定）
第2分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
＜基本的考え方＞社会のあらゆる分野において，2020年までに，指導的地位に女性が占める
割合が，少なくとも30％程度となるよう期待し，引き続き更なる努力を行うのは当然・・
第5分野 科学技術・学術分野における男女共同参画
＜基本的考え方＞意思決定を行うマネジメント層を始め，研究現場を主導する女性研究者・
技術者の登用推進に向けた大学・・・等のポジティブ・アクションを促進・・・環境整備を
行う。
＜成果目標＞研究者の採用に占める女性の割合（目標値）自然科学系全体で30％，

理学系20％，工学系15％，農学系30％，医学・歯学・薬学系合わせて30％

◎第5次男女共同参画基本計画（令和2(2020)年12月25日閣議決定）
～すべての女性が輝く令和の社会へ～

第1部 基本的な方針
政府が「社会のあらゆる分野において，2020年までに，指導的地位に女性が占める割合が，
少なくとも 30％程度となるよう期待する」との目標・・・を掲げたのは，今から17年前の
2003年のことであった。その後，第２次男女共同参画基本計画に「2020年30％」目標が盛り
込まれ，官民においてその実現に向けた取組が進められてきた。しかしながら，・・。
第2部 政策編
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が 30％程度となるよう目指し
て取組を進める。このため，令和7（2025）年度末までに成果目標を着実に達成する・・・
指導的地位に占める女性の割合についてモニタリングを充実・・・必要な対応を加速・・。

第4分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進
男性の視点で行われてきた研究や開発プロセスを経た研究成果は，女性には必ずしも当ては
まらず，社会に悪影響を及ぼす場合もある。体格や身体の構造と機能の違い，加齢に伴う変
化など，性差等を考慮した研究・技術開発が求められる。これはイノベーションの創出にも
つながる。そのためには，多様な視点や発想を取り入れていくことが必要であり，・・・
女性研究者・技術者の裾野を広げると同時に，意思決定を行う・・・経営層や現場のトップ，
研究現場を主導する上位職への女性登用推進に向けた大学，研究機関，学術団体，企業等へ
の積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の取組支援が必要 である。・・・
（期限）＜成果目標＞
(2025年）理工系（講師以上）の女性割合：理学系12％，工学系9％
(2025年）女性研究者の採用割合：理学系20％，工学系15％，農学系30％，

医歯薬学系30％，人文科学系45％，社会科学系30％
(毎年度）学部（理工系）学生の女性割合：前年度以上
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Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

5.5  Ensure women’s full and effective participation and equal 

opportunities for leadership at all levels of decision-making in 

political, economic and public life 
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第5次男女共同参画基本計画（令和2(2020)年12月25日閣議決定）

～すべての女性が輝く令和の社会へ～
第1部 基本的な方針
3 ５次計画における基本的な視点と取り組むべき事項等
（１）基本的な視点及び取り組むべき事項
① 男女共同参画・女性活躍は，分野横断的な価値として不可欠であり，あらゆる
分野において男女共同参画・女性活躍の視点を常に確保し施策に反映することが
必要である。それが，持続可能な開発目標（SDGs）の実現にも不可欠である。ま
た，若年世代を主体とした取組と連携し，持続可能な活力ある我が国経済社会を
次世代に引き継ぐことが重要である。
② 指導的地位に占める女性の割合が2020年代の可能な限り早期に30％程度となる
よう目指して取組を進める。さらに，その水準を通過点として，指導的地位に占
める女性の割合が30％を超えて更に上昇し，2030年代には，誰もが性別を意識す
ることなく活躍でき，指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会とな
ることを目指す。そのため，国際的水準も意識しつつ，男女共同参画社会基本法
第２条第２号に定められている積極的改善措置（ポジティブ・アクション）も含
め，人材登用・育成や政治分野における取組を強化する必要がある。
③ 男女共同参画は，男性にとっても重要であり，男女が共に進めていくものであ
る。特に，男女共同参画や女性活躍の視点を企業組織のみならず，家庭や地域な
ど生活の場全体に広げることが重要となる。その際，無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）が男女どちらかに不利に働かないよう，・・・

SDGs

AIDA Misako (August/18/2021)

2015年9月25日 第70回国連総会

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030 アジェンダ』

Preamble （前文）

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. ・・・The17 Sustainable 

Development Goals and 169 targets which we are announcing today demonstrate the 

scale and ambition of this new universal Agenda.・・・ They seek to realize the human 

rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and 

girls.・・・

Declaration （宣言）

・・・・・

20. Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will make a 

crucial contribution to progress across all the Goals and targets. The achievement of full 

human potential and of sustainable development is not possible if one half of humanity 

continues to be denied its full human rights and opportunities. Women and girls must 

enjoy equal access to quality education, economic resources and political participation 

as well as equal opportunities with men and boys for employment, leadership and 

decision-making at all levels. We will work for a significant increase in investments to 

close the gender gap and strengthen support for institutions in relation to gender equality 

and the empowerment of women at the global, regional and national levels. 第2部 政策編
第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

【基本認識】女性は我が国の人口の51.3％，有権者の
51.7％を占めている。政治，経済，社会などあらゆる
分野において，政策・方針決定過程に男女が共に参画
し，女性の活躍が進むことは，急速な少子高齢化・人
口減少の進展，国民の価値観の多様化が進む中で，
様々な視点が確保されることにより，社会経済情勢の
変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生
み出すとともに，あらゆる人が暮らしやすい社会の実
現につながる。
・・・・・

Part 2 

All forms of discrimination and violence against women and girls 

will be eliminated, including through the engagement of men and 

boys. The systematic mainstreaming of a gender perspective in  

the implementation of the Agenda is crucial.

「すべての人々の人権を実現し，ジェンダー平等とすべての女性と
女児のエンパワーメントを達成することを目指す」

「政治，経済，公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において，
完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を
確保する。」

「人類の潜在力の開花と持続可能な開発の達成は，人類の半数に上る（女性）の
権利と機会が否定されている間は達成することができない。」
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

一般型 一般型 特色型 特色型 特色型 先端型 先端型 先端型

北海道大学 千葉大学 東京工業大学 秋田大学 岩手大学 東京学芸大学 横浜国立大学 室蘭工業大学 名古屋工業大学 富山大学 東北大学 群馬大学 宇都宮大学 岡山大学 千葉大学

東北大学 東京大学 東京医科歯科大学 山形大学 徳島大学 東京海洋大学 福井大学 宇都宮大学 山口大学 岡山大学 茨城大学 埼玉大学 神戸大学 九州大学 新潟大学

東京農工大学 名古屋大学 新潟大学 筑波大学 京都府立医科大学 信州大学 山梨大学 群馬大学
情報・システム研
究機構

九州大学 東京藝術大学 名古屋大学
国立循環器病
研究センター

佐賀大学 鹿児島大学

お茶の水女子大学 大阪大学 静岡大学 岡山大学 愛媛大学 鹿児島大学 滋賀医科大学 電気通信大学 杏林大学 長崎大学 宮崎大学 名古屋工業大学 長崎大学 立命館大学

京都大学 神戸大学 富山大学 佐賀大学 大阪府立大学 福島県立医科大学 京都工芸繊維大学 一橋大学 明治大学 琉球大学 東京女子医科大学 九州工業大学 琉球大学

奈良女子大学 広島大学 金沢大学 長崎大学 関西学院大学 首都大学東京 鳥取大学 京都府立大学 京都産業大学 大阪府立大学 立命館大学

熊本大学 九州大学 三重大学
奈良先端科学技術
大学院大学

弘前大学 名古屋市立大学 高知大学 大阪市立大学
国立高等専門学校
機構

理化学研究所
全国ネットワーク
中核機関(群)

特性対応型

東京女子医科大学 森林総合研究所 島根大学
農業・食品産業技
術総合研究機構

岐阜大学 奈良県立医科大学 琉球大学 兵庫県立大学 大阪大学 兵庫医科大学

日本女子大学
産業技術総合研究
所

宮崎大学
農業環境技術研究
所

大分大学 順天堂大学 東京女子大学 福岡女子大学 久留米大学

早稲田大学
物質・材料研究機
構

慶應義塾大学 東邦大学 香川大学 福岡大学 武庫川女子大学 芝浦工業大学

日本大学 東京都市大学
国立高等専門学校
機構

帝京大学 調査分析 調査分析

東海大学 上智大学 東京医科大学
情報・システム研
究機構	

名古屋大学

津田塾大学
宇宙航空研究開発
機構

京都大学 神戸大学 拠点型 連携型 連携型 牽引型 牽引型 牽引型 牽引型 牽引型

九州大学 名古屋大学 北海道大学 お茶の水女子大学 山形大学 岩手大学 金沢大学 横浜国立大学 北海道大学 山梨大学

東京農工大学 千葉大学 岩手大学 名古屋大学 千葉大学 筑波大学 広島大学 徳島大学 長岡技術科学大学 山口大学

東北大学 広島大学 秋田大学 神戸大学 東京医科歯科大学 東京農工大学 大分大学 奈良女子大学

北海道大学 熊本大学 筑波大学 徳島大学 新潟大学 電気通信大学 大阪市立大学 島根大学

東京大学 東京農工大学 岐阜大学 大阪大学 日本医科大学

地区 （機関の本部の所在地） 奈良女子大学 金沢大学

北海道 静岡大学

東北 （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 広島大学

関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県） 熊本大学

中部 （富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

近畿 （滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

中国・四国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 

九州・沖縄 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

女性研究者支援モデル育成 女性研究者研究活動支援 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

女性研究者養成システム改革加速
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第2期中期目標期間 第3期中期目標期間

女性研究者支援モデル育成
女性研究者研究活
動支援事業

広島大学

島根大学

岡山大学

徳島大学

愛媛大学

香川大学

鳥取大学

高知大学

山口大学

女性研究者養成

システム改革加速

広島大学

（拠点型）
広島大学（＋山口大＋福山
大＋企業等）

徳島大＋香川大＋愛媛大
＋高知大＋鳴門教育大

（連携型）

岡山大学

（牽引型）

広島大学＋マツダ＋デルタ工業＋国際開発センター

徳島大学＋香川大＋愛媛大＋高知大＋鳴門教育大
＋徳島県立２センター＋アオイ電子(株)＋共和(株)

第1期中期目標期間

（全国ネットワーク）
中国・四国ブロック幹事校
広島大学，岡山大学，
徳島大学，愛媛大学

（科学技術振興調整費）

（科学技術人材育成費補助金）

島根大学＋島根県立大＋松江高専＋米子高専

H19 H20 H22 H23 H24 H25 H27H21 H26 H28 H29 H30H18 H31/
R01 R02 R03 R04

2007 2008 2010 2011 2012 2013 20152009 2014 2016 2017 20182006 2019 2020 2021 2022

第4期中期目標期間

（特色型）

岡山大学

（先端型）

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

山口大学＋山口東京理科大＋宇部高専＋宇部興産
＋トクヤマ徳山製作所

国立大学法人

●高等教育機関でこれらの取組を進めている意味

・高等教育機関のミッションは，世界の未来を担う人材の育成
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中国四国地方で実施中の
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」

帝国書院

0 100km

帝国書院
0 100km

広島大学
＋マツダ（株）
＋デルタ工業（株）
＋（一財）国際開発センター

徳島大学
＋香川大＋愛媛大＋高知大＋鳴門教育大
＋徳島県立工業技術センター
＋徳島県立農林水産総合技術支援センター
＋アオイ電子(株)＋共和(株)

島根大学
＋島根県立大
＋松江高専
＋米子高専

山口大学
＋山口東京理科大
＋宇部高専
＋宇部興産（株）
＋（株）トクヤマ徳山製作所

代表機関と共同実施機関が連携して，次のような取組を実施：
⚫ 研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮

した研究環境の改善やそれに向けた連携機関内の意識改革
⚫ 女性研究者の裾野拡大
⚫ 女性研究者の研究力向上
⚫ 女性研究者の積極採用
⚫ 研究中断あるいは離職した女性研究者の復帰・復職支援
⚫ 女性研究者の上位職への積極登用
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M＝博士課程前期（マスターコース）

D＝博士課程後期（ドクターコース）

（男性）

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 162020年の
年齢

生まれ年 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

進学率 （人）

高校進学率

学部進学率

15歳年齢人数

M進学率

D進学率

1995年生まれ（25歳(2020年)）

・高校進学率＝98.0%

・学部進学率＝54.8%

・M進学率＝7.2%

・D進学率＝0.7%

1965年生まれ（55歳(2020年)）

・高校進学率＝94.3%

・学部進学率＝36.3%

・M進学率 ＝ 2.7%

・D進学率 ＝ 0.8%

15歳の年 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 162020年の
年齢

生まれ年 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

（女性）
進学率 （人）

高校進学率

学部進学率

15歳年齢人数

M進学率
D進学率

1965年生まれ（55歳(2020年)）

・高校進学率＝95.4%

・学部進学率＝12.6%

・M進学率 ＝ 0.5%

・D進学率 ＝ 0.1%

1995年生まれ（25歳(2020年)）

・高校進学率＝98.5%

・学部進学率＝46.1%

・M進学率 ＝ 2.3%

・D進学率 ＝ 0.3%

15歳の年 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

（学校基本調査を利用し，独自作成）

30歳の年 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2034 30歳の年 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2034

１周目 ２周目 ３周目 １周目 ２周目 ３周目



日本の社会

家庭

初等
教育

中等
教育

高等
教育

社会
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～25～30年

～25～30年

～25～30年

1946年日本国憲法

～1965年生まれ以降

～1995年生まれ以降

第2次世界大戦後の第1世代

１周目（おおよそ1965年生まれまで）
＝親が戦前の教育を受けている。

２周目（おおよそ1965年生まれ以降）
＝親が戦後の教育を受けている。

３周目（おおよそ1995年生まれ以降）
＝祖父母も戦後の教育を受けている。

●高等教育機関の存在意義

・世界（日本を含む）の未来を担う人材の育成

●高等教育機関で，すべきこと

・男女にかかわらず，未知の課題を解決し，これから
の社会で活躍しうる人材の育成

・問題意識をもち，実行力のある人材の育成
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https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21308/report/u-s-doctorate-awards

米国の博士号取得者数

博士の学位の授与数（分野別）

男性（理工系以外）

女性（理工系以外）

男性（理工系）

女性（理工系）

博士の学位の授与数（国籍の違い）

男性（米国民，永住者）

女性（米国民，永住者）

男性（非永住者）

女性（非永住者）

男女の差は，ほとんど
ない。
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