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自己紹介

博士（理学） 化学・生命科学

研究者 → 行政 → 人材育成/ダイバーシティ推進
 大学発ベンチャー（創薬基盤技術）兼業

男女共同参画、女性活躍促進分野については、
 学術的な専門家ではない
 大学での業務従事を通じた実践的な経験値/知をもつ

女性活躍/ダイバーシティ推進に関する、大学の問題意識、取組例、
学生の意識などについて紹介します
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北海道大学の現状
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2026年
創基150年
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女性活躍に係る取組の推移

男女共同参画/女性研究者支援 国際化/若手研究者登用促進

年齢、職位、国籍等、研究者の多様化が促進
多様性を包摂し、すべての研究者がその能力を存分に発揮できる環境の実現へ

 2004年 男女共同参画委員会
 女性教員採用促進策
 2006年 女性研究者支援室開設

 若手教員採用育成促進の取組
 大学のグローバル化の取組
 大学の研究力強化の取組

2020年４月 女性研究者支援室を「ダイバーシティ研究環境推進室」へと名称変更
2021年12月 北海道大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言
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特設サイト設置 教職員・学生のメッセージ動画など

https://diversity.synfoster.hokudai.ac.jp/
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ダイバーシティ推進の最重要課題＝女性の活躍

教職員・学生における女性の人数と割合

教職員

学生 18,113

◆教員 2,283 （女性14.4％）
◆職員 1,924 （女性49.1％）

（役員８名を含む）

＊特任教員を含む

◆学部 11,561（女性29.6％）
◆大学院 6,552（女性29.9％）

4,215

＊職員のデータのみ2020.5.1

＊

留学生 2,104（女性47.6％）（女性29.8％）

＊

2021.5.1現在

留学生 179（女性41.3％）
留学生 1,925（女性48.1％）
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ダイバーシティ推進の最重要課題＝女性の活躍

職位別女性教員の割合
参考）
第６期科学技術・イノベーション基本計画
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％10.8 
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2020年度
国立大学平均：2020年5月1日現在
北海道大学：2021年1月1日現在

男女別の教員職階構成（教授：准教授/講師：助教）

男

女

34.1％ 35.8％

15.5％ 38.3％

30.0％

46.2％

男性１:１:１
女性１:２:３
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世界の状況との比較
男女共同参画白書令和３年版 世界のトップ研究大学との比較（東京大学を例に）

北海道大学 女性割合
学生 30％ ⇒ 教員 14.4％
育てられていない or 環境が良くない

https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20211021gg.html
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女性活躍推進のための対応策

総合的な人事計画
年齢構成の適正化（教授：准教授/講師：助教の割合１：１：１）
人材の多様性の確保（若手、女性、外国人の雇用促進）
流動性の向上（民間企業等との人事交流）

１ 人材政策

２ 環境整備・意識改革・女性研究人材育成支援
専門部署の設置
 人材育成本部 ダイバーシティ研究環境推進室
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環境整備・意識改革・女性研究人材育成支援の取組
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女性研究者、女子学生から見た大学の環境
女性教員へのアンケート＆ヒアリング結果より

13,14pは投影のみ

055760
四角形



15Promotion office of Research environment for Diversity (Ree-D), Hokkaido University.

男女は異なるメッセージに囲まれて育つ（ステレオタイプ）

優しい、思いやりがある
繊細である
感情的である
協力的である

人に優しくしなさい
謙虚でありなさい
生意気をいうな
おとなしくていい子だね

強くなりなさい
勝たなければいけません
勇敢であれ
元気でたくましく

女性らしいとされる資質
決断力がある
分析的思考にたけている
論理的である
独立している

男性らしいとされる資質

リーダーや研究者などの
社会的イメージと一致

社会が持つ
ステレオタイプ
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無意識のバイアスへの対応の必要性

無意識のバイアス（アンコンシャスバイアス）とは
 過去の経験や社会的背景等から影響を受けて、特定の社会的集団に対して、
無意識のうちに形成される偏った認識

女性をはじめとする多様な人材の能力開発やキャリア形成にマイナスに働く大きな
要因となっているため、注目されている

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/02.pdf
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民間企業団体 アカデミア団体
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無意識のバイアスの例

育児中の女性社員に営業はムリと思ってしまう
定時で帰る社員はやる気がないと思う
「親が単身赴任中」というと、父親を想像する（母親を想像しない）
お茶出しは女性がやるものと決まっている
女性は理系に向いていない/数学が苦手と思う
介護しながら働くのは難しいと思う
年配（高齢者）の人は頭が堅く、多様な働き方への融通が利かないと思ってしまう

 通常は集団の中での少数派（人数、権力）に向けられる。
 集団の中で少数派は、自ら声を出しにくく、大切に扱われていないというメッ
セージを受け取ることが多くある。

 個人・組織のパフォーマンスに影響

無意識のバイアスの作用
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赤ちゃんと遊ぶボランティア

男の子と女の子の服を入れ
替えた

女の子（本当は男子）には、
やわらかいおもちゃ、静的
な遊びが選ばれた
男の子（本当は女子）には、
ロボット、体を動かす遊び
が選ばれた

https://www.bbc.com/japanese/video-40959453



20Promotion office of Research environment for Diversity (Ree-D), Hokkaido University.

 中身が同じ履歴書を２種類、女性名Heidi
と男性名Howardで作成し、複数の人に評
価してもらった。一人の人はどちらかのみ
を評価

実験例（Heidi and Howard実験） Columbia business school

 能力については同等の評価

 Heidiは「性格悪そう、一緒に働きたく
ない、好きではない」とされた

 Howardは「好感が持てる、一緒に働き
たい、好きだ」とされた

★実際のとある女性の履歴書を利用



21Promotion office of Research environment for Diversity (Ree-D), Hokkaido University.

ステレオタイプがリーダーとしての女性に与える負荷

図：東洋経済オンラインより

優しい、柔和
な、穏やか

頼りない、
弱々しい、
リーダーらし
くない

こわい、きつ
い、エラそう、
でしゃばり、
ヒステリック

力強い、情熱
的、真剣

有能隠れカリキュラムのひとつ

ダブルバインドというハンデキャップ 社会的に期待されている女性らしさ
と共有されているリーダー像の不一致
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若者・女性が定着する北海道へ
国土交通省 企業等の東京一極集中に関する懇談会資料より
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000107.html
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https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001384142.pdf

国土交通省 企業等の東京一極集中に関する懇談会資料より
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000107.html
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https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001384143.pdf
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https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001409459.pdf
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北海道大学学生の就職状況

学部 修士 博士

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

就職者数 527 341 (868) 922 360 (1282) 289 114 (403) 

道外・その他 367 201 (568) 789 302 (1091) 160 63 (223) 

道内 160 140 (300) 133 58 (191) 129 51 (180) 

道内就職割合
（％） 30.4 41.1 34.6 14.4 16.1 14.9 44.6 44.7 44.7

＊2021年度入学者の地域比率 北海道 32.１％
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「ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ」（令和2年9月、経済産業省）より

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/diversitykyousousenryaku.pdf

＊ミレニアル世代
1980～1995年生まれ
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『Z世代のダイバーシティ&インクルージョンと就職・就労』（民間調査）より

Z世代：1990年後半頃～2012年頃生まれ⇒現在の大学生

職場においてダイバーシティ＆インク
ルージョンが推進されていることは、
職業を選択する際や、働き続ける上で
重要な要素だと思いますか？

そう思わない/
ややそう思わない2.0 ％

どちらとも
言えない
1.0 ％

そう思う/
ややそう思う

97.1 ％
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コロナによるキャリア観の変化（民間調査） 日刊工業新聞社＋Yahoo!ニュース

キャリア観の変化の具体的な内容（複数回答）
1. 「ワークライフバランスを大切にしたい」（75.2％）
2. 「働く時間を短くしたい」（48.0％）
3. 「所属する会社に依存せず自分自身でキャリア形成する必要があると感じた」47.6％

アンケート実施日2021年10月４～５日
全国にいる20－59歳までのYahoo!JAPANユーザーを対象、有効回答5000人有効回答
回答者の男女比はおおむね６対４で、年代は40代が39％で最も多く、50代29％、30代22％、20代11％
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ワークライフバランスは若者・女性のためだけではない

介護離職者数介護者数 男性：女性＝４：６

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/hoiku/20190109/190109hoikukoyo01.pdf
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まとめ

女性活躍推進は複雑な課題
 教育、社会通念、無意識バイアス、統計的差別

教育機関、企業、地域社会全体で取組必要

ビジョンとのギャップから課題を定義
 現状追認では変化は起こせない

長期的に粘り強く
 でも、今不公平にさらされている人を忘れない

現状

ビジョン
公平な社会

男女共同参画社会（女性活躍推進）

Well Being

SDGs

ギャップ

現状 ≠ 当たり前
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