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グローバル化の中で、先進国内で、階層間格

差が拡大している。OECDの調査によれば日本

の貧困率は、先進国24か国の中で2008年に5位、

2015年には15.7％で4位に上昇している。日本

の非正規労働者の貧困の実態も、2015年の非正

規労働者37.5％のうち、女性の74.6％が年収200

万円未満である1。

日本では働いても貧困線以下の生活水準しか

維持できないとされるワーキングプアが4人に1

人、10年連続で1,000万人を超える。年代別では、

若者と定年後に集中し、年収200万円以下の多

くが女性である2。日本社会における女性の貧困

状況は拡大しており、3人に1人が離婚する中、

母子家庭のシングルマザーの年収は月10万未満

が6割（！）という悲惨な状況である（2010年）。

こうした社会状況を反映し、研究者において

も、特に博士号取得者、非常勤講師、うち女性

研究者の実態については、長期間十分な手立て

がないまま推移してきた。

女性研究者の貧困、また男女を問わず非常勤

研究者の貧困については、この間、幾つもの深

刻なデータが出されてきたが、実態分析や政策

改善にむけ十分検討されてきたとは言い難い。

ここでは2018年に行われた非常勤講師組合と

JAICOWSによる711名の関東・関西の非常勤講

はじめに
師のアンケート調査結果における女性研究者の

実態3を含め、若手・非常勤の女性研究者の貧困

について分析し、解決策を検討・提示する。日

本学術会議・文部科学省、関係省庁や広く社会

においても、女性研究者の貧困の実態を認識し、

早期の対策を是非検討していただきたい。

高学歴ワーキングプアとは、大学卒・大学院

修了や博士号取得等の高学歴を持ちながら生活

は年200万円以下という実態を示す表現である。

実に博士号保持者の25％以上、（2018年非常

勤講師アンケートによれば）大学非常勤講師の

68％が200万円以下の収入で生活している3。

1）博士号取得者（PD）4に見る女性研究者

日本の研究者に占める女性の割合は2017年で

15.7％ 5、博士号取得者は2016年で約1.56万人、

うち女性は30.5％となっている6。

15年ほど前から「100人の博士の村」という

パロディがネットに流布されるようになった7。

数値は文部科学省が公表している数値に基づく

ものであり、2000年前後の博士号取得者（1.1万

人余）の実態が描かれている。

それによると、大学院Dr修了後のPDの行方

を100として分析すると、16人が医者、14人が

高学歴ワーキングプア1

羽場久美子

女性研究者の貧困を
どう解決するのか？
─博士号取得者、非常勤講師
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研究者に占める女性割合の国際比較

我が国の研究者に占める女性の割合、また、その増加率は
他の先進諸国と比べて低い。

（備考）

1. 総務省「科学技術研究調査」，ＯＥＣＤ“Main Science and Technology Indicators ”，米国国立科

学財団(National Science Foundation：ＮＳＦ)“Science and Engineering Indicators 2016”より作

成。

2. 日本の数値は，2017（平成29）年の値。韓国は2015（平成27）年値，ドイツは2013（平成25）年値，そ

の他の国は2014（平成26）年値。推定値及び暫定値を含む。

3. 米国の数値は，雇用されている科学者（Scientists）における女性割合（人文科学の一部及び社会科学

を含む）。技術者(Engineers)を含んだ場合，全体に占める女性科学者・技術者割合は29.0％。

＜調査対象国における女性研究者の割合＞

（「理工系分野における女性活躍の推進を目的とした関係国の社会制度・人材育成等
に関する比較・分析調査報告書」（内閣府男女共同参画局、2017年）より抜粋）

注）米国のデータは、科学・エンジニア職種（S&E Occupations）で、学士以上の学位取得者で、雇
用されている者における女性の割合
出典）OECD. Main Science and Technology Indicatorsのデータ” Women researchers as a 
percentage of total researchers (headcount)”（米国以外）、National Science Foundation. 
SESTATデータベース (Scientists and Engineers Statistical Data System)のデータ（米国）に基
づき作成。

＜諸外国の研究者に占める女性割合＞
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資料１０

大学研究者（助手を含む）、20人がポスドク（非

常勤など）、8人が会社員、11人が公務員、7人

が他分野に就職、残り16人は無職、8人が行方

不明か死亡、というものである。2010年の文部

科学省統計によっても、100人中14人が医師、

17人が教師（助教）、11人がポスドク、30人が

技術者、5人が他分野、4人が無職、10人がその他、

2人が留学、7人が行方不明・死亡となっている。

女性の学位取得者を3割とすると、留学を除く

最後の21人の少なくとも3割以上が女性である

ことは想像に難くない。

図1に見るように、我が国の研究者に占め

る女性の割合は、15.7％でOECD先進国の中で

最低であり、スペインでは女性比率は4割近い

（2017年）。理系で見ると14.7％でこれもOECD、

アメリカのデータで最低となっている（内閣府

男女共同参画局2017年）。

博士号取得という専門分野で最高峰の頭脳を

持ちながら毎年2割以上が無職か行方不明・死

亡という実態、また女性が研究者となれる可能

性がいまだ15％前後であるという実態につい

て、日本学術会議や文部科学省は重く考え、早

急に、社会や企業への斡旋や大学での研究・事

務補助作業など仕事を保障していく義務が、国

と大学に課せられている。

これに対し大学は対策を前向きに講じるので

なく、ここ数年は博士号取得を減じる方向に転

じてきた。その結果、世界の博士号取得者が急

速に増大する中、日本だけが減少するという状

況を招いている8。ITを含む知の時代に急速に

図1　研究者に占める女性割合（2017）
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羽場久美子（はば　くみこ）
▪�日本学術会議連携会員・政治学委員会前
副委員長
▪�青山学院大学大学院国際政治経済学研究
科教授・世界国際関係学会（ISA）前副会長
▪ �JAICOWS（女性科学研究者の環境改善
に関する懇談会）会長

� �欧州国際政治、パワーシフトとナショナ
リズム、欧州とアジアの地域統合

専門 
移行しつつある現在、日本で博士号を出し渋る

傾向は将来的に見て危険である。博士号を与え

ないのではなく博士号取得者に適切な場を保障

すること、中でも15％に過ぎない女性研究者の

世界平均並みの積極採用について対策を講じる

ことは喫緊の課題である。

2）非常勤講師に見る女性研究者

非常勤講師も実態調査が十分進んでいない分

野である。

2011年現在780校中の615大学の調査が出た9。

図2に見るように、うち大学教育の4割～ 7割が

非常勤である。即ち大学教育の過半数は、非常

勤講師に負っている。非常勤は正規教員のほぼ

1 ～ 2割の給与で、年200万円前後。2018年の非

常勤講師組合とJAICOWSの調査でも200万以

下が68％、150万円以下が56％を占めた10。全国

18万人中の711人なので、平均値とは言えず人

文社会系に偏るものの、それによると非常勤講

師の女性比率は54％で語学教師が3割程度を占

める。別の調査では、人文科学、芸術系が就職

できない割合は5割をこえる。

大学教育関係者数は、常勤17.7万人、非常勤

18.8万人（52％）で、首都圏では大学教育の6割

～ 7割を非常勤が占めている。1コマ90分（5,100

～ 1万円）とすると半年15コマ×2回で、年間

15 ～ 30万円（！）で大学の授業を教えている。

最多は3 ～ 4コマなので、年50 ～ 120万円。生

きていくにも厳しい額である。

常勤との格差はほぼ10分の1である。非常勤

講師の57％は女性で100万円台が多い。これま

で問題とならなかったのは、配偶者が常勤、実

家から通う、非常勤は名誉職という意識もあり、

問題視されてこなかった。

しかし今年のアンケートでは、711人中、非

常勤講師を主たる収入源としているものは52％

となっており、一番の不満として、収入が少な

い（41％）、身分が不安定（39％）が8割を占める。

個別選択の不満（複数）では、賃金が低い、生

活が不安定、研究費の不足、簡単に

解雇される、という項目を6 ～ 8割

が選択している。日本学術会議ジェ

ンダー研究分科会主催のシンポジウ

ムでも、某国立大学学長（女性）から、

「大学教育が非常勤を搾取して成り

立っており、その半数以上が女性に

よって支えられている現状を重く見

るべきだ」という指摘もあり、早急

な対応と改善が望まれる。
図2　非常勤教員率の度数分布2011
	 出典：読売新聞教育取材班『大学の実力2012』（中央公論社､ 2011）
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大学教育の半分以上を実質的に支えている非

常勤講師や博士号取得者から、切実な改革の要

請が出されている中、男女共同参画の推進や女

性教員の指導的地位の割合を3割にする動きが

進み、成果が表れている。しかしこの二つは残

念ながら連動して改善されてはいない。

先のシンポジウムでも、男女共同参画を進め

る専任教員から嘱託職員へのパワハラや無理解

が指摘された。また、指導的地位への女性3割

という目標が国策として達成されても、具体的

に何を改善するかという内容なしには、選ばれ

た女性教員が非常勤をネグレクトしたり自分は

他とは違うという特権意識を抱いてしまうとす

れば、それは意図した目的と反する結果となる。

日本学術会議でも女性会員・連携会員が3割・

600人を超えたが、それが若手や女性研究者の

貧困の改善に注意を払う形にはなっていない。

むしろ、非常勤、若手研究者などの環境は逆に

悪化している状況を見据えねばならない。

トップの地位の数値目標達成のみならず、ボ

トムの女性研究者の貧困にも直接目を向け改善

する使命を、日本学術会議も大学も負っている。

また非常勤講師や若手研究者の惨状、学位取得

者の2割が無職や職を放棄せざるを得ない実態

を重く見、日本を支える知的能力集団の待遇環

境改善を全力で進めねばならない。

ヨーロッパでは、グローバル競争社会と合わ

せて、Safety netを含む社会保障制度が併存する。

女性比率拡大と
低賃金研究者の関係2

企業の社会的責任と合わせ、大学の社会的責任

を女性研究者のボトムレベルでの環境改善と合

わせ、チェックしていく必要がある。

年間1万人余の博士号取得者に対しては、返

還義務なしのPD奨励金の増加、TAにアメリカ

並みの給与（月額30万程度）を与える等の予算

措置を、大学も国も考える必要がある。文部科

学省の科研費やSPD、DC1、DC2の選考委員を

拝命していたが、選出比率が少なすぎ、また少

数の国立大学のPDに偏る傾向がある。それでは

敗者は固定化されてしまう。米欧、中国と比較

しても少額な国の支援の増大、企業のCSRの若

手・女性研究者への投資も再考すべきであろう。

私学を含む研究資金の門戸開放が必要である。

極端な低賃金・低条件に置かれてきた非常勤

講師の手当ての増額、その6割を占める女性研

究者の自立支援は、重要かつ喫緊の課題である。

1）労働契約法改正による、女性語学研究者の

不安定化

今一つ、注目すべきは、労働契約法の改正採

択である。

5年以上非正規雇用を続ければ正規雇用か無

期雇用に転換するという法が、2018年から実施

されている。多くの大学でも、非常勤の研究者、

派遣職員が、個別に雇い止めの措置を取られて

いる。しかし法執行前に大量解雇しようとした

大学はいずれも敗訴し、無期雇用に転換せざる

を得ない状況になっている。

非常勤の無期雇用が必ずしも積極的な解決と

は言えないが、とりあえずは雇い止めになる前
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に早めに申請する、解雇を言い渡されても一人

で泣き寝入りしないことが重要である。関西・

関東で非常勤講師組合が結成され、サポートが

緊密化し、雇い止めを無期雇用に転換させた功

績は高く評価できる。組織率を高め非常勤講師

の問題点をこまめに是正していく努力が必要と

なる。中でも長期化する女性非常勤講師（主に

語学講師）に対しては、実態の問題点を数値化し、

身分の安定や賃金単価の上昇など、改善を行う

努力が必要である。

非常勤講師から専任教職員へという転換は大

学の努力を待つだけでは不可能で、本人の研究

費の申請や常勤ポストのアプライなど、積極的

に地位向上の努力を行っていくしかない。ポス

ドクの若手・女性研究者同士や非常勤同士のネッ

トワーク形成と改善要求もきわめて重要である。

2）2020年英語4技能取得問題

今一つの課題として、2020年、国立のセンター

入試が共通テストに変わる。英語改革について

は、「読む、書く、聞く、話す」の4技能試験の

導入により、文法・講読だけ教えてきた女性語

学講師が、大量に解雇され科目を置き換えられ

る可能性がある。すでに英語での専門教育や、

writingに科目変更され、個別に雇い止めになる

ケースも始まっている。

こうした科目変更については、雇い止めや大

量解雇に対する非常勤講師組合の対応では不十

分な処もあり、担当大学の専任との話し合い、

また非常勤講師自ら4技能を教育できる能力を

磨く必要がある。大学でも語学教師の書く話す

専門能力向上などの職業訓練も必要であるが、

教育改革に伴い、旧来の語学教員が大幅に置き

換わっていく現実は真摯に受け止め能力向上を

はかっていく必要も求められる。

近年PD、DCの奨学金に女性を重視する枠の

導入が始まっている。枠の拡大により、広範な

若手に資金を配分する配慮も必要となる。

大学間格差を是正し、特に通常見落とされが

ちな博士号取得者、非常勤講師の女性研究者の

待遇改善・環境改善、能力向上支援に向け、国、

大学、企業、社会全体での支援、補助システム、

地位や雇用・社会保障など、きめ細やかで具体

的な対応策が求められよう。


