
不安定雇用の立場の女性研究者の
実情に関する質的調査結果報告

〜地方の視点から

第15回 女性研究者・技術者全国シンポジウム
日時：2020年12月12日 (土) 9:30 - 12:00 オンライン開催
テーマ：ジェンダーギャップを抱えた日本ー女性研究者のリアリティ

報告者：廣森直子（青森県立保健大学）
JSA女性研究者・技術者委員会 調査チーム
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報告の概要

１．視点

２．調査分析方法・中間報告まとめより

３．インタビュー分析

１）地方で「研究者になる」ことの困難

２）地方で「研究者である」ことの困難

３）ライフイベント選択と研究キャリア

４）ハラスメント経験とジェンダー構造

４．小括
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視点①
「パイプラインの漏れ」の理由は？
• 「パイプラインの漏れ」：女性が教育段階から就職後に

至るまで研究職としてのキャリアのパイプラインから
次第に退出する傾向（篠原2020）

〔関連要因〕

 「女性は向かない」といったジェンダーバイアス

ロールモデルの不足

深刻なワークライフバランス課題

女性研究者の「自信のなさ」：「インポスター現象」

☞「パイプラインから漏れ」がちな多様な立場の人のリア
リティ（ジェンダー視点）

篠原さやか「女性研究者のキャリア形成とワーク・ライフ・バランス」『日本労働研究雑
誌』722、2020. 9、pp4-17. 3



男女共同参画学協会連絡会「緊急事態宣言による在宅勤務中の科学者・技術者の
実態調査結果報告」2020
https://www.djrenrakukai.org/doc_pdf/2020/survey_covid-19/index.html
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視点②
女性研究者問題＝家事・育児負担問題？
• 家族的責任を女性に期待する傾向はなくなって
おらず、家族的責任を引き受けた女性は〈自発
的〉に非正規雇用を選択する

：〈強制された自発性〉 （熊沢2007） と女性研究者の
キャリア選択の関連は？

（総学23 B1分科会 新型コロナ禍における女性研
究者・技術者の困難と課題：長谷川報告）より

：「授業準備、研究時間確保のため、双方のタスクと
必要時間を共有して、「一人時間」確保を夫に要請
したが拒否」・・・なぜ、夫は拒否できるのだろうか？

☞ワークライフバランス問題は今なお大きな課題
5

熊沢誠『格差社会ニッポンで働くということ』岩波書店、2007、pp116-128



視点③
女性の貧困は社会問題化されにくい

• 「女性の貧困化が見えない」ということの意味は、
「見えていない」ということよりもむしろ、「見えていて
も社会問題として取り挙げるには値しないとみなさ
れている」という意味であるということである。・・・当
然ここには、日本社会が前提としている家族観や
ジェンダー観が強力に作用している。（江原2015）

• 〔「貧困女子」の報道のされ方から〕社会は、女性を
「産む人」としか見ておらず、「人」としては見ていな
いのです。（阿部2020）
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江原由美子「見えにくい女性の貧困－非正規問題とジェンダー」小杉礼子・宮本みち子編著
『下層化する女性たち－労働と家庭からの排除と貧困』勁草書房、2015、pp45-72
阿部彩「女性の貧困 中年・高齢女性の貧困が問題にされないワケ」『世界思想社のwebマ
ガジン』2020.12.04
https://web.sekaishisosha.jp/posts/4193?fbclid=IwAR0ZA456MlFUiP_8h34k5spglwaonDWOO
3yfrFwL9AVlQRCZmBLuzYVBvgU
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日本労働組合総連合会2020.12.4
「５万人を超える回答 アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み、偏見）診断」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20201204.pdf?6558



視点④
「不安定雇用の女性研究者」とは誰か

• 計画当初は「非正規研究者」を調査対象とし
て想定。

→予備調査での調査依頼時に「任期付きです
が正規採用です」との回答。

• 研究職において“非正規であること”がどのよ
うな要素から構成されるのか？

⇒本調査では「不安定雇用」を経験した 女性研
究者を対象として実施
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非常勤講師？
任期付きポスト？



調査分析方法①
1. 予備調査の実施：2018年2月～3月に3人に対して実施し、調査

対象や調査項目の修正を行い、共同研究者の所属大学にお
いて研究倫理審査を受け承認された。

2. 調査期間：2018年8月～2020年4月
3. 調査協力者：不安定雇用の立場にある（あった）女性研究者23

人。本研究の共同研究者の知人による紹介を通じて依頼し協
力を得られた人。

4. 調査方法：半構造化インタビューを実施（スカイプによるものも
含む）。インタビュー実施が困難なため調査項目を記載した文
書ファイルをメール送信し、調査協力者が記入し返信された回
答。

5. 調査項目：①職種・雇用形態、②ライフヒストリー、③賃金水準
が生活に十分な額か、④現在の研究環境、⑤非正規職の研
究環境、⑥非正規職のデメリット、⑦非正規職のメリット、⑧あ
なたの働きの評価、⑨女性であることで不利な経験、⑩不利を
克服するための工夫、⑪工夫を後輩に伝えたいか、⑫ワーク
ライフバランスの権利保障についての考え、⑬JST女性研究者
支援事業による効果、⑭将来の希望。 9



調査分析方法②
6. 倫理的配慮：調査協力者に依頼書を送り調査協力の承

諾を得たのち調査実施の連絡調整を行い、調査協力者
の希望する日時と時間で調査を実施する。調査時に研
究倫理遵守に関する説明を行い同意書に署名をいただ
く。個人が特定されうる情報の匿名化を行う。

7. 分析方法：修正版グラウンデットセオリー・アプローチの
分析手順に沿って行った。調査者が作成し、調査協力
者が確認した匿名化されたインタビュー記録を分析対
象として、MAXQDAソフトを用いてコーディングを行って
キーワードを抽出し、不安定雇用についての多様な困
難経験を焦点化してカテゴリー化した。

☞「地方」の視点で再分析
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〔これまでの報告〕
「非正規専門職女性の困難─図書館司書と研究者」『日本の科学者』55(1)、2020.1、pp26 - 31
（学会発表）
「不安定雇用の女性研究者の困難経験」日本教育社会学会 第72回大会2020.9
「女性研究者は不安定雇用をどのように経験しているか」日本労働社会学会 第31回大会
2019.11



調査協力者23人の概要
年齢 現職 所属先 地域

30歳代 特任研究員(任期付き) 国立大学 東京

４0歳代 特任研究員(任期付き) 国立大学 東京

20歳代 助教（任期付き） 私立大学 東京

30歳代 研究所助手(任期付き) 私立大学 東京

30歳代 男女共同参画推進PJ特任研究員 国立大学 東北

60歳代 特任研究員(非正規) 国立大学 東北

40歳代 准教授(任期付き) 国立大学 東北

40歳代 准教授 私立大学 東北

30歳代 講師(任期無し） 私立大学 東北

50歳代 非常勤講師 私立大学 東北

60歳代 非常勤講師 私立大学 東北

50歳代 非常勤講師 私立大学 東北

30歳代 特任講師(5年任期) 私立大学 関西

40歳代 正規職研究員 国立大学研究所 関東

40歳代 准教授(正規) 国立大学 中部

30歳代 特命助教 国立大学大学院 関西

30歳代 助教 私立大学 中部

30歳代 男女共同参画推進室助教 国立大学 関東

30歳代 助教 国立大学 四国

40歳代 非常勤講師、市民団体事務局長 複数の大学 関西

40歳代 民間研究所研究員、非常勤講師 民間研究所 中国

40歳代 学振RPD、非常勤講師 私立大学 関東

30歳代 PD研究員、非常勤講師 私立大学 関東

☞このうち報告者
が調査実施を担
当した17人の
データから報告

17人のうち
・地域（東北8、関
東・中部4、関西・
中国4、四国1）
・配偶者あり8人
・子どもあり6人
・配偶者・子ども
なし8人
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 地方の視点
 単身者の視点



「不安定雇用の立場の女性研究者に関する質的調査
結果の中間報告」まとめより

1. 不安定雇用になったのは本人の希望ではなく、就職先
がそれしかなかったからであった。

2. 非正規には正規と研究環境に大きな格差があり、研究
者としてのキャリア形成に大きな障害となるばかりでなく、
結婚出産という人間が保障されるべき権利が脅かされ
ていた。

3. 将来の大学の研究・教育を支える人材を育成していくた
めには、安定的・継続的な運営資金を確保し、若手研究
者の育成ができる環境を保証することが重要である。

4. 不安定雇用の問題は男女問わない今日的な大学の課
題であるが、女性が負の部分を大きく背負っている。

5. 長期的で安定的な女性研究者の育成が、女性研究者
の増大の根本的な課題解決につながることが明らかと
なった。
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JSA女性研究者・技術者調査チーム「不安定雇用の女性研究者の実情－不安定雇用の立場の女
性研究者に関する質的調査結果の中間報告」（『日本の科学者』 55(1)、2020.1、 pp13-19）



地方で「研究者になる」ことの困難①
育てられづらい環境
• 「層の厚い」大学院 ⇔ 「誰もいない」「日本人の院生

がいない」「博士課程までの人がいない」

☞キャリアモデルの少なさ

• 指導教員に相談せず／支援を受けずに就職先を探す

ハラスメントを受けた、指導教員に逆らった

指導教員が科研・学振などに関心がない

放任型で説明してくれない、相談できると思っていな
かった、自分が就職するレベルと思われていない

自分の能力で研究職があると思わず、悶々としてJST事
業（事務系のポスト）に応募した

☞研究者として育てられづらい環境
13



青森県の大
学数：11
国立1（898）
公立2（61）
私立8（68）
短大5
（ ）内は大学院の
学生数

14文部科学省「令和２年度学校基本調査（速報値）の公表について」（2020.8.25）
https://www.mext.go.jp/content/20200825-mxt_chousa01-1419591_8.pdf

青森県教育委員会
「学校一覧（暫定版）
令和2年度」（2020.10）
https://www.pref.ao
mori.lg.jp/soshiki/ky
oiku/e-
seisaku/files/ichiran
_R2.pdf



地方で「研究者になる」ことの困難②
院生の非常勤講師経験
• 大学の少なさ

＝ポストや機会（非常勤講師/TA/RA）の少なさ
☞研究・教育の経験が積めない

非常勤講師（＝アルバイト／教育経験を積む）を
紹介されない。

指導教員によって考え方が異なる（よい経験にな
る／研究の邪魔になる）：相談しにくさ

非常勤講師先が遠い、交通の便が悪い（車で行
かねばならず車の維持費が必要）

非常勤講師のみで「食べていける」ほど稼げない
（主たる生計者が別にいれば可能だが…）
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地方で「研究者になる」ことの困難③
経済的な問題の重さ
• 周囲は職業キャリア形成、結婚出産しはじめる

⇔ 「底辺の暮らし」、自立できない悩み、親に負担
をかけるのが申し訳ない
博士課程在学中（20代後半から30代）に経済的
に自立できていない悩みが深くなる。

バイトか奨学金か：生活費のためにバイトをする
と研究時間がなくなり、奨学金を借りると返済が
の将来不安が増す。

研究会、学会などに参加するための旅費負担

博士課程に在籍しながら任期付きのポストを得
た場合も、生活は改善されても、研究費がない
などの研究継続の困難がある。
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地方で「研究者になる」ことの困難④
経済自立できない危機感
• 「研究者」として食べていけない危機感

 「つぶしがきかない」焦り、キャリアチェンジの困難

 「遅い」就職：世間一般より高年齢での就職

• 「研究者」以外の就職先を探す

公務員試験を受ける

資格取得をめざす（社会保険労務士、宅地建物取引
士、賃貸不動産経営管理士など）

☞背景：地方における「高学歴女性」の受け皿になる職
業の少なさ＝女性の「労働による自立」の困難

☞候補となりうる学術・公務労働の専門職の非正規化
（竹信ほか2020）

17
竹信三恵子・戒能民江・瀬山紀子編『官製ワーキングプアの女性たち－あなた
を支える人たちのリアル』2020岩波ブックレット



地方で「研究者になる」ことの困難⑤
受けられない“女性研究者支援”
• 女性研究者交流イベントなどに院生のころに参加した

⇔ 知らなかった、自分が対象と思っていなかった（たく
さん業績のある優秀な人が対象だと思っていた）

博士課程在籍中に結婚しポスドクで無給の研究員を
していた時に出産した人：出産育児の支援はなく、2歳
になるまで保育園に入れなかった。

支援制度は育児介護の当事者にならないと詳細を知
ろうとしないことも多く、当事者になって支援が不十分
なことに気づくことが多い。

産むときだけ支援、産む女性だけ支援になっている。

上位のごく一部の女性研究者を増やす取り組みに
なってしまっており、「すそ野のいちばんしんどい層」
への支援ができていない。

☞「スーパーウーマン」をモデルにすることによる分断 18



地方で「研究者である」ことの困難①
キャリアをつなぐための不本意就職

• 所属先がないと不利になる状況（科研・学振・研
究助成などの応募、社会的信用、次の就職な
ど）がある

肩書のための無給の研究員

「なし崩しにキャリアを失う絶望的恐怖」、任期が
切れると直面する経済的困難から「採用されるこ
とに精一杯」になり雇用条件を吟味できない状
況に置かれる

生活のために長期的なキャリア（将来設計）や自
分の研究キャリアを考えて行動しにくくなる

☞「キャリアをつなぐ」ために就く（不本意就職）
19



地方で「研究者である」困難②
学内の「孤独なポスト」

• これまで学内になかった業務（男女共同参画、社会貢献、学際
研究等）を担うポスト＝同じ立場の人が学内にいない「孤独」

学内教員、学生との関係がつくりにくい：居場所やメンバーシッ
プが得づらい。

採用理由の「プロジェクト」がうまく回らない葛藤：誰に相談して
いいか分からない。

同じ立場の人がいないので愚痴を言い合える相手がいない。
• 発言権がないことを「当たり前」と思い込んでしまう構造がある。

不安定雇用の立場性（組織の中で弱者であること、それを受け
入れざるをえないこと）は、自分の要求をのみこむことを習い性
にしてしまう。

がんばりが報われたと感じられることが少なく、「すごく善意や
熱意を搾取されている感じ」がする。

☞「サイレント」にさせられる構造のなかで、「メンバーシップがもら
えていない」感覚に陥る。 20



「研究者である」困難③
「しんどさ」への環境適応
• 矛盾した状況への「怒り」、「しんどさ」を抱えている

研究者として扱われるべきポストであるべきだと思いつつ、
研究業績が少ない負い目から自分に自信が持てず「悶々
と」する。

☞研究者としてのアイデンティティの傷つき
• 「自分の選択した道」だと自分を納得させる。

 「職場に期待せず頑張るしかない」と割り切り、自分ができ
る教育や研究（出版）の実現をめざす。

 「辛さを考えればきりがない」、「自分が今持っている条件や
資源やものを生かす」ために、「置かれた場所で咲きなさ
い」を自分のキャッチコピーにして、「マインドセット」している。

 こうした状況で「自分を犠牲にしていること」にはなかなか気
づかない。

☞自分で「自分へのケア」をしなければ「働きつぶれてしまう」。
21



「研究者である」困難④
研究コミュニティへの参加の困難

• 任期付きであることの「メリット」？
 「しがらみ」が少なく、キャリアを柔軟に考えられる。
 「いつでも辞めてやる」と強く出られる。

• 任期なしのポストを得た人が任期付き時代をふりかえっ
て：

「任期がありいずれその場を離れると分かっていると根
を張れない」

根を張る：その地域に調査フィールドをつくる、研究会な
どの研究コミュニティに参加する

☞任期付きゆえに所属する組織・地域で人間関係をつくり、
定着しようとする意欲の低下 22



地方で「研究者である」困難⑤
問題を相談できず個人で抱え込みやすい

• セクハラ・アカハラ：設けられている相談窓口へ
の申請のハードルがあり、申し立てる以前に処
理しようとする力学が大きく働く

• 組合に入っても、少数の要求は取り上げてもら
えず待遇改善にはつながらなかった。

そもそも教職員組合に加入している非正規研究
者が少ない。

組合がない職場も多い。

加入していない人：組合が何かしてくれると思え
ない。

☞問題解決の相談窓口、組織の機能不全、無力 23



ライフイベント選択と研究キャリア①
トレードオフの状態
• 奨学金返済を抱えていると、実家を出にくく、ほかの人

生選択も大きく出られない。

• 「三冠を得る」（結婚、博士号、就職）のは誰もががんば
れば達成できるものではなく、「努力の賜物」である。

• パートナーの有無にかかわらず出産のタイミングを考え
る：子どもは持ちたいが「チキンレースのよう」。

• 子どもを持つことはまだあきらめていないが、研究は自
分で何とかなるのでそちらを優先する。

• 長時間労働がプライベートの時間を侵食し、遠距離でつ
きあう人との関係性の維持もかなりの努力が必要

• 結婚・育児を優先すると地域移動がしにくい（研究キャリ
アの限定、あきらめ）

☞研究を優先するとライフイベント（結婚・出産）は「後回し」
になる。24



ライフイベント選択と研究キャリア②
子ども・親の生活環境の維持（WLB）
• 子連れ出張をどう考える？
（ 12/5総学B1分科会のディスカッション：地方開催の学
会に子連れで参加するか問題（託児利用）が話題に）

子育てする女性研究者のための補助金で研究活動し
た人：子連れで海外調査出張していたら、子どもが「シ
クシク泣きだした」「行きたくない」。そうまでしてがんば
らないといけないのか。

☞“子どもの主体性”を確保できる支援か？
• 地方大は単身赴任者が多い
単身赴任による育児のシングルオペの「綱渡り」状態。
男女問わず遠距離介護の問題がある。

☞両立支援策は育児支援が先行し、多様な家族の生活
問題には対処できていない。

25



ハラスメント経験とジェンダー構造①
不安定な地位の危うさ

• 直属の上司や周囲からの気遣いへの感謝が語られる一方、ハラスメン
ト経験も語られる

• ハラスメント経験：なんらかの対処できた人、誰にも相談できない状況に
陥った人もいる。

 上司の女性から：本務よりも兼務の仕事（上司がやらせたかった業務）
をさせられ、本務の業務遂行でもさまざまな嫌がらせを受けた。

 同僚の非正規の男性から：ハラサーの男性自身が不安定雇用の不安
や研究者としてのプライドや尊厳が傷ついていたことを攻撃としてぶつ
けられた。

 宿舎で近所に住む男性教員からのセクハラ的言動：職場で起こったこと
ではないので職場外の知人に相談して対処。

 任期付きの常勤教員からハラスメントにあったが（PTSDと診断）、非常勤
講師が申し立てするハードルが高い

 博士在学中にアカハラを受け、論文も進まず、居場所もなく、ゼミに来な
くてもいいと言われ…指導教員を変えた。

 飲み会でのセクハラ発言、日常的なセクハラ（環境型セクハラ）
☞ハラスメントを受けやすい構造、力関係がある

26



ハラスメント経験とジェンダー構造②
日常的ハラスメントへの身の処し方
• 「女性ゆえの不利な経験」は「ない」？

☞傷つきを避けるために鈍感になっている？

• 「女性的コミュニケーション」が求められる状況：人格
で評価されるため社交的でなければならず、感情労
働による疲弊がある。

• 日常的な場面では、悔しい思いをしても、相手をやん
わりいさめたり、笑っていなしたり、受け流したりする。

☞職場の人間関係の非対称性（ジェンダー構造）

☞多くの女性研究者は、職場のジェンダー構造の是正
を図る行動よりも、自分のキャリア達成を優先させる行
動をとる（ジェンダー構造の再生産）？ 27



小括～女性研究者の“リアリティ”から

不安定雇用による困難は環境の問題である：個人で
その困難を引き受けている現状

地方の視点：「研究者になる／である」困難、研究コ
ミュニティへの参加のハードル

⇔ 専任教員もかなり疲弊している（余裕がない）

ジェンダー構造：排除する側の無意識の問題

生存者バイアス？：職業研究者として“生き残ろうとし
ている”“生き残れた”人しか、声を聴けていない。

→「パイプラインから漏れた」人は？
研究者の“労働者性”の問題化（WLB）

⇔ 研究第一主義的な考え方

（研究・教育・社会貢献・組織運営など多様な役割が要
請されている状況下で…） 28


