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日　時：平成 29 年 5 月 25 日（木）、26 日（金）

会　場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2）

テーマ：ジェンダーとダイバーシティ推進を通じた科学とイノベーションの向上

主　催：国立研究開発法人科学技術振興機構

共　催：日本学術会議、Portia Ltd.（Gender Summit 設立機関（英国））

後　援（23 機関）： 文部科学省、内閣府男女共同参画局、総務省、外務省、経済産業省、

厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、一般社団法人国立大学協会、

一般社団法人公立大学協会、日本私立大学団体連合会、国立研究開発法人協議会、

一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済同友会、日本商工会議所、

認定 NPO 法人国連ウィメン日本協会、国際連合広報センター、

日本ユネスコ国内委員会、男女共同参画学協会連絡会、全国知事会、欧州委員会、

ヨルダン王立科学協会

協力 ･ 協賛： 以下の 88 の企業や大学、学協会

■ 協賛機関一覧

○ パートナー（9 機関） 

※ 貢献の特に大きな提携機関（支援額 500 万円以上、または / 及び相応の人的支援）

沖縄科学技術大学院大学、九州大学、韓国ジェンダードイノベーション科学技術研究セン

ター（GISTeR）、韓国科学技術企画評価院（KISTEP）、全米科学財団（NSF）、

カナダ自然科学 ･ 工学研究協議会（NSERC）、中国国家自然科学基金委員会（NSFC）、

ドイツ研究振興協会（DFG）、エルゼビア社

　○ 協賛機関（全 73 機関）

・プラチナ platinum（7 社 ･ 機関） 　※ 100 万円以上の支援

日本アイ ･ ビー ･ エム株式会社、三菱電機株式会社、トヨタ自動車株式会社、旭化成株

式会社、全日本空輸株式会社、Nature、ケベック州政府（カナダ）

・ ゴールド gold（14 企業 ･ 大学 ･ 団体）　　※ 50 万円以上 100 万円未満の支援

東レ株式会社、公益財団法人日本科学協会、株式会社島津製作所、帝人株式会社、

山口大学、株式会社日立製作所、富士通株式会社、日産自動車株式会社、

大成建設株式会社、日本電気株式会社、笹川平和財団、KDDI 株式会社、

三菱重工業株式会社、株式会社東芝

Ⅰ．開催概要
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・パール pearl（52 大学 ･ 企業 ･ 団体）　　※ 10 万円以上 50 万円未満の支援

公益社団法人日本工学アカデミー、東京農工大学、東京大学、早稲田大学、

ソーラボジャパン株式会社、化学工学会、神戸大学、東京工業大学、株式会社 LIXIL、

株式会社資生堂、名古屋大学、法政大学、静岡大学、大阪大学、日本魚類学会、

日本植物生理学会、日本化学会、日本生態学会、東京理科大学、中央大学、

生物科学学会連合、日本農芸化学会、奈良先端科学技術大学院大学、株式会社カネカ、

奈良女子大学、熊本大学、社団法人日本 MOT 振興協会、パナソニック株式会社、

日物応物男女共同参画推進委員会、株式会社内田洋行、津田塾大学、日本数学会、

理化学研究所、日本生命保険相互会社、山梨大学、横浜国立大学、お茶の水女子大学、

慶應義塾、鹿島建設株式会社、情報 ･ システム研究機構、電気通信大学、筑波大学、

国立高等専門学校機構、芝浦工業大学、株式会社 UL Japan、日本大学生産工学部、

日本地球惑星科学連合、日本医療研究開発機構、東北大学、宇宙航空研究開発機構、

新エネルギー ･ 産業技術開発機構、海洋研究開発機構

○ 協力機関（6 機関）

　　※ 円滑な運営への支援（ex. パネル出展及び 5 名以上の有料参加者）

山形大学、産業技術総合研究所、日本学術振興会、大阪府立大学、日本原子力研究開発機

構、京都大学

（協賛 ･ 協力機関は申請書の受理順）

■ 実行委員会： 

委 員 長　渡辺美代子（JST 副理事）

副委員長　井野瀬久美惠（日本学術会議副会長、甲南大学教授）

委　　員　伊藤公雄 （京都大学教授）

　　　　　神尾陽子 （国立精神・神経医療研究センター研究部長）

　　　　　行木陽子（日本 IBM 株式会社技術理事）

　　　　　藤井良一（情報 ･ システム研究機構機構長）

　　　　　松尾由賀利 （法政大学教授）

　　　　　三成美保 （奈良女子大学副学長）

　　　　　宮浦千里 （東京農工大学副学長）

　　　　　森初果 （東京大学教授）
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日　時：平成 29 年 5 月 25 日（木）、26 日（金）

　　　　※ サテライトイベントは第Ⅵ章を参照

会　場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2）

　　　　※ 交流会のみ、東京ドームホテルで実施

5 月 25 日（木）

08:00 - 08:45 参加登録

08:45 - 09:45 オープニング

09:55 - 11:15 プレナリーセッション①　「ジェンダーの歴史と未来」

11:30 - 12:45 プレナリーセッション②　「アジアの深刻な問題に挑む女性研究者技術者たち」

13:45 - 15:15 プレナリーセッション③　「ジェンダーに基づくイノベーション」

15:30 - 18:15 パラレルセッション①
「女性参画拡大により期
待されるイノベーション
上の利点の明確化」

パラレルセッション②
「男女共同参画推進のた
めの研究者情報の整備と
活用」

パラレルセッション③
「スポーツにおける身体
とジェンダー・サイエン
スの推進」

15:30 - 16:45 1. データ等の具体事例によ
るジェンダードイノベー
ション

1. データベースを作る 1. オリンピック ･ パラリ
ンピックの女性アスリー
トの活躍と社会における
ジェンダー平等

17:00 - 18:15 2. 産業界における女性参画
による成功事例

2. データベースを解析する 2. もうひとつの身体文化と
新たなる可能性

19:00 - 21:00 交流会（東京ドームホテル）

5 月 26 日（金）

09:00 - 11:45 パラレルセッション④
「ダイバーシティ推進に
係る評価手法の提示」

パラレルセッション⑤
「男性 ･ 男子にとっての
ジェンダー平等」

パラレルセッション⑥
「中等教育における女子
学 生 の 文 理 選 択 の 健 全
化」

11:45 - 13:15 ポスター発表

13:15 - 14:30 プレナリーセッション④　「科学の社会的責任」

14:30 - 15:00 プレナリーセッション⑤　ワーキンググループ（セッション）の報告

15:15 - 16:30 プレナリーセッション⑥　総括と今後の展開

16:30 - 16:50 クロージング

Ⅱ．プログラム
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1. オープニング

■ セッション概要

　日時： 5 月 25 日（木） 　8:45-9:45

　登壇者：　 

〈座長〉

　濵口道成（科学技術振興機構理事長，日本）

〈講演者〉

　HRH Princess Sumaya bint El Hassan （ヨルダン ･ ハシミテ王国王女，ヨルダン）

　水落敏栄 （文部科学副大臣，日本）

　B. Mario Pinto （カナダ自然科学 ･ 工学研究協議会理事長，カナダ）

　高瑞平 （Gao Ruiping） （中国国家自然科学基金委員会副主任，中国）

　室伏きみ子 （お茶の水女子大学学長，日本）

　Carlos Moedas （欧州委員会イノベーション総局局長，ベルギー）【ビデオメッセージ】

　Kirsty Duncan （カナダ科学大臣，カナダ）【ビデオメッセージ】

　大西隆 （日本学術会議会長，日本）

聴講者数：約 200 人

■ 報告

　本サミットの開催にあたり、冒頭、主催者団体である科学技術振興機構の濵口理事長より、

歓迎の言葉とともに JST の紹介、本会議の意義、さらに関係者・関係諸機関への謝辞が述べ

られた。以下、濱口理事長を座長として７名のゲストによる開会スピーチが行われた。　　

　最初に、ヨルダンの Sumaya bint El Hassan 王女からジェンダーとダイバーシティの重要性と

科学技術分野での取組みについてスピーチが行われた。“科学外交”は女性の活躍が最も進ん

でいる分野の一つであり、更なる発展が期待されること、世界における食料、エネルギー、環

境問題の課題解決には、科学技術が必須であり、科学技術の発展に女性の力がもつ意義とその

ための女子教育が重要であることなどが述べられた。初代アッカド王サルゴン（古代メソポタ

ミアの王）の王女である、エンヘドゥアンナが残した詩の引用も交えたスピーチであった。

　続いて、水落文科副大臣より開会挨拶が行われた。研究開発の活性化には、女性の活躍推

進が不可欠である。しかし、女性研究者の割合は、世界において 28%、日本では 15% と低く、

女子中高生の STEM 領域への関心拡大に向けた取組みの重要性とわが国の現状について言及

された。

　次に、カナダの自然科学・工学研究評議会の Pinto 氏より開会スピーチが行われた。R&D は

研究開発を意味するが、発展型として Delivery（展開）を併せた RDD という考え方が広がり

つつある。「Two-eyed seeing」の概念は、二つの目で見ることにより、より優れた発想や考え

Ⅲ．各セッション報告
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方ができることを示す。さらに、コンサルティング会社の

マッキンゼーを例に、ダイバーシティはより良い意思決定

につながるとの見解をふまえ、ジェンダー平等がなぜ重要

なのかについて語られた。カナダの極北研究ステーション

では、気候変動や人口移動（ザータリー難民キャンプ（ヨ

ルダン）等）の研究分析を行っており、こうした世界的課

題の解決には、国際的協力、ダイバーシティが非常に重要

であることを示唆された。

　また、カナダの Duncan 科学大臣はビデオメッセージを

通し、研究開発におけるジェンダー平等は大きな課題であ

り、ジェンダーバランスを考慮した内閣を重要視している

ことに触れ、日本で初の GS 開催の祝辞とともに GS11（モ

ントリオール）に対する意気込みを語った。

　一方、EU 諸国においてもジェンダー平等に基づく科学

の発展は重要課題として取り上げられている。Moedas 欧

州委員会コミッショナーは、欧州委員会ではホライズン

2020 に基づき、科学分野での女性の増加、研究にけるジェ

ンダー視点の発展、さらにジェンダー平等に関する研究をオープンにすることを通したグッド

プラクテイスなどの情報やアイデアの共有という 3 点について積極的に取組んでいる旨が報告

された。

　アジアからは、中国国家自然科学基金委員会の高副主任に出席いただいた。ジェンダー平等

の実現と女性の能力強化は、世界変革にとって非常に重要な要素であり、国連が提唱している

2030 持続的開発目標（SDGs）のアジェンダにおいてもジェンダーの項目があげられている。

また、同委員会では科学、イノベーションにおけるジェンダーの課題に取組んでおり、ジェン

ダー平等の実現には、女性のみならず男性における意識改革が必要であるとの見解を明らかに

した。最後に、本サミットにおいて、同委員会は中国から 10 名の科学者の参加を支援、活発

な議論に貢献する決意が示された。

　お茶の水女子大学は、1975 年に女性文化資料館を設置、1996 年にはジェンダー研究センター

（最初に「ジェンダー」という言葉を使用し、日本では初めての「ジェンダー研究を目的とす

る研究施設」）を設立した大学である。室伏学長より、セミナー開催、海外派遣、組織的連携、

ジェンダー分析、グローバルリーダー育成等への取組みについて紹介いただいた。さらに、日

本における女子大学の代表として、女性の活躍推進を牽引していく覚悟であり、本サミットを

通しジェンダー とダイバーシティを考える機会としたいとの言葉を頂戴した。

　最後に、共催団体である日本学術会議大西隆会長から、開会の挨拶をいただいた。日本学術

会議では会員 210 名のうち、次期は女性が 30% を超える予定であり、16 人の幹事会メンバー

のうち 6 人は女性メンバーから構成される。わが国では工学系分野の女性の割合が少ないこと

に触れられ、引続きイノベーションの創生に力を入れ、本サミットを日本のジェンダー平等を

開会挨拶：JST 濵口道成理事長

来賓挨拶：
HRH Princess Sumaya bint EI Hassan
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強化する機会としたいとの意気込みを語った。

■ まとめ / 結論

　オープニングでは欧州、中東、カナ

ダ、中国からの来賓、後援者より祝辞

の挨拶が述べられた。地域、環境、文

化・歴史的背景によりジェンダーとダ

イバーシティ推進のための取組みに

違いがあるものの、各国間の考え方や

取組みを情報共有することは科学とイ

ノベーションの向上には必要不可欠で

ある。こうした国際サミットにおいて世界各国のジェンダー平等における取組みや実情を相互

理解し、協働していくことは大変有意義であるとの考えを、改めて共有する時間となった。日

本でジェンダーサミット 10 が開催されたことは、ジェンダーを中心としたダイバーシティに

ついて改めて再考する、本分野の発展にとって非常に意義深い機会となった。最後に、濵口道

成理事長より開会宣言が行われ、熱気の中、ジェンダーサミット 10 が開会した。

（文責： 宮浦千里 / 伊藤公雄）

参加者の面々
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2. プレナリーセッション

2- ① . ジェンダーの歴史と未来

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木）9:55-11:15

登壇者：　 

　浅川智恵子 （日本アイ ･ ビー ･ エム東京基礎研究所 IBM フェロー，日本）

　梁其姿（Angela Leung）  （香港大学教授，香港）

　山極寿一 （京都大学総長，日本）

聴講者数：約 300 人

■ 報告

　本シンポジウムの幕開けとなるプレナリーセッション 1 のテーマは「ジェンダーの歴史と未

来」であった。最初に、科学技術の視点から浅川氏が「アクセシビリティがイノベーションを

引き起こす」ことについて実体験をふまえて論じ、続いて、歴史学の視点から梁氏が「東アジ

アにおけるジェンダー不平等の責任は儒教にあるのか？」と問いかけた。最後に、山際氏は人

類学の立場から「人類社会の起源と生物学的基礎」を論じた。

　浅川氏によれば、ダイバーシティこそがアクセシビリティへの多様なニーズを生み出し、イ

ノベーションにつながる。科学技術の歴史が示す通り、障がい者のニーズは新しいイノベー

ションを生み出してきた。浅川氏自身、14 歳で失明し、情報と移動について被る不便を解決

するために努力してきた。IBM に入社後、彼女はデジタル点字技術の開発に取組んで 80 年代

末にそれを完成させた。1997 年に世界初の音声ブラウザーである「ホームページ・リーダー」

を完成させ、今は、視覚障がい者が情報を得るための開発を成功させてきた。現在は、視覚障

がいがあっても一人で移動できるための認知アシスタントの研究に取組んでいる。携帯端末を

使った音声ナビにより、視覚障碍者・高齢者・外国人などが望むところに１人で行けるように

する技術を開発している。自分の視点を基点にして不利を利点にすること、あきらめずに不可

能を可能にすること――これが、彼女からわれわれに向けた重要なメッセージである。

　梁氏によれば、儒教は東アジアにおける性別役割分担を主導したが、ジェンダー不平等の責

任を負っているとは言えない。儒教は、柔軟性という特徴をもち、ダイバーシティを取り込ん

で存続してきた。20 世紀初頭にはじまったフェミニズム歴史研究では、東アジア（中国・日本・

韓国）の女性は伝統的な儒教文化によって抑圧されてきたのであり、近代化（西洋化）によっ

て解放されたということが一般に信じられてきた。これに対し、近年のジェンダー研究は、空

間と身体のジェンダー化に着目し、歴史の見直しを進めている。前近代東アジア社会では、「内

（家）」と「外」の分離は厳格ではなく、両者は有機的に結びついていた。女性は、「内」世界

で家庭を中心にした経営、労働、教育に関して公的な役割を果たして、「外」の儒教的政治秩

序を支えたのである。中国の纏足問題も政治的な脚色がなされていた。纏足の歴史的記録は乏
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しいだけでなく、纏足をした女性も働いていた。ジェンダー不平等の責任を儒教に押しつける

考え方は、現代のジェンダー不平等を何ら解決しないのである、という考えを説明した。

　山極氏は、ヒト科に属する大型類人猿は一般にメス移籍型の父系社会を構成し人類もここに

属するが、人類の家族は生物学的な血縁関係に基礎をおくものではなく、子が生まれた後の子

育てを通して形成された経験的関係にほかならないと指摘した。人類の場合、離乳年齢は低く、

出産間隔は短い。それは、熱帯雨林を出て平原で人口を増やすための戦略であった。類人猿に

比べ、人類は脳容量が大きく、脳の発達を優先するために身体発達は遅れる。その結果、人類

に特有の「子ども期」と「青年期」が生まれた。人類は、子どもを共同で養育し、食べ物を共

有する必要から、「家族」や「共同体」を形成したのである。子育ては、実親のみならず、共

同体の多くの大人が関わる営みであったことに留意する必要があるという説明がなされた。

■ まとめ / 結論

　プレナリー 1「ジェンダーとダイバーシティの歴史と未来」の結論は、以下の通りである。

第一に、ダイバーシティがイノベーションにとって不可欠であることは歴史的にも明らかであ

る。未来に向けてイノベーションを加速するためには、ダイバーシティの一層の尊重が欠かせ

ない。第二に、一面的な歴史解釈はジェンダー不平等の解決にはつながらず、女性の歴史的主

体性を軽視する結果をもたらす。歴史における女性の多様なあり方を明らかにすることを通じ

て、未来に向けた課題が明らかになる。第三に、人類学の視点から見ると、人類の「家族」は、

人類特有の長い「子ども期」をケアするために作られた社会的単位である。血縁という単一の

指標にこだわるのではなく、多様な家族のあり方を尊重することこそが、人類の歴史及び生物

学的特性に適っている。

（文責： 三成美保）

浅川智恵子氏

山極寿一氏 会場の様子

梁其姿（Angela Ki Che Leung）氏



－ 11 －

2- ② . アジアの深刻な問題に挑む女性研究者技術者たち

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木） 11:30-12:45

登壇者：　 

　〈座長〉

　　濵口道成 （科学技術振興機構理事長，日本）

　〈パネル〉

　　阿部玲子（株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル・インド法人代表，インド）

　　Daw Than Nwe （ミャンマー連邦共和国総合科学会議議員，ミャンマー）

　　Seng Mom （カンボジア王立農業大学教授，カンボジア）

聴講者数： 約 200 人

■ 報告

　本セッションでは、世界経済フォーラム（WEF）による「世界男女格差報告書」において、

世界の地域と比べて GGI（ジェンダーギャップ指数）が低く、実績が優れていないとされるア

ジア諸国において、深刻な社会的課題に取組む女性講演者達をお招きしたことを座長が紹介し、

Brave heart（勇者）と称えてセッションを開始した。 

　最初の講演者である、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル・インド法人の阿部

取締役社長は、インドのメトロ（地下鉄）プロジェクトで 10 年間働いており、 400 人のエンジ

ニアの総監督である。彼女は唯一の女性であるため、「マダム・メトロ」と呼ばれている。彼

女はトンネル工学を日本国内で学んだが、日本古来の宗教的信条のため、女性は日本のトンネ

ル建設現場に立ち入る事は出来なかった。このため、活躍の場を海外に求めノルウェー、台湾、

ウクライナ、インドなどの建設現場で多くの経験を積んだ。インドのメトロプロジェクトでは

様々な文化的背景の差異を克服するため、現場の安全視覚化装置など、多言語環境でも理解さ

れ易い、徹底的かつ合理的な安全対策を導入した。例えば、安全状況の監視自体では状況は改

善されないため、コミュニケーションと具体的行動が重要である。これらの努力に加え工事現

場で働く人たちの服装も安全重視によって変えたおかげで、今では、ヘルメットや安全ジャケッ

ト・靴を履いている事が、インドのメトロプロジェクトの象徴になっている。講演タイトル中

の「Madam, This is our Metro!」は、そうとは知らず阿部氏を乗せたタクシー運転手が、自分の

街の地下鉄を誇らしく紹介した言葉である。

　続いて登壇した Nwe 教授は、ミャンマーにおける教育の機会均等に係る法整備の取組みに

ついて紹介した。質の高い教育は SDGs の目標 4 に対応するもので、ミャンマーは人権に関す

る国際約束を果たすべく尽力している。無償の初等義務教育はまだ達成されていないが、1988

年以降の大幅な改革によって状況は改善している。貧困層に仏教の僧院学校が果たした役割と

して、特に尼僧学校において、孤児や国境地域の移民労働者の特別な援助が必要な女児のため

の教育が行われ、識字率が上昇したことが紹介された。また、女性の方が勤勉であることから
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最近では進学率や教員比率においても女性の方が高くなっている等、現在のミャンマーの女子

教育の状況が紹介された。特に高等教育において女性の卒業生数が男性を上回ったことは刮目

に値する。一方、意思決定における男女平等が今後の課題であることも指摘された。

　最後に登壇した Mom 教授は、カンボジアで農業教育を受けている女性の可能性と課題につ

いて講演した。カンボジアはクメール・ルージュ（ポル・ポト派）による 1970 年代後半の悲

劇的な内戦の結果、若年齢層が多いという特殊な人口構成にある。現在は憲法により男女平等

が保障されているが、かつては女性に教育を受けさせることを好まない家庭も多かった。近年

は高等教育を受ける女性の割合が増加し、大学幹部の女性比率は 30% を誇るが、一方で家事

の負担は女性のみに余儀なくされる等、アジアに共通する課題も多い。彼女は、女性が個人と

して、また家族や社会の一員として果たすべき様々な役割について言及し、女性に行動を促し

た。女性の高等教育に対する関心を高めること、必要な力が与えられる事によって男性が特権

を持つ社会的規範の問題が克服されることなど、今後のカンボジアの目標を力強く語った。

■ まとめ / 結論

　本セッションでは、日本（インド）、ミャンマー、カンボジアの 3 名のアジア人女性研究者

技術者により、性別に由来する困難や国の歴史に由来する困難の元で、むしろ困難があるから

こそ切り拓かれた道のりの事例が紹介された。アジア諸国のジェンダーが平等に至るにはまだ

先が長いが、法律、国際条約、現場のリーダーシップ等の具体的な政策は着実に状況を改善し

ている。ジェンダー平等はどのよ

うにしてより良い社会につなが

るのか－社会変革を牽引する講

演者の具体的な経験に基づく講

演内容とともに、3 名の講演者の

存在そのものが聴衆に深い感銘

を与えた。

（文責： 松尾由賀利）

阿部玲子氏 Daw Than Nwe 氏

登壇の様子

Seng Mom 氏
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2- ③ . ジェンダーに基づくイノベーション

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木） 13:45-15:15

登壇者：　 

　〈座長〉

　　Londa Schiebinger （スタンフォード大学教授 , 米国）

　〈パネル〉

　　Wolfgang Burtscher （欧州委員会リサーチ・イノベーション総局副局長，ベルギー）

　　Hee Young Paik （GISTeR センター所長，韓国）

　　楊雪燕（Xueyan Yang） （西安交通大学教授，中国）

　　Mathias Wullum Nielsen （スタンフォード大学 歴史学科ポストドクター，米国）

聴講者数：約 350 人

■ 報告

　最初に、Schiebinger 氏が、 “Moving beyond Sex: Gender Variables in Health Research（性別を超

える動き： 保健研究におけるジェンダー変数）”というタイトルで講演された。研究には生物

学的性別（セックス）だけでなく、社会学的性別であるジェンダーも考慮する必要があるが、

ジェンダード・イノベーション（Gendered Innovations： GI）をさらに前進させるために、カナ

ダの研究チームは心臓病の再発に関し、家庭内の主な稼ぎ手や個人所得レベルなど 7 つのジェ

ンダー変数に着目し、これらを基に「ジェンダー関連スコア」を開発した。その結果、性別に

よる違いはなかったが、高い「女らしさ」スコアをもつ患者が男女の別に拘わらず疾病再発率

が高いことがわかった。今後は「男らしさ」「女らしさ」という二項概念から脱却し、ジェンダー

を規範、自己認識、関係性の３点でとらえて、育児・介護の責任やリスク負担、家族関係の質

といった新たなジェンダー関連変数を提案すべく大規模なアンケート調査を実施中であると報

告された。

　次に、Burtscher 氏は、“The Gender Dimension in European Research and Innovation（欧州の研

究とイノベーションにおけるジェンダーの視点）”という題目で、研究におけるジェンダーの

主流化を目指す EC（欧州委員会）が進めている３つの政策（①キャリアにおけるジェンダー

平等の促進　②意志決定機関でのジェンダーバランスの達成　③ジェンダーの視点を研究とイ

ノベーションの中身に統合する）を紹介した。多額の研究資金を拠出している Horizon2020 に

おいては、ジェンダーの視点が作業プログラムの策定、申請書フォーム、評価、プロジェクト

報告書等々、複数の段階で研究のサイクルに取り込まれており、研究者は応募に際してセック

スとジェンダー分析が、プロジェクトの内容にいかに考慮されているかを記載することが求め

られていると述べられた。

　また、Paik 氏により、 “How to Promote Gendered Innovations in Science and Technology 

Research: The Case of South Korea（科学技術研究におけるジェンダード・イノベーションをい
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かに推進するか：韓国の事例）” という題目で、韓国では韓国女性科学技術連合（KOFWST）が、

ジェンダード・イノベーションの推進を主導して、科学技術研究ジェンダード・イノベーション・

センター（GISTeR）の開設を可能にし、基礎科学、生体医学と栄養学、工学と技術、都市計

画と環境、政策策定などの様々な研究領域で大きな変化を成し遂げていることが紹介された。

　また、楊氏は“Boy crisis or Girl risk ? The gender difference in non-suicidal self-injurious (NSSI) 

behaviors among middle school students and its relationship with gender role conflicts and violent 

experiences（男子の危機 或いは 女子のリスク：中高生の非自殺自傷行為におけるジェンダー

差および、ジェンダー役割葛藤と暴力的経験との関係）”という題目で、中国における NSSI

行動の広がりや頻度、身体の部位、方法、動機、非自殺自傷（NSSI）行動の結果について報

告された。それらに重大なジェンダー差はなかったが、ジェンダーの役割に対する葛藤と暴力

的経験の変数は NSSI 行動と有意に関連していたと述べられた。

　 最 後 に、Nielsen 氏 は、“Integrating gender and sex analysis into medical research: Does author 

gender matter? （ジェンダーとセックス分析（GSA）の医学研究への取り込み： 論文著者のジェ

ンダーは問題になるか）” と題し、GSA に関わる医学研究の可能性について、研究の指針とな

る 3 つの予測（①女性著者の比率増となる　②筆頭著者が女性なら増加する　③最終著者が女

性なら増加する）を立てて、最終的に 150 万件もの医学論文の分析を行った。その結果、著者

が女性であることと GSA を行う研究の尤度（ゆうど、確率）との間に強固な正の関係がある

こと、また、女性が医学研究に参画することがいかに研究成果に結びつくかということ、そし

て女性による科学研究推進と GSA による医学研究の十全性達成の両面を促進することでもた

らされる互恵的利益が例証されたとの報告が行われた。

■ まとめ / 結論

　本セッションはかなり多様なテーマで展開されたが、科学技術の発展のためには、あらゆる

研究においてジェンダー＆セックス分析（GSA) の視点を取り込んで推進することが重要であ

ることを共通認識としていた。また、男性優位の科学技術研究の世界にさらに多くの女性が参

画することによって、ジェンダーを中心とした多様性が創造性を増大させ、ジェンダー平等の

推進と、より質の高いイノベーションにつながることが明確にされた。

　

（文責： 小川眞里子）

セッション冒頭の壇上 Londa Schiebinger 氏 Wolfgang Burtscher 氏
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2- ④ . 科学の社会的責任

■ セッション概要

　日時： 5 月 26 日（金） 13:15-14:30

　登壇者：　 

　　〈座長〉

　　　原山優子 （総合科学技術イノベーション会議常勤議員，日本）

　〈パネル〉

　　　Philip Campbell （「Nature」編集長，英国）

　　　Kinlay Tshering （ブータン王国農林省農業局長，ブータン）

　　　Rowena Cristina L. Guevara （フィリピン共和国科学技術省次官，フィリピン）

　聴講者数：約 150 人

■ 報告

　プレナリー 4 のテーマは「科学の社会的責任」であった。最初に、Campbell 氏が自然科学

の立場から“Science and inclusivity（科学と包摂性）”について報告し、次いで、Tshering 氏が

ブータンの事例をもとに「農業に従事するブータンの女性たち――彼女たちの生活、幸福度指

数、安寧度」を論じた。最後に、Guevara 氏が 「フィリピンの科学、技術、イノベーションエ

コシステムにおけるジェンダーと開発」について報告した。

　Campbell 氏は、科学が包摂的になるには主に 2 つの課題があると指摘した。①他の分野の

包摂（分野横断的な研究の協働体制の確立）と②女性の包摂である。①については、しばしば、

定量的分析を行う自然科学と定性的分析を重視する社会科学との間で十分な対話が成り立たな

いということが生じている。これを解決するためには、合意すべき事項をリストアップし、組

織的支援を与えることや資金提供方式を見直し、参加型研究を促進するなどの原則を立てる必

要がある。②については、論文執筆者や査読者の女性比率を上げるための支援が不可欠である。

その一事例が、「アテナ・スワン憲章」を利用した NIH（米国国立衛生研究所）の取組みである。

NIH は同憲章で銀賞（女性活躍支援で成果を上げている）を受賞した企業にのみ資金提供する

と定め、効果があったことが実証されている。

　次に、Tshering 氏は、農業国ブータンの実情と課題を展望した。ブータンでは、人口の

62.2％が農業に従事しており、GDP の 16% を占める。雇用と貧困撲滅の鍵は依然として農業

部門にある。他の発展途上国に比べると、ブータンは比較的男女平等が実現している。しかし、

法的な男女平等にもかかわらず、教育・企業・政治・雇用・意思決定における男女平等は進ん

でおらず、ジェンダーバイアスが残っている。農業人口の 51.24% は女性であり、女性の比率

が高い。幸福度は、男性より女性が低く、都市部より農村部が低い。貧困の女性化や女性の幸

福度の低さを克服するためには、ジェンダー平等政策と国家的なアクションプランを発展させ

ねばならない。あらゆる分野における意思決定に女性が完全に平等に参画できるための政策が

望まれる。これにより、女性に対して政治的・経済的・文化的・社会的に平等な権利と教育・
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雇用における平等な機会を保障することができると氏は指摘した。

　最後に、Guevara 氏は、フィリピンでアキノ氏とアロヨ氏という 2 人の女性大統領が就任し

たことから話を始めた。それぞれの大統領の時代に、ジェンダー政策における大きな変化があっ

た。アキノ大統領時代には、憲法における男女平等が規定された（1987 年）。アロヨ大統領の

時代には、「女性大憲章」（2009 年）が制定された。「女性大憲章」は、女性に対する差別撤廃

を目指す包括的な女性人権法である。現在、フィリピン

ではすべての政府官庁に対して政策の決定・実行・評価

についてジェンダー分析をすることが義務づけられてお

り、予算の 5% をジェンダー主流化のために利用しなけ

ればならない。政府資金による研究・開発プロジェクト

の 4 割以上は女性によって行われている。また、フィリ

ピンの女性の平均収入は男性の平均収入を超えたデータ

も示された。フィリピンでは、科学技術イノベーション

におけるジェンダー平等は、今後 10 年以内に達成でき

ると Guevara 氏は確信をもって報告を締めくくった。

■ まとめ / 結論

　本セッションの目的は、社会と科学はどのようにつながるのか、そこにジェンダーはどう関

わるのかを明らかにすることであった。3 報告を貫くキーメッセージは、以下の通り。

　社会の変革をおこすためには、ダイバーシティ（ジェンダーもダイバーシティの一要素であ

る）を尊重することが不可欠である。科学が社会を設計するようになっている現代社会では、

科学の社会的責任はますます重要になっている。その責任を果たすためには、科学においても

社会においてもジェンダー平等を達成しなければならず、ポジティブ・アクションの適切な導

入、達成度の厳格な評価、それにもとづく資金提供・予算管理などの措置が必要である。これ

らを通してはじめて包摂的な社会を実現することができる。

（文責： 三成美保）

壇上右から原山氏、Philip Campbell 氏、

Kinlay Tshering 氏、Rowena Cristina L. 

Guevara 氏
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2- ⑤ . ワーキンググループ（パラレルセッション）報告

■ セッション概要

日時： 5 月 26 日（金）14:30 ～ 15:00

登壇者：　 

　〈座長〉

　　井野瀬久美惠 （日本学術会議副会長 / 甲南大学教授，日本）

　〈パネル〉

　　行木陽子 （日本アイ ･ ビー ･ エム技術理事，日本）

　　森初果 （東京大学物性研究所教授，日本）

　　大坪久子 （日本大学，日本）

　　伊藤公雄 （京都産業大学教授，日本）

　　宮浦千里 （東京農工大学副学長，日本）

聴講者数： 約 250 人

■ 報告

　パラレルセッション 1： 女性参画拡大により期待されるイノベーション上の利点の具体化（報

告者：行木陽子）は、研究、データおよび実例から考察するジェンダーを配慮したイノベーショ

ンと産業界における女性参画により得られたイノベーションの実例、という二つのサブセッ

ションから構成されており、トピックスとしてはイノベーションの定義や、ジェンダーに関す

るデータの重要性から経産省による競争戦略として「ダイバーシティ 2.0」にまで話題が及んだ。

男女混合のチームにより作られた特許の方が男性だけのチームにより作られた特許より利用さ

れる率が高いという興味深い最近の科学成果の発表や、女性研究者による優れた成果の例が産

業界の経営陣から発表されるなど、有益な議論が行われた。

　パラレルセッション 2： 男女共同参画推進のための研究者情報の整備と活用 （報告者： 森初

果）は二つのサブセッションから構成された。一つはジェンダーに関係するデータベースの構

築に関してで、4 人の専門家の異なる知識や経験を共有し、どのような方法を取れば、科学に

おけるジェンダーに関する論点をより広く伝えることができるのかを議論した。二つ目は、そ

のデータベースの解析と利用に関し議論を行った。大学ランキングへジェンダー視点を取り入

れる必要性など、様々な有益な議論が行われた。

　パラレルセッション 3： スポーツにおける身体とジェンダー ･ サイエンスの推進 （報告者：

井野瀬久美恵） は二つのサブセッションから構成された。一つはオリンピック・パラリンピッ

クにおける女性運動選手の活躍と社会における男女共同参画の国際比較についてで、女性運動

選手の活躍の拡大が社会の男女共同参画にどのような影響を与えているのか、逆にスポーツ社

会は社会における男女共同参画の拡大の影響を受けているのかについて議論が行われた。2 つ

目は従来の型に嵌らない体育と新たな可能性についてで、持続可能ですべての人を受け入れる、

超高齢化時代の文化的土壌と環境について有益な議論が行われた。 
　パラレルセッション 4： ダイバーシティ推進に係る評価手法の提示（報告者：大坪久子）は、

セッションの様子
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異なる国と機関からの講演者による 5 つの発表を通して、ドイツ・米国・英国からの好事例の

紹介を中心に、科学・技術分野における男女共同参画の推進度合や文化的・歴史的背景や宗教

観によっても異なる課題について、発表者・聴衆間で共有した。特に、これから本格的に組織

改革に取組む大学・研究機関にとって何が最も有効で波及効果の高い取組みになりうるか、共

通の評価指標について会場全体で議論を行った。これらの議論を基に、評価システムは、質の

良いジェンダーデータと指標に基づいた評価であるべきこと、政府、国の研究費配分機関は、

ジェンダー平等を審査要件として考慮し、これに関する過去の実績と現在までの推移を科研費

等の申請書にも記載する方式を導入すべきであることなど、７項目の提言が取り纏められた。

　パラレルセッション 5： 男子及び少年の観点から見た男女共同参画（報告者：伊藤公雄） は、

少年及び男子学生の教育的能力に焦点を絞り、教育参加と学力における男女差に関する国際的根

拠、ジェンダーの民主化と複雑性，地域格差の観点から見たアジア各国における少年や若年男子

の学力低下について報告があった。ラウンドテーブルでは、参加者の国における少年の学力の現

状や学校における少年を対象とした方策の必要性について活発かつ有益な議論が行われた。

　パラレルセッション 6： STEM（Science, Technology, Engineering and Mathematics、すなわち科学・

技術・工学・数学）教育における男女学生の機会均等（報告者：宮浦千里）では、STEM 分野

において指導的地位（研究代表者）の女性研究者の数が少ない現状を認識した上で、科学にお

ける男女共同参画の様々な方式と STEM 教育における男女の機会均等達成を阻んでいる要因

について、中高等学校や大学の教育体制の国際比較にも基づきながら議論を行った。セッショ

ンでは、ジェンダーや STEM における国際連携の発展の必要性、男女差の原因とそれを助長

する要因、STEM 分野における女子学生の研究開発能力の強化など多様な観点から活発な議論

が行われた。

■ まとめ / 結論

　本セッションはジェンダーサミット 10 における 6 つのパラレルセッションの概要とそれま

でのワーキンググループ活動成果を報告し、パラレルセッション全体を俯瞰するものとなった。

セッション 1 では、研究開発環境（研究機関・産業界両方）の場でジェンダー配慮がもたらす

利点を明らかにし、2 ではそれらを加速するためのデータ整備、そして 3 では研究機関・産業

に留まらずこうしたジェンダー配慮が他分野－今回はスポーツを例とした－にどのように影響

するかを論じ、このように広範囲に渡って配慮を必要とするジェンダー平等について、セッショ

ン 4 ではその評価方法を論じ、7 つの提言を行った。こうしてジェンダー配慮は人間の生活す

るあらゆる分野に深く関わる視点であることを明確にした上で、セッション 5 と 6 では男性を

観点にした男女共同参画、学校教育におけるジェンダーバランスについても議論を行った。 
これら 6 つのセッションを通じ、第一にジェンダー配慮の視点は広範囲に渡って必要であり、 
明確なメリットがあること、第二にそれは必ずしも女性の社会進出問題ではなくあくまで男女

のバランスと性差への配慮を促すものであるべきこと、更に第三としてこれらは経済活動や研

究活動の場だけに限るものではなく、教育の場から社会全体に進めてゆくべきものであること

を明らかにした。

（文責： 藤井良一）
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2- ⑥ . 総括と今後の展開

■ セッション概要

　日時： 5 月 26 日（金）15：15-16：30

登壇者：　 

　〈座長〉

　　Elizabeth Pollitzer （ポルシア社取締役，英国）

　〈パネル〉

　　Heisook Lee （GISTeR センター 筆頭研究フェロー，韓国）

　　蟹江憲史 （慶應義塾大学教授，日本）

　　Seema Kumar （ジョンソン・アンド・ジョンソン副社長，米国） 【Skype 参加】

　　原山優子 （内閣府総合科学技術・イノベーション会議常勤議員，日本）

　　渡辺美代子 （科学技術振興機構副理事，日本）

　〈コメンテーター〉

　　岸輝雄 （外務大臣科学技術顧問，日本）

　　Eudy Mabuza （南アフリカ共和国大使館科学技術公使参事官，南アフリカ）

聴講者数： 約 250 人

■ 報告

　これまでに開催されたジェンダーサミットの成果の展開状況や、今後、当該サミットが果た

すべき役割などを省察すべく、計 7 名の有識者が登壇した。

　Lee 氏は、2015 年に開催された GS6 にて採択されたソウル宣言（Seoul Decaration）の推進

状況等について報告。GS6 開催後、韓国では GISTeR（Center for Gendered Innovations in Science 

and Technology Researches）が設立された。SDGs にてジェンダーが果たすべき役割は非常に重

要であり、「性差に基づくイノベーション」は全ての目標の達成に不可欠の視点であると指摘、

さらに第 4 次産業革命にてジェンダーが担うべき役割をも考えていくべきと訴えた。

　蟹江憲史氏もジェンダー平等と SDGs の関係に言及。働き方、教育、貧困問題など SDGs の

全ての目標にジェンダーが関わっていることを独自に開発したツールを用いて示した。SDGs

が提示されるまで「持続可能な開発」（SDGs）の説明は容易ではなかったが、SDGs はもはや

世界の共通言語である。SDGs はルール通りの画一的なアプローチではなく、「行動したいと

思う者が行動すればよい」という考え方であって、賛同する者が集まることでスケールアップ

できると説いた。また、日本のジェンダーへの取組みは芳しくなく、2030 年までに如何に改

善していくかを考えるべきと語った。

　ネットワークを介して参画した Kumar Seema 氏は、社会が直面する課題解決のために多く

の企業にて模索されているイノベーションについて報告した。イノベーションこそが個々の企

業の成長を確固たるものとし、ダイバーシティを考えることがその実現に不可欠となる。しか

し、ダイバーシティの実現は容易ではなく、女性の参画率は科学分野で非常に低い。また、構
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成主体の多様化だけでは不十分であり、それをマネジメントすることが重要。企業は産業界だ

けではなく、大学、公的機関、NGO 等と共同していくことが大きな成功を収めるための要諦

となる、等と語った。

　原山優子氏は、SDGs の各目標のうち、持続可能な発展のためのジェンダー平等の追求は全

ての国に適用できるはずであり、価値を共有することが重要であると指摘。日本にて政府レベ

ルで進めている施策は SDG の 7、8、9 番目の各目標等とも関連する。また、気候変動への対応等、

グローバルに取組むべき課題にも触れ、その対応には科学技術人材、特に女性の活躍が欠かせ

ないと述べた。

　最後に渡辺氏が登壇し、GS10 の成果として SDGs を社会で実現するための「東京宣言

（Tokyo Recommendation）：BRIDGE（Better Research and Innovation through Diversity and Gender 

Equality）」を発表した。同宣言においては、ジェンダーの差違を研究に取り入れることがジェ

ンダーと科学技術イノベーションをつなぐジェンダーが、17 の SDGs をつなぐ、新しい概念

のジェンダーがすべての人をつなぐという内容が示された。また、これまでの女性と女子を対

象にした“Gender Equality 1.0 （core : focus on women & girls）”をもとに、ダイバーシティの観

点を加味した“Gender Equality 2.0(GE2.0)”を提唱した。GE2.0 は、男性男子の問題だけでなく、

文化、地域性、宗教、倫理、能力、年齢、競争、LGBT（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender）

等を含む概念として Gender Equality を考え取組むことを宣言した。詳細は「Ⅴ．東京宣言：

BRIDGE」に記載されている。

　コメンテーターとして岸輝雄氏と Eudy Mabuza 氏が登壇。岸氏は、日本政府による女性の

ための施策として、女性が世界全体でキャリアを構築可能な世界の実現を優先していること

等を紹介し、科学技術外交にとっても重要であると述べた。Mabuza 氏は、南アフリカが世

界各国と連携して取組んでいる“Gender InSITE(Gender in Science, Innovation, Technology and 

Engineering)”に触れ、アフリカ諸国には同性愛を罪とする等人権保護に遅れている国が存在し、

これを改めるための努力を行っていることを紹介した。

語る蟹江憲史氏 語る Heisook Lee 氏
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■ まとめ / 結論

　GS 10 で取組んで来たジェンダー平等は、SDGs の目標 5 のみならず、SDGs の全ての目標

に対して重要なものである。

　現在、日本政府はジェンダー平等のための施策を重視している。世界経済フォーラムが示す

ジェンダー格差（GGI）において、日本は世界主要国 144 ヵ国の中では 111 位と極めて厳しい

状況にある。ジェンダーサミット 10 の成果として提唱された「東京宣言：BREIDE」は、単

純に評価される格差を多様な観点で捉え、取組むことで乗り越え、SDGs の達成にも寄与すべ

きものであり、今後、国内外で展開されることが期待される。

（文責： 行木陽子）

語る渡辺氏 Skype で講演する Seema 氏
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3. パラレルセッション

3- ① . 女性参画拡大により期待されるイノベーション上の利点の明確化

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木） 15：30-18：15

登壇者：　 

【前半 15:30-16:45】 データ等の具体事例によるジェンダーイノベーション

　〈座長〉

　　行木陽子 （日本アイ ･ ビー ･ エム技術理事，日本）

　〈発表者〉

　　蔡麗玲（Li-Ling Tsai,） （高雄師範大学ジェンダー教育研究所教授，台湾）

　　餅友佳里 （日本政策投資銀行産業調査部，日本）

　　Silaporn Buasai （タイ王国研究基金教授，タイ）

　　石川幹子 （中央大学教授，日本）

　〈コメンテーター〉

　　Rashidah Shuib （マレーシア科学大学教授，マレーシア）

【後半 17:00-18:15】 産業界における女性参画による成功事例

　〈座長〉

　　塚原月子（カタリストジャパン ･ バイスプレジデント，日本）

　〈パネル〉

　　藤澤秀昭 （経済産業省経済社会政策室室長，日本）

　　星野朝子 （株式会社日産自動車専務執行役員，日本）

　　Sunita Cherian （Wipro Limited. 副社長，インド）

　　Zane Zumbahlen （IBM Corp. 取締役常務執行役員，米国）

聴講者数：約 200 人

■ 報告

　「女性参画拡大により期待されるイノベーション上の利点の明確化」というテーマ設定の下、

前半は学術界を中心にした事例・データに基づくジェンダーイノベーション論について、後半

は産業界におけるジェンダーイノベーションの実例についての報告とパネルディスカッション

という構成で計 10 名の企業経営者や大学等の研究者、政策担当者等が登壇した。

　蔡氏は、伝統的なジェンダー平等（男女共同参画）から「性差に基づくイノベーション」へ

のパラダイムシフトの重要性を報告。その普及のための HP（4 ヵ国語）の運用等、台湾にお

けるこれまでの活動状況と今後の展開について紹介した。

　餅氏は特許の経済的価値情報（引用件数や利用効果など、その有用性を示すデータ）を用いて、

男女協働である方が成果において優れていることを論証。15 の産業分野において調査・分析
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したところ、男性だけの開発チームより男女混合

チームによって創出された特許の方がその経済

効果が 20％高いことを示した。

　Buasai 氏は、タイにおける女性研究者の昇進

状況等について説明。2007 年よりスタートした

Area Based Collaborative Research によると、対象

とした 9 大学では研究者、研究管理職の 53% が

女性であり、男性研究者と女性研究者が相互補完す

ることの重要性を強調した。

　石川氏は、東日本大震災の復興におけるまちづくりなどの事例を用いて、女性が参画するこ

とで多様性が高まり付加価値を生み出す事を示した。

　後半のセッションの冒頭で、まず座長の塚原氏より、幹部に女性を含む企業がより成長する

ことを指摘、その上で当セッションの進行を担った。

　藤澤室長は、経済産業省にて取りまとめた日本の新たな競争戦略としてのダイバーシティ経

営（ダイバーシティ 2.0）を紹介。同省は、多様な属性の違いを活かし、個々の人材の能力を

最大限に引き出すことにより付加価値を生み出し続けるべく全社的かつ継続的に進めている企

業のうち、女性の昇進に積極的な 1,200 社の企業を表彰したことを報告。

　Cherian 氏は性別、障害、国籍、門地の違いを意識せずに一体となって組織と関わることが

成功のためには必要であると指摘。インドのソフトウェア会社 Wipro 社では、女性を優先して

いる訳ではなく、あくまで能力で評価している。同社ではダイバーシティの概念は当たり前の

こととして組織に浸透していると語った。

　星野氏は、日産自動車の「セレナ」の開発と成功を

事例に、自動車産業における Diversity Innovation につ

いて報告。エンジニアは男性がほとんどだが、購入行

動を差配するのは女性であることから、女性労働者を

増やし、女性の視点を開発に取り入れた。その結果、

顧客満足度も向上した。女性管理職比率も、グローバ

ルな平均値 14% には届かないものの、我が国の製造

業全体の 3% を大きく上回る 10.1% となった。

　Zumbahlen 氏は、日本に限らずアジアや米国の女性

技術者がキャリアを積む上でのトレーニングやメンタリング、コミュニティーに関する IBM

の取組みを紹介。女性は管理職昇進に不安を示しがちであることから、その懸念を取り除くた

めのプログラムを提供しており、これに参加した者にキャリアアップを断る者はいないという。

　パネル討論において、ダイバーシティに立脚した効果的なシステム構築の要諦について意見

交換。ダイバーシティ推進と同期して働き方を変え、多くの企業が生産性を高めることができ

る。それがダイバーシティの利益でもある、等の回答があった。

セッション（前半）の様子

セッション（後半）パネリストの集合写真
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■ まとめ / 結論

　GS10 全体を通して、産業界の視点から性差に基づくイノベーションが議論される唯一のパ

ラレルセッション。各登壇者からの報告、パネル討論における指摘は今後の新しいイノベーショ

ン論を考える上で非常に示唆に富み、参加者全員にとって有意義で重要なセッションとなった。

　いわゆるダイバーシティーの推進は、その意義を適切に理解した上で、トップダウンで推進

していくべきものである。研究開発においても、女性数の単純な増加を目指すのではなく、関

与する人材の背景や多様な価値観等が適切にマネジメントされてこそイノベーション創出につ

ながる。個々の多様性を活かし、構成する人材の能力を最大限に引き出すことによって付加価

値を生み出し続けられる企業が、競争力のある企業である。この考え方こそ、ジェンダー平等

を新たなるレベルへと導くための礎となる。

（文責：行木陽子）
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3- ② . 男女共同参画推進のための研究者情報の整備と活用

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木） 15：30-18：15
登壇者：　 

【前半 15:30-16:45】 データベースを作る

　〈座長〉

　　森初果 （東京大学物性研究所教授，日本）

　〈パネル〉

　　新井紀子 （国立情報学研究所社会共有知研究センター長・教授，日本）

　　Sveva Avveduto （イタリア国立リサーチカウンシル教授，イタリア）

　　Monika Raharti （インドネシア青年数学研究者センター局長，インドネシア）

　　張楠 （中国審計署「中国時代経済出版社」副研究員，中国）

【後半 17:00-18:15】 データベースを解析する

　〈座長〉

　　野呂知加子 （日本大学教授，日本）

　〈パネル〉

　　Anders Karlsson （Elsevier 社，オランダ）

　　Youngah Park （韓国明知大学教授，韓国）

　　北川尚美 （男女共同参画学協会連絡会委員長，日本）

聴講者数： 約 70 人

■ 報告

　最初に、森座長によるセション「男女共同参画推進のための研究者情報の整備と活用」の趣

旨説明の後、新井氏により、“How can researchmap help network female researchers? （researchmap
はどのように女性研究者ネットワーク構築に貢献するのか）”という題目で講演された。2009
年に誕生した researchmap には、現在約 25 万人の研究者および約 500 の組織が登録している

こと、今後 2019 年に更新版で AI（人工知能）を使った検索エンジンが搭載され性能が向上す

ること、“羽ばたけ日本の女性研究者”データベースにリンクしていることが説明された。そ

の結果、共同研究者を見つけて新たな研究を推進し、ネットワークを構築することにより男女

共同参画を推進することができることが述べられた。

　次に、Avveduto 氏により、“Making and Analyzing Gender-related Database（男女共同参画に関

連したデータベースを作り、解析する）”という題目で、欧州共同体の男女共同参画推進プロジェ

クト Horizon2020 の一である GENERA（Gender Equality Network in the European Research Area 
performing in Physics）の活動について紹介された。女性研究者の少ない物理学での男女共同参

画および次世代教育を進めるために、データベースの解析をすることが必要であるという方針

から、情報（属性、教育、キャリアパス、研究）を集めるためのテンプレートを作り、収集し

ていることを報告された。
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　 ま た、Raharti 氏 に よ り、“Indonesia Achievement In Narrowing Gender Gap in Education and 
Women’s Voice（インドネシアにおける教育の男女格差の縮小と女性の声を反映する重要性）”

という題目で、インドネシアでは 1986 年の差別撤廃法の施行で、教育における男女格差は縮

まってはいること、しかし政治においては政府の議員で女性比率は 17%、地方で 26% とまだ

目標の 30% に届かないこと、重要な決定の場に女性が参画する必要性が述べられた。

　前半セッションの最後として、Nan 氏により、“Research on S&T Preferential Polices of Women 
Personnel in China （中国における理工系の女性研究者について）”という題目で、中国でも高学

歴の理工系女性研究者は 7% と少ないこと、その中でも 45 歳以上に集中していること、医科

学系分野で女性研究者が多いことが報告された。

　 後 半 の セ ッ シ ョ ン は、 野 呂 氏 が 座 長 で、 ま ず、Karlsson 氏 よ り、“Gender in the Global 
Research Landscape - establishing a scalable framework to support policy evidence （グローバルな研

究におけるジェンダーについて）”という題目で、ジェンダーを視点とした世界規模の研究調

査が報告された。女性研究者の割合は、全ての分野においてこの 5 年で増加したこと、またこ

の 10 年、日本の女性研究者の国内への流入率 11% より流出率 19% が高いことなど、EU や米

国など他との比較により興味ある結果が報告された。

　また、Park 氏より、“How to Promote Gendered Innovations in Global S&T Landscapes: Gendered 
Innovations Index（GII） Project （ジェンダーを視点とした科学技術の発展のための GII プロジェ

クト）”という題目で、これまでの Gender gap ではなく、GII 指標で、ジェンダーを視点とし

た科学技術の発展を考える重要性が報告された。

　最後に、Shibasaki-Kitakawa 氏により、“What we need to proceed in near future for maximizing 
our potential in STEM field （STEM 分野で我々のポテ

ンシャルを最大に生かすためには）”というタイト

ルで、16,314 人が回答した大規模アンケートの解析

結果速報が報告された。

　講演後に、パネルディスカッションがあり、エビ

デンスを踏まえた提言の重要性について言及され、

また、大学のランキングの評価項目に、男女共同参

画を入れるよう提案するのが良いのではないかとい

う議論があった。

■ まとめ / 結論

　セッションでは、世界各地域におけるデータベース作り、およびその解析の活動について、

情報を共有することができた。そして、エビデンスベースの結果を、今後政策に反映し、大学

ランキングの評価項目に加えるなど、男女共同参画推進に繋げる議論で盛り上がった。また、

WG の活動として、JST のダイバーシティ推進室の協力で、同室の HP に「S&T ジェンダーポー

タル」を立ち上げた（http://www.jst.go.jp/diversity/gender-summit/link.html ）。今後これを更新し、

英語版も作る活動を行い、情報の共有により男女共同参画を推進することを確認した。

（文責：森初果）

講演者と組織委員の集合写真
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3- ③ . スポーツにおける身体とジェンダー・サイエンスの推進

■ セッション概要

日時： 5 月 25 日（木） 15：30-18：15

登壇者：　 

【前半 15:30-16:45】 オリンピック ･ パラリンピックの女性アスリートの活躍と社会における

ジェンダー平等

　〈座長〉

　　井野瀬久美惠 （甲南大学教授・日本学術会議副会長，日本）

　〈報告者〉

　　來田享子 （中京大学教授，日本）

　　Toni Bruce （オークランド大学教授，ニュージーランド）

　　Gilda Lasat-Uly （フィリピン大学教授，フィリピン）

【後半 17:00-18:15】 もうひとつの身体文化と新たなる可能性

　〈座長〉

　　田原淳子（国士舘大学教授，日本）

　〈報告者〉

　　井谷惠子 （京都教育大学副学長・教授，日本）

　　Payoshni Mitra （（機関無所属），インド )

　　Guylaine Demers （ラヴァル大学教授，カナダ）

　　Sophie Brière （ラヴァル大学准教授，カナダ）

　〈コメンテーター〉

　　鈴木大地（スポーツ庁長官，日本）

聴講者数： 約 40 人

■ 報告

　セッション前半は、「オリンピック・パラリンピックの女性アスリートの活躍と社会におけ

るジェンダー平等――アジア・環太平洋における国際比較（The Performance of Female Athletes 

in Olympic and Paralympic Games and Gender Equality in Society: An International Comparison）」が

テーマ。基調報告として、來田氏は「オリンピック・パラリンピックの背後にあるもう一つ

の世界――スポーツと社会におけるジェンダー平等（“Another World behind the Olympic and 

Paralympic Games: Gender Equality in Sport and Society”）」を報告。それを受けて、登壇者たち

により、ニュージーランド、フィリピン、カナダ、インド、日本の５か国におけるスポーツ政

策について、ジェンダー視点からの報告が続いた。

　セッション後半は、「もうひとつの身体文化と新たなる可能性（Alternative physical cultures 

and the new possibilities）」がテーマ。セッション前半の議論を受けて、井谷氏から「身体文

化の再構築――教育、健康、スポーツの新たな関係（“Reconstruction of Physical Culture: New 
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Relations of Education, Health and Sports”）」が報告された。超高齢化社会を迎えつつある日本の

スポーツ界でダイバーシティを進める意味、そのなかで女性リーダーが育つ意義とは何かを、

カナダやインドの事例を加えて考えながら、競技スポーツのみならず、スポーツを身体文化と

して再構築する重要性と可能性を模索した。

■ まとめ / 結論

　本セッション最大の成果は、何といっても、GS で初めて「スポーツ」というテーマを正面

から取り上げたことにある。セッション全体としては、世界経済フォーラムが毎年公表してい

るジェンダーギャップ指数 (GGI、最新の 2016 年版で日本は 144 カ国中 111 位 ) とオリンピック・

パラリンピックのメダル獲得順とがどのように関連しているのか、という大胆な問いを共有で

きた。もっとも、GGI と各国のスポーツ政策との関連のありようは単純なものではなく、４つ

ほどの組み合わせが抽出された。それを深めることは今後の課題である。

　超高齢化・少子化という日本の未来を意識した後半の議論では、この課題解決に向けて何ら

かのモデルを提供したかったのだが、各国の実情報告に留まった。それでも、2020 年の東京

オリンピック・パラリンピック開催を意識したうえで、Agenda2020 の項目 39（人権とスポー

ツ参加のダイバーシティ）への理解を深め、スポーツ政策におけるジェンダー平等を進める意

味、それを意識した都市づくりなど、スポーツにおけるジェンダー局面の広がりを確認するこ

とはできたと考える。

　なお、③ -2 に登壇された鈴木大地・スポーツ庁長官は、日本のスポーツ政策に関する議論

のなかでジェンダー平等の推進を明言された。GS10 終了 3 日後の 5 月 29 日にも、別会議にて「競

技団体でも女性役員の登用を 30 パーセントまで高めること」を確認する長官発言

　（http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170529/k10010999331000.html）をメディアは報じている。

　競技スポーツ組織の意思決定過程に女性が増えるとスポーツ政策はどう変わるのか、それが

日本の未来をどう変えていくのか、今後しっかりとウォッチしていくことをセッションのまと

めとしたい。

（文責：井野瀬久美惠）

座長の井野瀬久美惠氏 講演中の会場の様子 スポーツ庁　鈴木長官
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3- ④ . ダイバーシティ推進に係る評価手法の提示

■ セッション概要

日時： 5 月 26 日（金） 9:00-11:45

登壇者：　 

　〈座長〉

　　藤井良一（情報 ･ システム研究機構理事長，日本）

　　Elizabeth Pollitzer （ポルシア社取締役，英国）

　〈パネル〉

　　Sonja Ochsenfeld-Repp （ドイツ研究振興協会副部長，ドイツ）

　　張林秀 （中国農業政策センター教授 / 中国科学院局長， 中国）

　　Kellina M. Craig-Henderson （アメリカ国立科学財団副補佐役，米国）

　　Rubiyah Yusof （マレーシア・日本国際工科院学部長，マレーシア）

　　Sarah Dickinson Hyams （Equality Challenge Unit，英国）

聴講者数： 約 60 人

■ 報告

　5 つの異なる国と機関からの講演者による 5 つのトークを通じて、科学・技術分野における

男女共同参画の推進度合や文化的・歴史的背景や宗教観によっても異なる課題について発表者・

聴衆間で共有した。ドイツ・米国・英国からは好事例の紹介を中心として、中国の発表者から

は環境問題への取組みと女性活躍推進の関連、マレーシアの発表者からは主に東南アジアのイ

スラム教国が抱える現状と直面する問題点の指摘を受けた。

　会場からの質問事項を受け、講演者との間で質疑応答が行われた。内容は次のとおり。

　・ JST, JSPS, 文部科学省（MEXT）, AMED 等の機関はどのようなアクションを取るべきか

　・ そのアクションをどうやって義務付けるか

　・ ジェンダー指標として既にアジア・太平洋域以外の他の国々で用いられているものは何か

　・ アジア・太平洋域の国々では、他の国々の好事例をどのように学べばよいか

　・ PI（研究室主催者）の選考における透明性をどのように確保するか

　・ 研究内容におけるジェンダー視点の必要性への理解を、どのように改善すればよいか

　引き続き、分科会委員が取りまとめた 4 か国の推進機関の評価指標を一覧とした統合リスト

を資料として参加者にも配布し、これから本格的に組織改革に取組む大学・研究機関にとって

何が最も有効で波及効果の高い取組みになりうるか、共通の評価指標について議論した。さら

に研究環境におけるジェンダー平等を加速させるための取組みを強く推し進めるために、新た

に作成する共通の指標をどのように活用するか、国や研究費配分機関のレベルで可能なアク

ションと、本セッションからの働きかけについての議論等が活発に行われた。
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■ まとめ / 結論

　全体として欧米諸国の講演者からの、アジア・パシフィック地域における先導的な役割を日

本が果たしてほしいとの強い期待と温かい励ましを感じられたセッションだった。活発な意見

交換の中、競争的研究資金の選考・評価の過程において申請機関のジェンダー平等推進の度合

いを考慮する仕組みの提案など、挑戦的なアイデアに強い賛同が集まった。

　提言としてまとめられた７項目（Recommendations for Evaluation Systems）は次の通り。

　1. 評価システムは地域や国に固有の状況や条件に配慮したものでなければならない

　2. 評価システムは女性・男性のいずれにもメリットがあり、ジェンダーを含め全ての少数派

グループを包括するものでなければならない

　3. 評価システムは、科学知識の形成、機関の取組み、人材育成、法令・規約・ポリシー、い

ずれもカバーできるような、普遍的な戦略に基づいていること

　4. ジェンダーの内訳の正確なデータが機関によって収集され適切に解析されること、質の良

いデータと指標に基づいた評価であること、評価は研究とイノベーション、モニタリング

システムに焦点をあてたものであること

　5. 評価システムは国の法的枠組、機関、個人の３つのレベルをカバーするものである

　6. 評価システムは選考、昇進、報酬の明確な基準を、個人と機関の双方で確認するべき

　7. 政府、国の研究費配分機関は、ジェンダー平等をレビュー要件として考慮し、これに関す

る過去の実績と現在までの推移を科研費等の申請書にも記載するよう導入するべきである

（文責：藤井良一）

会場の様子（全体）

講演者（Kellina Henderson 氏）

座長を務める藤井氏

パネル討論（Elizabeth Pollitzer 氏）

講演者（Linxiu Zhang 氏）

パネル討論の様子
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3- ⑤ . 男性・男子にとってのジェンダー平等

■ セッション概要

日時： 5 月 26 日（金） 9:00-11:45

登壇者：　 

【前半 9:00-10:25】 講演

　〈座長〉

　　伊藤公雄 （京都産業大学教授，日本）

　〈報告者〉

　　Francesca Borgonovi （OECD・シニア政策分析官，フランス）

　　Wayne Martino （ウエスタンオンタリオ大学教授，カナダ）

　　多賀太 （関西大学教授，日本）

【後半 10:40-11:45】 ラウンドテーブル討論

　〈座長〉

　　池田恵子（静岡大学教授，日本）

　〈コメンテーター〉

　　Mario Liong （立命館大学講師，日本）

　〈グループ討議ファシリテータ〉

　　山中浩司（大阪大学教授，日本）

　　本橋令子（静岡大学教授，日本）

　　鹿野豊（東京大学特任准教授，日本）

聴講者数：約 45 人

■ 報告

　本セッションは、前半の第一部では 3 人の報告者からプレゼンテーションをしてもらい、第

二部では、第一部のまとめのコメントを受けて、複数のテーブルに別れて討論を行う形で進め

られた。

　第一部では、まず司会の伊藤から本セッションの意義について簡単に説明が行われた。ジェ

ンダー平等社会の実現のためには、男性・男子についての考察が必要であること、ジェン

ダーサミットで初めての男性・男子を扱うセッションとして、今回は男子の学力低下問題を

あつかうことなどが述べられた。続いて、ジェンダー視点からの学力問題について、OECD の

Borgonovi 政策分析官から報告が行われた。PISA 調査をはじめ、進学および学力のジェンダー

差について最新のデータをもとに、ほとんどの国で低学力層に男子が目立つこと、大学進学率

でもここ 20 年女子が男子を大幅に上回るようになっていること、男子の学習時間が平均して

短いこと、男子の学習意欲が女子と比べて平均的に低いことなどが明らかにされました。他方

で、数学分野の成績では平均して男子が女子を上回っていることや、科学分野のトップグルー

プには男子が目立つことなど、ジェンダーと学力について情報の共有がなされた。

司会の伊藤公雄氏

講演する Borgonovi 氏

各テーブルでの討論の結果発表
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　続く、男子教育が専門の Martino 氏は、男子の学力低下はデータでは明らかだが、エヴィデ

ンスに基づいた分析がいまだ不十分であることを明らかにされた。特に、エスニニシティや階

級・階層などより細部からの分析が必要なこと、脳科学などを引用したエセ科学的な言説が混

乱をまねいていることなどが論じられ、本質主義的な視座からの男子教育改革論ではなく、ジェ

ンダーの二項図式を超えたジェンダーデモクラシーの観点からの介入の重要性が明らかにされ

た。

　最後の多賀氏による報告では、アジア地域と日本における男子と学力という観点から報告が

あった。現在、アジア地域でも学力のジェンダー格差に注目が集まりつつあるが、社会によっ

て多様性があることが、ユネスコのジェンダー・パリティ・インデクスなどをもとに明らかに

された。大学進学という点で相対的に男子優位の国（韓国、インドネシア、ベトナム、日本な

ど）、対等な国（中国）、女子優位の国（フィリッピン、タイ、ニュージーランドなど）がある

こと、また、女子優位の社会としてのマレーシア、モンゴル、フィリッピンとタイの４カ国を

詳細に分析すると、ジェンダーステレオタイプの問題とともに、親の収入の問題や各国内部の

地域格差、ジェンダー以外の要因も大きな影響を与えている可能性が存在することについて分

析が行われた。また、日本についても、女子の算数の苦手意識が小学４～ 5 年生前後で生じて

いる可能性が指摘されるなど興味深い分析がなされた。

　続く第二部では、まず、池田氏から、全体の流れとラウンドテーブルの方法についての説明

が行われた。続いて、Liong 氏からの第一部のまとめをうけ、第一部の報告者も交えてファシ

リテーターを配置し、テーブルごとに討論の時間をもった。討論後、各テーブルから議論の概

要について報告を受けた。特に、アジア、アフリカ地域の参加者から、欧米や日本とは大きく

異なる学習環境とジェンダー問題が語られ、この問題の複雑さを改めて確認することとなった。

■ まとめ / 結論

　今回の男性・男子問題へのアプローチは、ジェンダーサミットの歴史の中でも最初の試みで

ある。ジェンダー平等に向けて、男性・男子問題の考察は、きわめて重要なテーマである。今

後とも、ジェンダーサミットの場で、この課題についての考察を継続していただければ幸いで

ある。

（文責：伊藤公雄）
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3- ⑥ . 中等教育における女子学生の文理選択の健全化

■ セッション概要

日時： 5 月 26 日（金） 9:00-11:45

登壇者：　 

　〈進行〉

　　宮浦千里 （東京農工大学副学長，日本）

　〈座長〉

　　河野銀子 （山形大学教授，日本）

　　稲田全規 （東京農工大学准教授，日本）

　　林裕子 （山口大学特命教授，日本）

　　Christina Ahmadjian （一橋大学教授，日本）

　〈発表者〉

　　Clem Herman （オープン大学教授，英国）

　　Lakshmi Ramachandran （シンガポール国立大学教授，

　　　　　　　　　　　　  シンガポール）

　　佐藤明子 （お茶の水女子大学教授，日本）

　　Wha-Jin Han （大韓民国科学工学女性センター教授，韓国）

　　Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura （ライプニッツ農業景観研究センター教授，ドイツ）

　　伊東昌子 （長崎大学副学長，日本）

 　　Alessandro Bello （UNESCO 研究員，仏国）

　　横倉隆和 （国立女性教育会館教授，日本）/ 朝井都 （芝浦工業大学研究員，日本）

聴講者数： 約 60 人

■ 報告

　科学分野におけるジェンダーを含むダイバーシティは、産学界双方にとって重要な位置づけ

となるが、STEM 領域では上位職の女性研究者の数が少ないのが現状である。本セッションで

は、イギリス、ドイツ、シンガポール、韓国、フランス（ユネスコ）、日本から講師をお招きし、

STEM 教育におけるジェンダーとダイバーシティの役割について議論を行った。

　はじめに、イギリスオープン大学の Herman 氏よりジェンダーと STEM 領域に関する国際的

な視点という観点からご講演いただいた。STEM 分野における男女間の雇用の違いは、性差や

場所、地域によって異なるが、機関、文化、社会的要因が原因となることをも認識する必要が

ある。国際的協調と同時に、各国による制約とのバランスが重要であるとの見解を述べられた。

続いて、シンガポール国立大学の Ramachandran 氏より、女性の採用という視点で、メカノバ

イオロジー研究所の女性科学者を対象に行っている様々な取組みについて解説いただいた。社

会の偏見に対する意識改革、ロールモデル、人脈形成、女性のための科学シンポジウム「BIOS」

等、サイエンス分野における女性人口を増やすための取組みについて考察する機会となった。

座長

会場の様子
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一方、女子学生が理系分野に関心を持ち、進路として選択するためにはロールモデル、早い段

階での教育、両親の理解と支援が重要である。お茶の水女子大学では中高生女子向けシンポジ

ウム、女子小・中学生向けの科学セミナー、家族向けの科学セミナーなどを実施しており、佐

藤氏より各種試みについて概説いただいた。

　現在、韓国では 2004 年以降 STEM における女子学生の研究開発能力を強化する目的で、大

学院生主導の研究チームプロジェクトが実施されている。本講演では、韓国・女性科学技術セ

ンターセンター長の Han 氏より本プロジェクトの取組みについて解説いただいた。このプロ

ジェクトは、女子大学院生がプロジェクトリーダーとなり、7 ヶ月間、大学生や高校生ととも

に研究を実施するプログラムである。これまでに 6441 名の学生が参加しており、着実に成果

をあげている。本セッション後半のはじめは、フンボルト大学（ベルリン）・ライプニッツ農

業景観研究センター教授の木村氏より、STEM 分野のジェンダーギャップについてご講演いた

だいた。ドイツにおいて STEM 分野における女性の活躍は少ない。これには、女性にとって

魅力的な分野ではないという偏見が存在する。一方で、興味の対象に性差が見られることも報

告されている。STEM 分野に対する男女比較の意識データを解析し、オープンマインドな視野

を持つことが、女性のみならず男性にとっても将来の仕事の可能性を広げることとなるとの見

解を述べられた。次に、長崎大学ダイバーシティ推進センター教授・副学長伊東氏より、長崎

大学におけるリケジョに関するサポートプログラムについてご紹介いただいた。各種プログラ

ムの学生、教員、保護者などの参加者情報、経時的変化を示す調査データと併せて取組みにつ

いての解説をいただいた。次に、UNESCO SAGA プロジェクトメンバーの Bello 氏より、方法

論と発展系のツールを用いた解析とその実施について概説いただいた。本講演では、SAGA プ

ロジェクトの最初となる、報告結果についてご紹介いただき、STEM 領域におけるジェンダー

ギャップは何が原因で起こっているのかについて考察した。女子中高生夏の学校（ナツガク）

とは、研究者、技術者、理工系大学生との交流を通して、女子中高生が STEM 分野のキャリ

アプランを描く、体験型プログラムである。本セッションの最後は、国立女性教育会館横倉隆

和氏、芝浦工業大学朝井氏より“ナツガク”について動画などを通して、ナツガク学習の様子

や本プログラムを体験した女子中高生の声などを紹介、概説いただいた。

■ まとめ / 結論

　本セッションでは、STEM 教育のジェンダー平等に関わる課題を抽出、議論した。さらに、

中学・高校・大学における教育システムに焦点をあて、国際比較を通して考察、意見交換を行っ

た。

　多国間における STEM 分野における男女間の雇用の相違は、性差のみならず、機関、文化、

社会的要因が原因となることを認識し、そうした制約の下、国際協調を行っていくことが重要

であるとの一致した見解が得られた。また、各国共通して、Engineering, Computing の分野で

は女性比率が 3.5% ～ 6% と非常に低い数値を示しており、中高生あるいは小学生を対象とし

た早い段階からの科学セミナーやプログラムが非常に有効であることが明示された。STEM 分

野における女性の活躍が少ない原因には、女性にとって魅力的な分野ではないという偏見が存
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在することがデータからも明らかにされ、これらの回避には、周囲の家族、教員の意識改革に

加え、ジェンダーギャップに対する男性と女性の意識の違いを認識することが重要であるとの、

一致した見解が得られた。本セッションでは、各国の様々な取組みが紹介されたが、同国内で

も各機関での取組みに大きな差が見られることは否定できず、各機関の取組み推進を図るとと

もに、他機関への取組み拡大や波及効果、情報共有が今後の課題の一つであると結論づけた。

本セッションでは、終始活発な討論が行われ、多国間の取組みを通して STEM 教育について

考える非常に有意義な機会となった。

（文責：宮浦千里）
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4. クロージング

■ セッション概要

日時： 5 月 26 日（金） 16:30-16:50

登壇者：　 

　〈座長〉

　　渡辺美代子（科学技術振興機構副理事，日本）

　　井野瀬久美惠 （甲南大学教授・日本学術会議副会長，日本）

　〈講演者〉

　　Clare Walsh （オーストラリア大使館首席公使，オーストラリア）

　　Maryse Lassonde （カナダ王立協会／ケベック州自然科学技術奨励庁会長，カナダ） 

　　Christine Stockins （チリ大使館二等書記官・領事官，チリ）

　　Elizabeth Pollitzer （ポルシャ社ディレクター，英国）

聴講者数： 約 150 人

■ 報告

　クロージングでは、「ジェンダーサミットの将来」という題目で、GS10 の共同議長二人が座

長となり、オーストラリア大使館の Walsh 氏、カナダ王立協会会長の Lassonde 氏、チリ大使

館領事の Stockins 氏、Portia 社の Pollitzer 氏による講演が行われた。

　Walsh 氏の「豪州の STEM 分野における男女平等の検討課題」では、豪州では STEM 分野

で学位・資格を取得した女性が増加しているものの、依然として女性は全体の 1/4 程度の比率

にとどまっているとの報告があった。この対策として、STEM 分野での女性の増進を図るため、

アテナ・スワン憲章に基づいて国から 1300 万豪ドルを 4 年間助成し、2006-2007 年から女性

研究者が 23％増であること、STEM 教育およびベンチャーの起業も支援するとともに、男性

からの変革を支援する体制を整える旨が述べられた。

　Lassonde 氏の「Gender Summit 11―研究開発分野における多元的、包括的、倫理的な多様性」

では、2017 年 11 月 6―8 日にモントリオール（カナダ）で開催される GS11 の内容について発

表があり、女性・男性に加えて、その他の性も含めた異性共同参画をいかにして拡大していく

かという議論、工業分野および学術関係機関における男女共同参画、多様性とリーダーシップ

とはどうあるべきか、また、カナダおよび世界の先住民族コミュニティーにおける諸問題等を

テーマにするということが述べられた。

　Stockins 氏は 2017 年 12 月 6―7 日にサンチャゴ（チリ）で開催される GS12 について紹介が

あった。南米でのジェンダーサミット開催は初であるということと、官民・NGO 団体ととも

に開催を推進していくことが言及された。

　Pollitzer 氏は「ともに架け橋（BRIDGE）を造ろう」というタイトルで、GS10 を総括した。

この Gender summit は、「池に小石を投げてみる」という試みであって、今回 600 以上の小石

が集まり、それぞれの投げ入れた小石によってできた波が重なり、大きなインパクトを生み出
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すことができた。また、現在起こりつつある

第 4 次産業革命を男女共同参画とともに進め

ていかなければならない。このためには、科

学者・政策立案者の専門知識と協働が欠かせ

ない、との言及があった。

　また、最後に GS10 議長、科学技術振興機構

副理事 渡辺美代子氏より、今回の事前参加登

録人数は 585 名、当日登録参加を含めると 600

名以上が会議に参加し、また少なくとも 111 の

政府関連機関・企業・学協会から協賛を得られ

た旨が報告された。正式な数値は後日 HP で発

表することが伝えられた。

（文責：森初果）

左から Clare Walsh 氏、Maryse Lassonde 氏、

Christine Stockins 氏、Elizabeth Pollitzer 氏　
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5. バンケット

■ 開催概要

日時： 5 月 25 日（木） 19:00-21:00

登壇者：　 

　〈司会〉

　　松尾由賀利 （法政大学教授，日本）

　〈講演者〉

　　HRH princess Sumaya bint El Hassan （ヨルダン ･ ハシミテ王国王女，ヨルダン）

　　上川陽子 （衆議院議員，日本） 

　　尾身朝子 （衆議院議員，日本）

　　松尾清一 （名古屋大学総長，日本）

　　田中優子 （法政大学総長，日本）

　　荒木夏実 （森美術館キュレータ，日本）

参加者数： 約 270 人

■ 報告

　ジェンダーサミット 10 初日の夜には、場所を東京ドームホテル

「天空の間」に移して、参加者によるネットワーキングのためのバン

ケットが開催された。本会議の参加者に加えて、本会議には参加で

きなかったがジェンダーサミットの趣旨に強い関心を示された各界

の方々もバンケットに参加され、ご講演いただいた。

　司会の松尾法政大学教授の開会宣言に続いて、上川衆議院議員に

よる開会挨拶が行われた。上川氏は法務大臣、男女共同

参画特命大臣等の要職を歴任した政府における日本の男

女共同参画のリーダー的存在であり、政府の取組みとと

もにこれからの世界との連携を説いた。

　続いて、日本の著名な二名の大学学長が登壇し、大学

におけるジェンダーとダイバーシティの取組みについて

紹介した。一人目は名古屋大学松尾総長による講演で、

男女共同参画に積極的な取組みで知られる名古屋大学が

「HeForShe」プロジェクトの一貫として行っている事業

について映像を交えて紹介した。二人目は法政大学田中

総長による講演で、日本の大規模大学として初めて女

性学長に就任した自身の経験を踏まえながら、リーダー

シップの考え方の変化を促す講演を行った。

　いよいよ乾杯の時となり、GS10 の議長である科学技

司会の松尾由賀利氏

鏡開きの様子

松尾清一氏 田中優子氏

上川陽子氏
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術振興機構渡辺副理事の歓迎の挨拶ののち、本会議の協賛

も行っている日本酒造組合中央会から提供された樽酒と升

が準備され、国内外 10 名の登壇者が樽の蓋を割る鏡開き

が行われた。

　しばらくの歓談の後は、印象的なアトラクションの披露

が続いた。四年制の大学として唯一の舞踏コースを持つお

茶の水女子大学の学生 10 名が斬新なコンテンポラリーダ

ンスを披露し、大きな拍手を受けた。引き続き、日本有数

の美術館である森美術館から、キュレータ荒木氏が最近の

ダイバーシティと美術芸術作品との関係を、たくさんの展

示を映像で紹介しながら語った。その後、STS フォーラム

事務局長でもある尾身衆議院議員が登壇し、GS10 への祝

辞を述べた。

　最後に、GS10 本会議において開会の挨拶をされた

ヨルダン王国のスマヤ王女が再びご登壇、GS10 への

祝意とご自身が議長を務められる 2017 年 11 月ヨルダ

ンで開催する World Science Forum 2017 についてご紹

介された。会の締めくくりとして、共同議長である井

野瀬日本学術会議副会長・甲南大学教授が挨拶を行

い、GS10 成功と参加への謝意を述べた。当初の予想

を上回る 300 人近い参加者を得たバンケットは、数々

の著名な来賓による講演、日本の若い力の躍動、芸術分野におけるダイ

バーシティの広がりなど、本会議の趣旨に共鳴する強い印象を残して幕

を閉じた。会終了後もヨルダンのスマヤ王女が気さくに写真撮影に応じ

られるなど、特に若い参加者には忘れられない夜となったことであろ

う。

（文責：松尾由賀利）

荒木夏実氏

井野瀬久美恵氏

会場の様子（Sumaya ヨルダン王女を囲む人々）

尾身朝子氏

お茶の水女子大学の学生によるダンス
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■ 基本情報

　　開催の両日において、23 ヵ国 / 地域より計 603 人が参加

※ 「登壇者」はプログラム上に表記される者（但し、講演等を行っていない Parallel Session 5

のファシリテータ 3 名（全て日本人）は除く）。濵口理事長、渡辺副理事は「登壇者」に含む。

■ 属性別分析

 ○  「登壇者」及び「一般参加者 + 招待者」の海外 - 国内比率と男女比率

 ○ 「登壇者」（左図）及び「一般参加者 + 招待者」（右図）の地域別分布

Ⅳ．出席者情報
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■ 基本情報 

開催の両日において、23 ヵ国/地域より計 603人が参加 
 

  合計 海外 国内 男性 女性 

  登壇者※ 90 51 39 22 68 

  一般参加者 295 
102 280 102 280 

  招待者 87 

  プレス関係者 23 0 23 12 10 

   JST関係者 108 0 108 71 37 

合計 603 153 450 207 395 

※ 「登壇者」はプログラム上に表記される者（但し、講演等を行っていない Parallel Session 5

のファシリテータ 3名（全て日本人）は除く）。濵口理事長、渡辺副理事は「登壇者」に含む。 
 

■ 属性別分析 

○  「登壇者」及び「一般参加者+招待者」の海外-国内比率と男女比率 

 
○ 「登壇者」（左図）及び「一般参加者+招待者」（右図）の地域別分布 

44%

11%

16%

2%

13%

12%
2%

日本

東アジア
（日本除く）

アジア州
（東アジア除く）

大洋州

欧州

北米

南米/アフリカ

登壇者

73%

14%

5%
2%

3% 3%

日本

東アジア
（日本除く）

亜州（東亜除く）

大洋州
欧州

北米

一般参加者
＋

招聘者

26 .7%

24 .4%

73 .3%

75 .6%

26.3% 73.7%

男 性 女 性

全体

登壇者

一般参加者

&招待者 26 .7%

56 .7%

73 .3%

43 .3%

31.4% 68.6%

海 外 国 内

書式変更: 間隔 段落後 :  0.5 行

- 42 - 
 

Ⅳ．出席者情報 

 
■ 基本情報 

開催の両日において、23 ヵ国/地域より計 603人が参加 
 

  合計 海外 国内 男性 女性 

  登壇者※ 90 51 39 22 68 

  一般参加者 295 
102 280 102 280 

  招待者 87 

  プレス関係者 23 0 23 12 10 

   JST関係者 108 0 108 71 37 

合計 603 153 450 207 395 

※ 「登壇者」はプログラム上に表記される者（但し、講演等を行っていない Parallel Session 5

のファシリテータ 3名（全て日本人）は除く）。濵口理事長、渡辺副理事は「登壇者」に含む。 
 

■ 属性別分析 

○  「登壇者」及び「一般参加者+招待者」の海外-国内比率と男女比率 

 
○ 「登壇者」（左図）及び「一般参加者+招待者」（右図）の地域別分布 

44%

11%

16%

2%

13%

12%
2%

日本

東アジア
（日本除く）

アジア州
（東アジア除く）

大洋州

欧州

北米

南米/アフリカ

登壇者

73%

14%

5%
2%

3% 3%

日本

東アジア
（日本除く）

亜州（東亜除く）

大洋州
欧州

北米

一般参加者
＋

招聘者

26 .7%

24 .4%

73 .3%

75 .6%

26.3% 73.7%

男 性 女 性

全体

登壇者

一般参加者

&招待者 26 .7%

56 .7%

73 .3%

43 .3%

31.4% 68.6%

海 外 国 内

書式変更: 間隔 段落後 :  0.5 行

- 42 - 
 

Ⅳ．出席者情報 

 
■ 基本情報 

開催の両日において、23 ヵ国/地域より計 603人が参加 
 

  合計 海外 国内 男性 女性 

  登壇者※ 90 51 39 22 68 

  一般参加者 295 
102 280 102 280 

  招待者 87 

  プレス関係者 23 0 23 12 10 

   JST関係者 108 0 108 71 37 

合計 603 153 450 207 395 

※ 「登壇者」はプログラム上に表記される者（但し、講演等を行っていない Parallel Session 5

のファシリテータ 3名（全て日本人）は除く）。濵口理事長、渡辺副理事は「登壇者」に含む。 
 

■ 属性別分析 

○  「登壇者」及び「一般参加者+招待者」の海外-国内比率と男女比率 

 
○ 「登壇者」（左図）及び「一般参加者+招待者」（右図）の地域別分布 

44%

11%

16%

2%

13%

12%
2%

日本

東アジア
（日本除く）

アジア州
（東アジア除く）

大洋州

欧州

北米

南米/アフリカ

登壇者

73%

14%

5%
2%

3% 3%

日本

東アジア
（日本除く）

亜州（東亜除く）

大洋州
欧州

北米

一般参加者
＋

招聘者

26 .7%

24 .4%

73 .3%

75 .6%

26.3% 73.7%

男 性 女 性

全体

登壇者

一般参加者

&招待者 26 .7%

56 .7%

73 .3%

43 .3%

31.4% 68.6%

海 外 国 内

書式変更: 間隔 段落後 :  0.5 行



－ 41 －

　本サミットでは、最後のプレナリーセッション「総括と今後の展開」において本サミットの

まとめとしてのジェンダーサミット東京宣言：架け橋（Gender Summit Tokyo Recommendation: 

BRIDGE [Better Research and Innovation through Diversity and Gender Equality] ) が議長である渡辺

JST 副理事より発表され、参加者全員と共有された。その内容は以下の通りである。

　

１．ジェンダー平等は持続可能な社会と人々の幸福に不可欠な要素であり、科学、技術及びイ

ノベーションが人々の生活をどれくらい良いものにできるか、その質を左右する。それは、

男女間の機会均等に加え、ジェンダーの科学的理解とジェンダーの差違が科学技術の主要

因と捉えられ分析されてこそ社会にイノベーションをもたらし得る。（ジェンダーと科学

技術イノベーションをつなぐ）

２．ジェンダー平等は 17 ある SDGs すべての実践に組み込まれることが必要であり、科学技

術イノベーションと共に歩むジェンダー平等は、国連の持続的な開発目標（SDGs）のそ

れぞれと結びつき、17 すべての目標の実現を促す架け橋となる。（SDGs をつなぐ）

３．SDGs に掲げるジェンダー平等は、社会における多様性、とりわけ、女性や女子、男性や男子、

民族や人種、文化等が果たす意味や役割を社会がどのように認識して定義しているか、そ

の関係性を考慮して進める必要がある。それはジェンダー平等 2.0 として、産業界を含む

すべての関係者にとって自らが取組む持続的課題のひとつとすべきである。（すべての人

をつなぐ）

また、原文は以下の通りである。

１．Gender equality is an essential determinant of societal sustainability and wellbeing and affects how 

science, technology and innovation can improve people’s lives. It is realized through interventions 

to create equal opportunities between women and men; and implementing scientific understanding 

of gender, and of related differences, as important and intersecting factors in creating societal 

benefits for all. (Bridge Gender and STI)

２．Gender equality should be integrated into the implementation of all 17 SDGs, because gender 

equality within science, technology and innovation provides a BRIDGE through which targets of 

all 17 SDGs can be connected to enhance implementation success of the UN SDG agenda. (Bridge 

SDGs)

Ⅴ．東京宣言：BRIDGE
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３．Gender equality in the context of SDG targets must recognize the influence of human and societal 

diversities, and, in particular, how science and societies define and BRIDGE the roles and attitudes 

to women, girls, men, boys, ethnicity, race, cultures etc. Gender Equality 2.0 should be adopted 

by all stakeholders, including industry when planning and implementing actions to achieve 

sustainability. (Bridge all People)
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1. 米国大使館、東工大、NSF 主催 GS10 Satellite Symposium

■ シンポジウム概要

日 時： 平成 29 年 5 月 24 日（水）　14:00 - 17:00

会 場： 東京工業大学大岡山キャンパス内レクチャーシアター（大岡山西 5 号館 3 階）

主 催： 米国大使館，東京工業大学，米国国立科学財団

登壇者：　 

　〈基調講演者〉

　　Londa Schiebinger（スタンフォード大学教授，米国）

　〈パネリスト〉

　　Londa Schiebinger（スタンフォード大学教授，米国）

　　永瀬伸子（お茶の水女子大学教授 / 学長補佐，日本）

　　山田明（東京工業大学大学院教授，日本）

　〈司会〉

　　Kellina M. Craig-Henderson（米国国立科学財団社会科学局副局長，米国）

聴講者数：約 100 人

■ 報告

　本シンポジウムは、「Gendered Innovations」によるダイバーシティの一層の推進を目指して

開催された。

　まず Schiebinger 氏より「Gendered Innovations」について説明、即ちジェンダーに配慮した

研究環境においてイノベーションを図るもので、sex（生物学的な性差）及び gender（社会学

的な性差）による分析（sex and gender analysis: SGA）を研究デザインに取り入れること等を紹

介した。生医学や健康、エンジニアリング等の応用研究や実用化開発において性差を具体的に

論じるのは時にタブー視されるが、一方でイノベーション創出という点で有効な考え方となり

得る。

　昨今のジェンダーに関する議論がジェンダー「不平等」を前提に行われていることを踏まえ、

同シンポジウムでは Craig-Henderson 氏よりこの問題に潜在する偏見についても反定立された。

つまり、露骨な性差別に対する忌避という現在の風潮が却って形を変えて微妙な偏見を助長し

かねないと指摘。永瀬氏と山田氏は、それぞれの所属大学におけるこれらの課題を解決するた

めの数多くの努力の事例を提供しつつ、是正のために必要な課題を提示した。

　パネルディスカッション、会場側との質疑応答を通して、参加者は、研究におけるジェンダー

分析の重要性と暗黙の偏見に関する課題の理解についての知識を高めることができた。ジェン

ダーサミット 10 のプレイベントとして、このシンポジウムは錯綜するジェンダー問題の状況

を理解するための有用な機会を提供したと言える。

Ⅵ．サテライトイベント
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（文責：Kellina M. Craig-Henderson）

　

Schiebinger 氏 パネリストの各氏



－ 45 －

2. 進路で人生どう変わる ? 理系で広がる私の未来

■ シンポジウム概要

日 時： 平成 29 年 5 月 27 日（土）　14:00 - 16:00

会 場： 一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2）

主 催： 科学技術振興機構、文部科学省、内閣府

登壇者：　 

　〈基調講演者〉

　　向井千秋（東京理科大学副学長 / 宇宙航空研究開発機構技術参与，日本）

　　玉城絵美（H2L 株式会社 /WINDS（女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ）

　　　　　　大使，日本）

　〈発表者〉

　　中島さち子（（機関無所属： 音楽家・数学者・21 世紀型教育デザイナー），日本）

　　新保薫子（早稲田大学大学院学生，日本）

　　呉慧怡（市川学園市川高等学校，日本）

　〈パネリスト〉

　　武村紀子（大阪大学産業科学研究所特任助教，日本）

　　大窪香織（国際協力機構，日本）

　　中島佐知子（トヨタ自動車株式会社，日本）

　〈ファシリテータ〉

　　矢部純代（株式会社エンパブリック（講談社 Rikejo プロジェクト事務局），日本）

聴講者数： 約 300 人

■ 報告

　本シンポジウムは、女子中高生のみならずその保護者や学校教員を対象に、基調講演、経験

談発表、座談会、特別講演のセッション形式で開催された。基調講演、経験談、座談会、特別

講演とも、参加登録時に募集した登壇者宛ての質問、「数学が苦手だが理系に進んで良いのか」

向井千秋氏 「座談会」の様子
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「理系に進むにはどの教科を勉強すれば良いのか」などを踏まえながら、登壇者ご自身の経験、

希望、理系を選んだことで人生がどう変わったか、現在の充実、未来への展望をそれぞれ発表

した。

　向井千秋氏はアジア人女性初の宇宙飛行士になるまでの道のりとそこに至った体験と思考を

踏まえ、生徒たちに対して「垣根を作らないで」と自分の可能性を自ら閉ざさないことを強調、

“If you can dream it, you can do it.（夢に向かってもう一歩）”と夢を持つことの重要性を強く訴

えた。また、スーパーサイエンスハイスクール（SSH, 文部科学省より、科学技術や理科・数

学教育を重点的に行う高等学校を指定する制度）指定校にて学ぶ高校生や現役の理系大学院生

の日常も紹介され、会場からの耳目を集めた。社会人登壇者らは、自らの進路選択時の想像を

遙かに超えた今を生きている事に触れ、固定観念にとらわれず柔軟に進路を考えてよい、と説

いた。研究者であり、また起業もしている玉城絵美氏からは自分の欲望を認めること、それを

実現させるために何が必要か考え、具体的に想像すること、その先にある選択肢としての理系

進学の大きな可能性を語った。

　

　閉会後も登壇者の周りには参加者が集まって時間内に収めきれなかった質問が寄せられるな

ど、熱気のあるイベントとなった。参加した女子高生からは「理系がこんなに広いとは思わな

かった」「理系進学の先には色々あることを初めて知った」という声が聞こえた。

　休憩時間と閉会後にはおこなわれたポスターセッションでは、女子中高生等が企業や大学等

と直接情報交換を行った。参加者は進学や就職に関する質問をするだけではなく、“リケジョ”

の先輩へ、真剣に経験等を聞く姿もあり、「受験」だけでない“リケジョ”の未来や具体的な

職業イメージを得る機会となった。

　またこうした参加者のみならず、名刺交換等によりポスター出展団体の担当者同士がネット

ワークを形成できる機会ともなり、参加した大学や企業等からは「多くの参加者と接すること

が出来た」「次回もあれば参加したい」「理系の多様な仕事をセッションとポスター両方で示す

ポスターセッションで質問する参加者 登壇者への質問のため列をなす参加者
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ことができた」等の反応を得た。

　保護者や教員からも「理系に対する固定観念があったことに気づいた」「このようなイベン

トは頻繁にやってほしい」等の反響があり、総じて学生、保護者、教員、参加団体ともに新し

い気づきを得たイベントとなった。　　　　

　来場者アンケートでは、保護者や教員等、学生共に全ての項目で「とても良かった」「良かった」

が合わせて 80％を超え、非常に高い評価を得た。偏差値以外の進路決定要素を具体的に示し、

理系選択後の人生にスポットを当てた本シンポジウムの継続開催を望む声も多く、こうした反

響を踏まえ、ジェンダーサミットの枠を超えた新たな活動として継続が決定した。

　

（文責：大久保有紀）

　

登壇者　各氏
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3. GS10 Satellite Conference in Okinawa

■ シンポジウム概要

日時： 平成 29 年 5 月 29 日（月）　10:00 - 16:00

会場： 沖縄大学院大学

主催： 沖縄大学院大学、九州大学、科学技術振興機構

登壇者：　 

　〈基調講演者〉

　　Dwikorita Karnawati （ガジャ・マダ大学教授，インドネシア）

　　Rubiyah Yusof （マレーシア技術大学教授，マレーシア）

　〈パネリスト〉

　　Yoosoon Chang（インディアナ大学，米国）

　　嘉数悠子 （国立天文台ハワイ観測所スペシャリスト，マレーシア）

　　蘇慧貞（台湾国立成功大学学長，台湾）

　　Ye Zhang（沖縄大学院大学学長，日本）

　　Elizabeth (Liz) Dennis（オーストラリア連邦科学産業研究機構，豪州）

聴講者数： 約 80 人

■ 報告

　本サテライト会議は、「アジア太平洋地域

における科学の最先端」をテーマに、アジア

太平洋地域出身の傑出した女性研究者・指導

者たちの業績に注目し、同地域の女性科学者

たちの情報交換の場として開催された。また、

九州・沖縄アイランド女性研究者ネットワー

ク（Qwea）に所属する 12 の大学もパートナー

として参加を得た。29 日に招聘者による講

演やポスターセッション、パネルディスカッション等が行われた他、翌日（5 月 30 日）には

オプショナルツアーが実施された。

　冒頭、Dr. Peter Gruss OIST 学長、JST 渡辺副理事のオープニングアドレスがあった。その後

の会議で報告を行った 7 名の招聘登壇者の専門分野は、天文学や人工知能研究から化学、経済

学、環境衛生学、遺伝学や反発力科学など広範囲にわたった。全ての登壇者は、全て、それぞ

れの経歴のいずれかの時点で国際経験があり、その国際経験がそれぞれの専門分野での経歴を

築くうえで強く影響したという点で共通する。

　基調講演として登壇した Karnawati 氏は、知識に基づく社会を創造するべく、農村地域にお

いて研究に基づく教育と科学技術の発展を推進するための新たな戦略を大学として導入したこ

とを語った。当プログラムにより、ソーシャルメディアを利用してデジタル革命時代に生きる

会場の様子
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住民の生活を生産的にした他、若い人々の育成に努めている。また、地方での震災復興への大

学の貢献についても語り、学問が社会の課題解決に大きく貢献することも紹介された。人間力

と科学技術の競争力の向上により、弾力があり持続可能なインドネシアの実現が期待されてい

る。

　Yusof 氏は、マレーシアで盛んな材木輸出の一方で違法伐採によるマレーシア固有種の絶滅

が危惧されていることを踏まえ、人工知能技術を使った加工木材の高性能自動識別システムの

開発を報告した。これにより、違法な材木売買の防止とマレーシアの絶滅危惧樹木種及び木材

伐採業界の保護への寄与が期待されているという。

　次のトークセッションでは 5 氏が登壇し自身の研究活動等を発表

した。次いで、全招聘登壇者をパネリストとして行われたパネルディ

スカッションでは、ジェンダーの問題を分野横断的な利益と考える

ことの利点を考察しつつ女性研究者数を増加できるか、ジェンダー

サミットを国レベル或いは特定の学問分野レベルで開催可能かの 2

つの論点について議論が行われた。アジアでは、女性が理系に進む

ことを抑えてしまう要因として家族の抵抗など文化的な側面が大き

い、ジェンダーサミット開催による成果目標をどう定義するか、そ

の目標に向けて会議の内容は如何にあるべきかを検討することが重

要、等の意見が出された。

（文責：Machi Dilworth）

全員集合写真 基調講演の Karnawati 教授

基調講演の Yusof 教授

聴講者たち
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4. 北欧科学技術イノベーション（NORSTI）セミナー（第 1 回）

■ シンポジウム概要

日時： 平成 29 年 5 月 31 日（水）　14:00 - 17:00

会場： 駐日スウェーデン大使館

主催： 駐日スウェーデン大使館、駐日デンマーク大使館、駐日フィンランド大使館、

　　　駐日ノルウェー大使館、アイスランド大使館

登壇者：　 

　〈基調講演者〉

　　Irma Erlingsdottir（アイスランド大学教授，アイスランド）

　〈パネリスト〉

　　渡辺美代子 （科学技術振興機構副理事，日本）

　　滝沢翠里 （日揮株式会社，日本）

　　大林ミカ （公益財団法人自然エネルギー財団事業局長，日本）

　〈ファシリテータ〉

　　Anders Karlsson （Elsevier 社，オランダ）

聴講者数：約 100 人

■ 報告

　北欧 5 カ国の駐日大使館科学技術イノベーション部門の協力により、北欧諸国における特に

再生エネルギー分野での女性活躍に係る取組み紹介を目的に開催。

　各登壇者は、研究開発やエネルギー事業における実例を挙げて、女性が理工系分野へ参画す

ることの重要性を強調した。持続可能な社会へ移行するためには、国連の持続可能な開発目標

（SDGs）でも示されているように、柔軟性と多様性が必要である。会場側と対話しながら、女

性が意志決定プロセスへより参入し易くするための方法を論じた。

　

　北欧諸国における係る取組みに関して、Erlingsdottir 氏は、同諸国は男女共同参画の先進国

として知られているが、まだ道半ばであり、男女格差を縮めるためには女性のロールモデル確

立や暫定的な手段としてのクォーター制等の必要性に言及した。渡辺氏は、日本では伝統的に

パネル討論の様子 会場の様子
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科学技術系の職種では男性優位であり、これを改めるには理系教育

が重要であり、とりわけ自分の娘が伝統的な選択をするように誘導

しがちな母親の役割を指摘した。滝沢氏は、働きながら研究を行っ

ている女性の役割を日本とデンマークについて比較し、若い世代は

新しい環境に挑戦すべきと訴えた。大林氏は、再生可能エネルギー

を促進するためには、多くの利害関係者間の幅広い関わり合いが必

要であり、再生可能エネルギー革命によってあるべきジェンダー平

等の実現が早まると予測した。また、働き方を変えることを容認す

るためには、より精力的で柔軟性のある就労制度を導入しながら、とりわけ男性がワークライ

フ・バランスの変換に必要な経験をすることが重要であることが議論された。

　なお、国連大学 Gender Equality Studies and Training Program にて進めている地熱エネルギー

に関する活動の日本での展開についての期待についても示された。

（文責：村上有美、Teppo Turkki、Halldor E. Olafsson、

                 　　　　　　　　  Svein Grandum、Niklas Kviselius）

質疑応答
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Ⅶ．メディア掲載状況
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Ⅶ．メディア掲載状況 

 

□開催前□

掲載誌 掲載面 記事見出し

1 H 29.2.27 月 化学工業日報 1 ジェンダーサミット 5月に日本初開催

2 H 29.2.22 水 マイナビニュース（net) ー
5月に東京で10回目の「ジェンダーサミット」議論深め

SD Gｓに提言

3 H 29.2.27 月 文教ニュース 46 5月にジェンダーサミット10開催

4 H 29.2.27 月 文教ニュース 40＆57
理事長定例説明会と講演会「ダイバーシティ推進の評価

手法」など

5 H 29.3.2 木 日刊工業 24 ジェンダーサミット 5月、東京で開催

6 H 29.3.3 金 科学 1 ジェンダーサミット 日本初開催

7 H 29.4.10 月 日経ビジネス（net) ー イノベーション実現には開発時に性差を考慮せよ

8 H 29.4.13 木 リセマム（net)　※ ー 向井千秋氏も登壇、中高生対象リケジョ応援イベント

9 H 29.5.3 水 N EW SA LT（net) ー
「リケジョ」の女子中高生集まれ！未来を知る進路イベ

ント開催

10 H 29.5.19 金 科学 2 ジェンダーサミット10

11 H 29.5.22 月 文教ニュース 50 ジェンダーサミット10開催

※リセマム掲載記事は、Yahoo!,ライブドア,Infoseek等複数ニュースサイトへ転載

掲載日

□開催前□
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□開催後□
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■開催後■

掲載誌 掲載面 記事見出し

1 H29.5.25 木 日刊工業新聞 23 ジェンダーサミット開幕

2 H29.5.25 木 サイエンスポータル
ジェンダーサミット10、東京都内で開催 「ジェン
ダーの平等」目指しSDGsに提言へ

3 H29.5.25 木 マイナビニュース（net)
※サイエンスポータルより転載

ー
ジェンダーサミット10、東京都内で開催「ジェンダー
の平等」目指しSDGｓに提言へ

4 H29.5.25 木 化学工業日報 「ジェンダーサミット10」

5 H29.5.29 月 サイエンスポータル
「ジェンダーの平等は持続可能な社会と人々の幸福に
不可欠」 ジェンダーサミット10が世界に提言して閉
会

6 H29.5.29 月 マイナビニュース（net)
※サイエンスポータルより転載

ー
「ジェンダーの平等は持続可能な社会と人々の幸福の
不可欠」ジェンダーサミット10が世界に提言して閉会

7 H29.6.1 サイエンスポータル
「ジェンダーの平等」を多様性の視点から捉えて　日
本初開催の「ジェンダーサミット10」を振り返って

8 H29.6.1 木 Mechanobiology Institute
Small steps to Big Changes towards Gender
Equality in Science

9 H29.6.3 土 読売新聞夕刊 3 とれんど　女性の活躍を阻むもの

10 H29.6.5 月 日刊工業 17 研究者の男女差　注目

11 H29.6.5 月 ニュースイッチ（net) ー 研究とイノベーションにどんな男女差があるのか

12 H29.6.5 月 文教ニュース 48＆49 「ジェンダーサミット10」開催、600名が参加

13 H29.6.5 月 文教ニュース 49 リケジョの体験談で進路を考える

14 H29.6.6 火 Twitter
3 ways the EU is committed to making science gender
equal. My welcome address at 10th @gendersummit in
Tokyo #GS10

15 H29.6.9 金 科学新聞 2
ジェンダーサミット10開催　23の国と地域から600人
以上が参加

16 H29.6.9 金 山口新聞 4 視点 論点＝男女共同参画　ジェンダーの尊重を

17 H29.6.12 月 ELSEVIER（net) ー
Asia-Pacific Gender Summit aims to boost
innovation in research through diversity

18 H29.6.30 水
さくらサイエンスクラブ
会員宛メルマガ

ー 「ジェンダー平等と多様性の大切さ」

19 2017/6/- - Rikejo46号2017JULY
(講談社)

7 今月のRikejoニュース

20 H29.7.6 木 朝日 23 「多様なジェンダー　科学強くする」

21 H29.7.18 月 WEBRONZA
（朝日新聞の言論サイト）

－ 「やる気や才能を死蔵させない」という世界潮流

22 H29.8 - 共同参画（内閣府刊行物) P9 リケジョサテライトの記事１P

23 H29.8.31 木 読売新聞  論点 11面 技術開発に女性視点を増やそう

24 H29.8.31 木 朝日新聞
（朝日こども新聞掲載）

1面 6/12朝日新聞記者取材

掲載日

木
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　GS10 はジェンダーサミットとして 10 回目、アジア太平洋会議としては 2 回目の開催となっ

た。今回の会議で議論された内容の特徴は、以下のようにまとめられる。

１．アジアの視点を重視し世界に発信

ジェンダーサミットが欧州から始まったように、多くのこれまでのジェンダーに関する会

議や議論は欧米を中心として始まり、展開されてきた。欧米の統一されてわかりやすい表

現と単純な指標で各国を比較する方法はこれまでの世界の標準となり、世界経済フォーラ

ムによるジェンダーギャップ指数（GGI）等の指標は、アジア地域のジェンダー平等がい

かに遅れているかという結果を明確に示して来た。これはある側面から見たジェンダー平

等の姿を表していると言うことができる。しかし、この指標だけで各国の状況を的確に表

現できているとは必ずしも限らないのではないか、という疑問をもとに本会議では多くの

議論がなされた。例えば女性比率は、女性と男性が皆同じ質であるという前提のもとに大

きな意味をなすものである。各自がそれぞれ異なる価値を持っている場合、単純に女性比

率を比較することの意味は薄れる。また、アジアには深刻な問題に対して表面にはなかな

か表れない女性の偉大な貢献があることも本サミットで明確になった。更には、日本をは

じめとするアジア地域においては、多様な倫理観、地域性、文化等が果たす役割は大きい。

実際に、多くのセッションでこのような複雑な背景を考慮してジェンダー平等を検討し、

進めることの重要性が議論され、共通の結論となった。

２．ジェンダー平等の再定義

これまで女性と女子を対象としてジェンダー平等を論じてきたが、時代の変化と共に、男

性と男子の問題や文化を含む多様な要因との関係も無視できない状況になりつつある。女

性と女子を対象にしたジェンダー平等が十分に達成されたという状況にはほど遠いもの

の、女性と女子の問題を解決するためにも他の要因との関係を考慮しながら進める必要が

あることを本会議で議論した。GS10 では、男性と男子の学力低下問題、スポーツにおけ

るジェンダー問題についてもセッションを設置し、議論した。ここでの議論は、女性と女

子の問題で浮き彫りになる課題と同様の課題が議論された。つまり、ジェンダーを巡る様々

な問題は基本的に同じ本質的問題を抱えているということが言える。これらの個々の問題

を個別に議論するより、より広い視点で俯瞰的に問題を捉え、課題を設定することが必要

であり、それが本質的な問題解決につながると考えられる。これらを進めるために、本会

議ではこれまでの女性と女子を対象にしたジェンダー平等を Gender Equality 1.0 と定義し、

多様性の観点を加味して地域性、倫理観、文化、宗教、各個人の能力等を含めたジェンダー

平等を Gender Equality 2.0 と定義した。

Ⅷ．まとめと今後の課題
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３．多数の組織との協働

ジェンダー平等は多くの組織と多くの関係者にその価値が理解され、共有されて初めて意

味をなす。そのためには、主催と共催機関だけでなく、より多くの機関や組織が会議に

主体的に参加することが必要である。今回、主催である JST、共催である日本学術会議と

Portia Ltd. に加え、111 の機関に後援、パートナー、協賛・協力という形で参画いただいき、

114 の機関が協力して企画と運営をすることができた。後援は科学技術に関係する 9 府省

を含む 23 機関、最も直接的関与が大きいパートナーは 9 機関、協賛と協力は企業と大学

を中心に 74 機関が共に GS10 を作り上げることとなった。多くの機関に主体的に参画い

ただくことで、今後の展開も十分できる体制は整備された。

　ジェンダー平等が何のために重要なのかという問いを考えると、すべての人が安全に暮らす

ことができる持続可能な社会を実現するためであり、これは国連の持続的開発目標 SDGs と同

じである。今回 GS10 に関わったすべての関係者は、科学技術がジェンダーを考慮することで

すべての人に貢献できる科学技術の役割を果たすことができることを共通認識とした。そのた

めには、GS10 で得た上記 3 つの概念こそが、世界の社会的課題である SDGs の解決に寄与で

きると考える。

　更に、今後の課題として以下のことが挙げられる。

１．成果の展開

今回、ジェンダーサミット東京宣言：架け橋（BRIDGE）をはじめとする成果を出すこと

ができたが、これらを今後どのように展開し、社会に埋め込んでいくかが最も大きな課題

である。国内で更に多様な組織と継続的に議論をし、その内容を展開し確実に実行する必

要がある。また、国際的ネットワークに積極的に参加し、世界に強く発信し世界と共にジェ

ンダー平等を進めなければならない。本会議の主催である JST 及び共催機関である学術

会議がその中心的役割を果たし、本会議の後援、パートナー、協賛、協力機関と協力関係

を重視しながら成果の展開を進めることが必要である。

２．ジェンダーを要因として考慮する科学技術の推進

ジェンダーが科学技術において重要な要因であることが本会議で共通に認識された。それ

は、科学技術がすべての人に対して価値を提供し、損失を最小化するために必要なことで

ある。この課題がなかなか進まない要因の１つは工学分野でのジェンダーバランスが悪い

ことであり、工学分野のジェンダー平等を推進すると共に、工学においてジェンダーを意

識し要因として埋め込む研究開発の推進が必要である。これと同時に、あらゆる分野で女

性の参画機会を増やすことを真剣に考え、実行する必要がある。
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３．関係機関の責任ある実行

本会議では、科学技術においてジェンダーを考慮し、ジェンダー平等を推進することの重

要性が多角的に議論された。その結果、一律的方法でジェンダー平等を進めることより、

むしろ各組織や各個人の特性や能力を活かしそれぞれの方法を尊重しながら共有すること

の意義が認識された。また、同時にわが国の優秀人材が国内で活躍の場を見いだせず海外

にて活躍する実態も見ることとなった。わが国の貴重な財産である有能な人材に活躍でき

る環境と場を提供し、国内を基点として世界に展開できるイノベーションの実現が急務で

ある。そのために、関係機関がそれぞれ責任ある戦略と施策を考案し、実行していくこと

が強く望まれる。

（文責：渡辺美代子）
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■ 執筆者 ■

全体統括：渡辺美代子（JST 副理事）

執筆者：伊藤公雄 （京都大学教授）

井野瀬久美惠（日本学術会議副会長、甲南大学教授）

小川眞里子（三重大学名誉教授）

行木陽子（日本 IBM 株式会社技術理事）

藤井良一（情報 ･ システム研究機構機構長）

松尾由賀利 （法政大学教授）

三成美保 （奈良女子大学副学長）

宮浦千里 （東京農工大学副学長）

森初果 （東京大学教授）

執筆協力者：

「Ⅲ . 各セッション報告」の 2 節について、科学技術振興機構（JST）の執筆協力者は以下の通り：

　2- ① . 徳永智美（JST 研究プロジェクト推進部）

　　　　天野万里（JST 研究プロジェクト推進部）

　2- ② . 市岡利康（JST 国際部）

　　　　川添菜津子（JST 国際部）

　2- ③ . 平尾孝憲（JST 産学共同開発部）

　2- ④ . 嶋田一義（JST 科学コミュニケーションセンター）

　2- ⑥ . ラオちぐさ（JST 理数学習推進部）

　2- ①～ 2- ④ . 笠水上祐子（JST 低炭素社会戦略センター）　

　

「Ⅵ．サテライトイベント」の執筆協力者は以下の通り：

　1. 米国大使館、東工大、NSF 主催 GS10 Satellite Symposium

　　（Kellina M. Craig-Henderson （アメリカ国立科学財団副補佐役））

　2. 進路で人生どう変わる ? 理系で広がる私の未来

　　（大久保有紀（JST ダイバーシティ推進室））

　3. GS10 Satellite Conference in Okinawa

　　（Machi Dilworth（沖縄科学技術大学院大学副学長））

　4. 北欧科学技術イノベーション（NORSTI）セミナー（第 1 回）

　　（村上有美 （デンマーク王国大使館 上席イノベーション・科学技術担当官））

　　（Teppo Turkki （フィンランド大使館 科学技術イノベーション参事官））

　　（Halldor E. Olafsson （アイスランド大使館））

　　（Svein Grandum （ノルウェー王国大使館 科学技術・高等教育参事官））

　　（Niklas Kviselius （スウェーデン大使館 科学イノベーション参事官））



－ 58 －

編集事務局：　JST ダイバーシティ推進室

　　　　安孫子　満広　　　　

　　　　天野　年崇

　　　　荒木　喜明

　　　　川端　賢

　　　　中村　マユミ

　　　　大久保　有紀

ジェンダーサミット 10（GS10）報告書

2018 年 3 月

〒 102-8666　東京都千代田区四番町 5-3　サイエンスプラザ

国立研究開発法人　科学技術振興機構　ダイバーシティ推進室

TEL：03-5214-8443    

E-mail:diversity@jst.go.jp

 JST 2018. All rights reserved.

許可なく複写 / 複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。



国立大学法人

奈良女子大学
Nara  Women s  University,

Gender Summit 10 Report

G
en

d
er Sum

m
it 10 R

eport

ジェンダーサミット10

報告書


