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はじめに
秋田大学の男女共同参画にかかわる取組は、男女共同参画推進室が開設された平成 21 年度に、
文部科学省科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成事業に「秋田大学『大学間連携と女
性研究者支援 in 秋田』
」が採択されたことで大きく進展しました。事業終了後の平成 24 年度は大
学の経費により事業を発展的に継続し、女性教員比率の向上、全教職員を対象とする両立支援に
取り組んでまいりました。そして平成 25 年度に文部科学省の新規事業である女性研究者研究活動
支援事業（拠点型）に「架橋型ソーシャルキャピタルの形成による女性研究者支援」が採択され、
いっそう弾みがつきました。この事業ではこれまでの取組の成果をもとに、
秋田県内高等教育機関・
研究機関、企業、自治体等が連携してソーシャルキャピタルを形成し、より柔軟で多様な支援を
目指します。
平成 26 年 12 月 8 日に開催された平成 26 年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム「働きやす
い職場づくりを目指して」では、株式会社ニッピバイオマトリックス研究所の藤崎ひとみ氏を講
師にお招きし、
「企業と基礎研究とワークライフバランス」と題する講演会を開催しました。企業
の取り組みについて詳細な説明とその効果、問題点について語られたあと、ワークライフバラン
スの実現のためには個人が十分に成熟し、多様性の意味を理解し他者への共感をあたりまえにす
ることが必要であると結論づけられました。そして近い将来に到来が予想される高齢化社会での
個々人のワークライフバランスについて考えなければならないという問題提起がなされました。
ダイバーシティの実現は、言うは易く行うは難し、という感がいたします。働きやすい職場づ
くりを目指して、さらに努力してまいりたいと存じます。
本報告書には当日の講演の様子をおさめました。手にとっていただければありがたく存じます。

国立大学法人秋田大学 男女共同参画推進室長
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～ 働きやすい職場づくりを目指して ～

平成26年

12月8日月
14：00～15：30

場所

秋田大学60周年記念ホール
〒010-8502

定員

100名（先着）

PROGRAM
14:00～14:10
14:10～15:00

プログラム

開会挨拶
澤田 賢一（秋田大学長）
講演
「企業と基礎研究とワークライフバランス」
講師 藤崎 ひとみ 氏
（株式会社ニッピ

15:00～15:20
15:20～15:30

お問い合わせ

秋田市手形学園町１番１号

質疑応答
閉会挨拶

小川

信明（秋田大学総務担当理事・総括副学長）

秋田大学男女共同参画推進室
TEL：018－889－2260

バイオマトリックス研究所）

coloconi

FAX：018－889－3186
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E-mail：sankaku2@jimu.akita-u.ac.jp

講演

「企業と基礎研究とワークライフバランス」
講師：株式会社ニッピ バイオマトリックス研究所 課長
藤崎 ひとみ 氏

な環境で働いているものが、どのようにワー
平成２６年度秋田大学男女共同参画推進フォーラム

クライフバランスというものを考えているか

「企業と基礎研究とワークライフバランス」

ということをお話したいと思います。気楽に
こんなことを考えている人間がいるのだとい

WLB
基礎研究

株式会社 ニッピ
バイオマトリックス研究所
課長
藤崎ひとみ

企業

うようなことをきいていただければと思いま
す。

平成２６年 １２月 ８日

自己紹介
学部卒業後、コラーゲンを研究テーマとする大学の研究室で
研究生をしたのちに１９９２年（株）ニッピに就職した。

みなさま、こんにちは。渡部先生、過分な
ご紹介ありがとうございました。藤崎と申し

ニッピは東京に本社があり、いまの主要業務はコラーゲン、
ゼラチンなどの製造、加工。
コラーゲンなど、細胞外マトリックス研究所をもつ。

ます。はじめにこのフォーラムに参加させて

そのまま研究所で２０年ちょっと勤務、今に至る。

いただき、勉強する機会をあたえてくださっ

業務は基礎研究で、テーマはずっとコラーゲンと細胞生物学。

たことを感謝いたします。

一度も結婚、出産経験なし。
母が存命。

不勉強なこと、至らぬことが多々あるかと

少し私自身の自己紹介させていただきます

思いますがどうぞ宜しくお願いいたします。

と、私は大学を卒業したのちコラーゲンを研
究テーマとする研究室でしばらく研究生をし

自己紹介
働いている会社
研究
部署
やっていること

ておりました。そののちにニッピに就職をい
たしまして、20 年ほどになります。ずっと業
務は基礎研究をしておりまして、テーマはコ

どのようにWLBをとらえているか

ラーゲンと細胞についての研究をしてきまし
た。これまで結婚も出産経験もありません。
ただ、母が存命しておりますので、介護はこ

本日の話ですがまず職場の紹介、業務内
容のこと、20 年ほど前の入社時から現在ま

れからきっと自身の問題になってくるかと思
います。

で職場環境の変化と同僚の女性研究員の変
遷についてお話をさせていただき、その様
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東京の下町で
皮革製造業から、
コラーゲン、ゼラチン製造を
主要とする他事業ヘ
移行していった。

バイオマトリックス研究所
３０ km

富士工場
男女共同参画社会基本法（平成十一年六
月二十三日法律第七十八号）
研究所
本社

東京本社
/ MEC

１９０７
明治

大正

1912

１９９３１９９９ ２００６

1921
昭和
1926

平成
１９８９

ニッピという会社は東京、足立区に本社が

ニッピの設立ですが、当初は皮革製造業と

あり、主要な業務はコラーゲンやゼラチンな

して発足しました。創業が明治時代の 1907

どの製造、加工業になります。従業員は 400

年で、日清・日露戦争で、馬具のために革

人ほどですが、そのうち約 30 人が研究所勤

が必要であるということで、そのために皮革

務になります。この規模の基礎研究を主とす

製造者たちが、組合を作って立ち上げた会

る研究所を持っているという点では珍しいか

社です。明治時代はそういう訳で革を作って

もしれません。足立区再開発に伴い、7 年ほ

いたのですが、時代の流れにつれて新しくコ

ど前に敷地を整備して、本社ビルを新設し

ラーゲン・ケーシングといった原材料製造業

研究所は茨城県の郊外に移転をしました。い

に移行してまいりました。

まは本社との連絡を保ちつつ研究をしている

ニッピ事業内容

ような形です。職場が東京の下町から 30 キ

明治

ロほど離れた茨城県の郊外に移動したことに

現在

よって、研究員のライフスタイルはずいぶん

軍需用皮革製造
↓
革製品
↓
ケーシング、コラーゲン
↓

•コラーゲン・ケーシング事業ソーセージ用可食性コラーゲン
ケーシング製造・販売ゼラチン関連事業食品用
•医薬用、工業用のゼラチン及びぺプタイドを輸入、製造、販売

変化しました。

•化粧品関連事業コラーゲン入り化粧品・健康食品の製造・販売
•皮革関連事業靴用、袋物用、自動車用皮革、皮革関連製品等販売
ＢＭ研究所

•賃貸・不動産業土地、建物、設備等の賃貸
•イタリア食材、有機農産物、衣料品、肥料等の輸入販売
常磐線

•BSE検査キットなどの試薬製造・販売

ニッピhp 2014.10改

これはホームページから引用してきた業務
２００６年 茨城県取手市にBM研移転

キリン
取手工場

内容です。今では皮革部門は閉鎖し、コラー

本社
2.5 km

ゲン・ケーシングあるいはゼラチン、ペプタ

関東鉄道
取手駅

イドなどを製造、販売しています。その他に
東京

コラーゲン入りの化粧品や健食の製造・販売

ニッピhp

これが 7 年前に建て替わった現本社で、こ

事業などをしています。

ちらがバイオマトリックス研究所になりま
す。周りは田んぼや畑ばかりで本当に郊外で
す。
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ゼラチン
コラーゲン

＞

分子量３０万

ゼラチン

＞

数千〜数万

ペプタイド
• • • • • • •

一般的にいわれている「コラーゲン」
ニッピの研究者が
精製技術を発明！ 精製物

＞

アミノ酸

ゼラチンは、食品だけでなく医薬、写真等、様々な分野で利用。
ニッピでは静岡県富士宮市の工場において、牛、豚、魚等を原料
とした高品質のゼラチンおよびペプタイドを製造している。

１００〜２００程度
Gly 75.07
Pro 115.13……..

皮、骨
ウシ、ブタ、魚、、、
皮（皮膚真皮）には
コラーゲンが多く
含まれている。

ニッピhp 2014.10改
G−P−O
O‐G
P‐O
G‐P

ゼラチンの精製法は食品、医療用など用途に応じて多岐にわたる。
精製度や異物混入試験に研究所はDNAやタンパク質の解析技術を
用いている。また新規の機能性ペプタイドの開発し、その機能をヒト、
動物、また細胞実験を行っている。

ペプタイド

ここでコラーゲン、ゼラチン、ペプタイド

ゼラチンは様々な食品だけではなく、医薬

など言葉の説明をさせていただきます。これ

品や写真などの分野でも利用されており、非

らはまったく異なるものではありません。コ

常に多岐にわたった活用方法があります。研

ラーゲンとゼラチンとペプタイドは、もとと

究所では DNA やタンパク質の解析技術を用

なるコラーゲンを用途に応じて分解して製造

いてゼラチンやペプタイドの試験も行なって

します。コラーゲンは生体の中にあるときは

おり、さらにゼラチンやペプタイドの新機能

この大きさのものがさらに会合体を作って体

開発、動物や細胞で実験をしております。

を構成していますが、分子の状態で精製す

コラーゲンケーシング

ることができます。そのコラーゲン分子をタ

ソーセージの原料を詰める袋 「ケーシング（Casing)」

ンパク質分解酵素や加熱処理などでゼラチ
ンやペプタイドとだんだん小さくしていきま
す。原料はウシやブタの皮や骨、或いは魚の

ニッピhp 2014.10

鱗などです。
一般的に言われているコラーゲンは、この

http://kmasutani.at.webry.info/200808/
article_1.html

ケーシングの基礎技術はゼラチンの精製、加工技術。
良質の、目的にあったゼラチン精製法の開発からはじまった。
現在でも異物混入のチェックなどの協力をしている。

辺りまでの大きさの分解物も全部コラーゲン
と言っており、いわゆる食べるコラーゲンは

ケーシングですが、あまり耳慣れない言

この辺りの大きさです。これら製品の品質を

葉かと思いますが、これは平たくいうとソー

左右する大きな要因の一つは、まずもとにな

セージの皮です。昔は羊やブタの腸などを用

るコラーゲン精製の純度で、その精製技術を

いてソーセージにしていたのですが、ゼラチ

発明したのがニッピに在籍していた研究者で

ンを用いて強度のあるソーセージの皮、ケー

す。その関係でずっとニッピではコラーゲン

シングを工業的に作ることが可能になり生産

研究を続けています。

量がアップしました。元々はドイツの技術で
すが、日本での開発初期は大変に皮が硬く
噛み切るのが大変で消化が難しいということ
があったそうです。技術研究を重ね、さまざ
まなおいしく消化可能な製品ができるように
なったそうです。
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コラーゲンを用いた化粧品製造販売
コラーゲン模式図

バイオマトリックス研究所は
コラーゲンをはじめとした
細胞外マトリックスの研究所

ニッピhp
細胞外マトリックスとは
Extracellular matrix
生体組織を形成している細胞の周囲の基質のこと

化粧品の効果を科学的方法に基づいたメタアナリシスなどの手法で、
大規模で厳密なヒト試験を行い、検証し、論文、学会発表で周知する。
細胞レベルの実験も行っている。
また新規形態のコラーゲンの開発も行っている

一般の消費者の方にはニッピの名前は化

ここで研究所の話に移ります。バイオマト

粧品分野で一番なじみがあるかもしれませ

リックス研究所はコラーゲンをはじめとした

ん。コラーゲンの分子がまるのままの大きさ

細胞外マトリックスの研究所です。細胞外マ

で入っている化粧品シリーズというのがセー

トリックスというのは聞き慣れない言葉かも

ルスポイントになっています。

知れませんが、生物の組織から細胞を除い
た、タンパク質や糖などで形成されている部

ニッピに２２年勤めた藤崎の感想

分で、細胞を固定し、支えて細胞機能に影

ニッピは 昔気質な体質で
なかなか牧歌的、けっこう鷹揚
なかなか優秀で仕事好きなヒトが多い

響を与えるという役割を果たしています。
男女共同参画社会基本法（平成十一年六
月二十三日法律第七十八号）

部署にもよるが有給はとりやすく
定時に帰りやすい

研究所
本社

１９０７
明治
1912

多分WLBは、悪くはない
なにより、（江戸時代的？）下町の人情的に
情状酌量してくれる

１９９３１９９９ ２００６

1921

大正

昭和
1926

平成
１９８９

研究所の歴史
明治

このようなコラーゲンを主軸とする製造業

１９０４‐１９０５ 日露戦争
1907 社内に分析室を設ける
（会社設立の年）

大正
1921 分析室がニッピ研究所として独立

の会社に勤めてきた感想ですが、ニッピは大

昭和
1938 財団法人日本皮革研究所を併設
平成

変昔かたぎなところがあり、よくも悪くも保

１９２３

関東大震災

１９３９−１９４５ 第２次世界大戦

1993 バイオマトリックス研究所に改組

守的ですね。また牧歌的な所、鷹揚なところ

研究所は会社の創立とほぼ同時に設立さ

が良いところだと思います。人がのんびり働

れました。その当時は革の分析室として機能

いている感じです。部署にもよりますが有給

していましたが、大正時代に研究所として独

がとりやすく、定時に帰りやすいというワー

立をいたしました。昭和に入ってから、財団

クライフバランスから言えばそれほど悪くな

法人の日本皮革研究所というのを併設いた

い会社だと思います。江戸時代の長屋的と

しまして、革の研究はそちらに移行し、研究

いうか、わりと融通が利く人情の篤い社風で

所ではコラーゲンの研究を行うという形にな

あります。1999 年に施行された男女共同参

りました。1938 年のことです。そのまま継

画基本法ができるずっと前から会社の体質

続をし、平成に入ってからバイオマトリック

というのができておりました。

ス研究所と組織を改編いたしました。私が入
社したのはこの辺りになります。
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架橋が形成され、それら変化したコラーゲ

BM研の研究

ンの蓄積が、生体機能の低下、さらにひい

1993年 ニッピバイオマトリックス研究所へと改組

ては疾病を引き起こすという説も提唱されて

1996年 動物衛生研究所と共同で狂牛病研究開始
牛コラーゲンDNA配列（α2 type I）の決定
Shiraiら Matrix Biol. 17,85‐(1998)
アレルゲン性の低いゼラチンの製造法特許出願 特許第３５０２５４４号
低アレルゲンゼラチンの開発 特願平11‐228105 ペプシン処理ゼラチン
1998年 コラーゲン糖化にともなう新規AGE発見 CMA 2000年発表
1999年 加齢に伴う牛皮膚組織コラーゲンの抽出性の研究 Connective Tissue31,17‐

います。この老化したコラーゲンを検出する
方法を確立することができれば、疾病の研

（1999）

1999年 アルカリ可溶化コラーゲンの細胞接着活性など J.Biochem.125,676‐684

究に役立てることができます。その修飾物の

2001年 ゼラチン食と骨密度の関係の研究（動物実験） J. Nutr, Sci. Vitaminol. 47,84‐ (2001)
コラーゲン、ゼラチンの形成方法の開発 特願2001‐286588
BSE検査キット 開発開始 (動物衛生研究所と共同開発)
培養用コラーゲンコート販売（コーニング）
ブラスN開発
PE室開設（研究成果を営業する組織として）
2002年 コラーゲン線維と細胞死 （表皮細胞の研究）
ニッピ hp改
Exp.Cell Res. 280,255‐269

一つ、AGEs ってお聞きになったことがある
かもしれませんが、Advanced Glycation End

研究所ではコラーゲン以外の研究も行っ

Productsといって糖尿病など疾病のマーカー

ています。いくつかコラーゲン以外のテーマ

です。そのうちの一つのカルボキシメチルア

のお話をしますと、1996 年には異常プリオ

ルギニンという AGEs の一つを発見して、発

ン検出キットの研究に着手いたしました。異

表したものが研究所におりまして、疾患との

常プリオンは狂牛病の個体で特徴的に検出

相関性を研究しております。

されるタンパク質です。研究開始の経緯は、

BM研の研究３

コラーゲン、ゼラチンの原料となる皮革がウ

2009年
コラーゲン摂取による紫外線肌ダメージからの保護作用
Biosci. Biotechnol.Bioche.,73,930‐932 (2009)
膵島移植医療へのコラーゲン分解酵素の応用（京都大→東大共同研究）
2010年
コラーゲン産生に関わるタンパク質の研究

シ由来であったということで、安全な製品製
造のため、狂牛病の罹患個体を検出するた

Exp Cell Res. . 316,329‐340 (2010)、J Biol Chem.285、9941‐50（2010）

ガン細胞の増殖をコラーゲン線維が抑える Connect Tissue Res. 52(3), 167‐177 (2010)
コラーゲン膜、ブロックの医療応用
（北里大、アーカンソー大、香川大、長崎大、長寿研究所、富山大など）
2011年
新規コラーゲン分解酵素の同定と製造法
Journal of Bacteriology 193,3049‐3056 (2011)
iPS細胞培養基材の研究開発（大阪大学、京都大学iPS研究所）
2012年
コラーゲンの糖修飾の検査法
Mol Cell Proteomics. 2012 Jan 13.
ニッピ hp改
2013年７月 iMatrix‐511発売

めこの研究が始まりました。この検査技術は、
現在も日本での食肉の安全性を担保するた
めに行われる試験に、家畜衛生試験場など
で使われております。

また最近のトピックスでは、iPS 細胞の培

BM研の研究２

養基材を大阪大学や京都大学の iPS 研究所と

2004年 低エンドトキシンゼラチンの開発
特願2004‐103926「無菌ゼラチンの製造方法」
メディゼラチンとして外科手術用に応用
バイオマッシャー開発 特開2005‐246155
2005年 コラーゲン摂取によるアキレス腱の強化について
J. Nutr. Sci. Vitaminol. 51 169‐174 (2005)
2006年
ウイルスの新しい検査法開発
Antimicrob Agents Chemother. 50(8) 2806‐13 (2006)、Methods in Molecular
Biology 515,33‐44 (2009)、特開2005‐312409、特開2008‐17811

共同開発しました。
iPS細胞、iMatrix‐511について
2007年、山中教授が成人の繊維芽細胞に4つの遺伝子を導入する
ことで、ES細胞に近い多能性幹細胞を作製する事を発見した。
→ iPS細胞（induced Pluripotent Stem cell）

BSE検査キット（動物用検査薬として承認）
2007年
質量分析機導入
2008年
BSEキットの開発（本格的販売開始）
Journal of virological method 49,316‐325. (2008)
ニッピ hp改

CiRA 幹細胞ハンドブック

またコラーゲンの加齢、疾病のときにおき

iPS細胞
フィーダー細胞

る変化の研究も行っております。コラーゲン

初期研究ではフィーダー
細胞が必要だった

は加齢疾患にも非常に重要な役割を果たし
ているといわれています。生体の老化につ

2007 年に山中教授による、成人の繊維芽

れ、コラーゲンは変化をします。老化につれ

細胞に 4 つの転写因子を導入することによっ

てコラーゲンに糖鎖がつき、さらに分子間に

て多能性幹細胞、つまり様々な体細胞に分
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化可能な幹細胞を作ることができるという報

なり大きなタンパク質で、生体からそのまま

告がありました。この報告でご存じのように

精製するのはかなり大変なのですが、ラミニ

山中教授はノーベル賞を取られたのですが、

ンの一部分があれば、iPS 細胞培養すること

この一番初めの報告時の培養法では iPS 細胞

ができるという研究が、大阪大学の関口清俊

の下にフィーダー細胞という、iPS 細胞を補

教授により報告されました。

助する細胞が必要でした。この細胞は iPS 細
胞の増殖や維持に必要な成長因子を供給し

２０１３年から

好評発売中！

ています。それがないと iPS 細胞は生存、増
殖ができませんでした。
基礎研究から
実際の臨床応用まで
使える！

ラミニン模式図

フィーダー細胞の培養には手間と時間がかかる。






さらに製造方法改良し
価格見直しも進行中。

それにかわる簡便な方法が発見された。
ラミニンフラグメント

「ラミニンを培養基材とする方法」
２００７

Sekiguchiら（阪大 蛋白研）

The Requirement of the Glutamic Acid Residue at the Third
Position from the Carboxyl Termini of the Laminin γ Chains in
Integrin Binding by Laminins*
Hiroyuki Ido1, Aya Nakamura1, Reiko Kobayashi, Shunsuke Ito, Shaoliang Li, Sugiko Futaki
and Kiyotoshi Sekiguchi2

iMatrix
HA
β

その技術を用いてニッピで iMatrix という

γFLAG

His
α

S

名前でラミニンを製造、販売することになり

S

ました。iMatrixを使うことによりフィーダー

J Biol Chem. 2007 Apr 13;282(15):11144‐54. Epub 2007 Feb 15.
他

細胞が不要になりiPS 細胞を簡便、クリーン

ラミニンは基底膜を構成する細胞外マトリクス

この方法は，iPS のほかに別の細胞を培養

に増殖することができます。

する訳なので、お金も手間も時間もかかると

さらに iMatrix を医療分野で用いることが

いうことで、産業化のためより簡便な培養方

できるくらいクリーンに製造するノウハウ、

法の研究が進められました。細胞外マトリッ

たとえば、エンドトキシン除去法であるとか、

クス研究者も、細胞外マトリックス研究の視

ウィルスの新しい検査法、質量分析機を導

点からの研究を続け、細胞外マトリックスの

入する等の新規の技術を導入するなどの、研

一種であるラミニンというタンパク質を培養

究も続けています。

基材として iPS 細胞を培養する方法が発明さ

ニッピ•バイオマトリックス研究所
過去２２年のフルタイム女性勤務者変遷

れました。

７名

＋ １２
− １１

１９９２

８名

＋２
− ０

１０名

２００６

２０１４

現研究職就業者 ９名（事務職１名）
全女性従業員数
修士学位保持者
博士学位保持者
既婚者（うち社内婚）

１９９１年

２００６年

２０１４年

７名

８名

１０名

０名

２名

１名

０名

２名

３名

２名（１名） ４名（１名） ７名（３名）

メンバーの入れ替わりを経て勤務人数が増え、資格保持者も増加した。

医薬品グレードでクリーン！

さて、そういった業務をしているニッピ研

2012年、このラミニン511をニッピで製造販売するライセンス契約を
阪大と京大との間で締結した。

究所で、フルタイムで働いてきた女性研究員

ラミニンは細胞外マトリックスの内でもか

がどのように変わっていったかというお話を
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したいと思います。

たです。その後少したって結婚をしても退

ここ 20 年間を（1）研究所が東京にあり

職しない人が増えました。離職のタイミング

私が入社した約 20 年前から移転までと、
（2）

はもっと別の新しい仕事に就きたいとか、ス

取手に移転した 7 年前から現在までの 2 つの

テップアップしたいと思ったとき転職で退社

ターンに区切って女性研究者の数とライフス

された方たちがでてきました。離職のおもな

タイルを比較してみます。

理由が 13、14 年の間に変化してきたことが

人数的には私が入社した時には女性研究

わかります。

員は 7 名おりました。この時のメンバーは全

また移転以降離職者はおりませんが、継

員、修士号も博士号も保持していませんでし

続して働いた人たちの働き方も 2 つにわけら

た。次に 2006 年は研究所の移転の年ですが、

れます。1 つは出産で産休、育休を取り、さ

この年には 1 名増えて 8 名になりました。修

らに論文をかいて博士号まで取ったというグ

士号保持者も博士号保持者も 2 名ずつになり

ループです。もう一つは移転時に 20 代独身

ました。現在では 10 名で研究所全体では 20

で、現在主に 30 代既婚者の人たちで、年齢

年で 2 名増えました（笑）
。微増ですね。

的にこれから子育て、資格習得を始めるだろ

メンバー変遷という観点から見ると、取
手移転前までは数的には 1 名増えただけです

うというグループに分けることができるかと
思います。

が、実は辞める方 11 人と入る方 12 人が拮抗
する形で入れ替わりは激しいです。一方移
転から現在 2014 年に至るまで 2 名増えてお

ニッピの研究所は変化しながら
ほそぼそと小規模ながら生き延びてきたが、
なんだかんだと結構科学技術の先端をかすめて
走り続けている、のかもしれない。

りますが、それは辞める人が誰もおらず、固

企業にとっての基礎研究の重要性は高い

定的なメンバー構成になっています。流動的
から固定的に、かなり働き方が変わっている

科学的な知見に基づいたデータ、
技術に支えられたものづくりが
企業の生命線になる

ような状態になっております。
男女共同参画推進とニッピ研究所女性研究員のライフスタイル

以上まとめると、ここ 20 年ほどの間でニッ

ニッピ•バイオマトリックス研

女性の
社会進出推進
1992

+12
‐ 11

ピ研究所での女性の辞職の動機、働き方と

グループ３

結婚退社

1999
男女共同参画
基本法施行

2006

グループ４

試行
錯誤期

転職退社

女性が結婚、出産で辞職せずに長期に働き

結婚では退職せず
その後ジョブチェンジ

続けるようになったこと、もう1 つは働きな

研究所移転
グループ１

安定期
2014

いうのはかなり変わってきました。1 つには

が主流

産→育→学

グループ２

がらディプロマを得てキャリアを築く道がで

？

+2
‐0

きたことです。これらの点から研究所は女性

離職した人たちの動機は大きく2 つにわけ

が家庭を営み、継続かつ充実して働くことが

られます。離職は移転前に集中している訳で

できるように変ってきつつあると思います。

すが、その中でもごく最初の頃は学卒で入社

このようにニッピの研究所は研究テーマも

し、結婚する時に辞めますという人が多かっ

女性の働き方も少しずつ変化をしながらも続
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いてきた訳ですが、それなりに時代の科学技

ゼラチン（コラーゲン熱変性、分解物）は

術の先端をかすめて続けてこられた運のいい

食用
減圧脱水、人工乾燥による衛生的な製法 （1800年代ヨーロッパ）
1845年食用ゼラチン特許Cooper イギリス
1846年ババロア

研究所でした。もちろん運だけではなく、先

写真用等工業用
18 71年写真用感光乳剤発明 Madox
1876年ゼラチン乾板発売 イギリス
1850年ゼラチン用カプセルMothesフランス 1932年 Scherer イギリス
1955年感圧複写機

程のソーセージの皮を作る話にしろ、ゼラチ
ンの安全性を保つ話にしろ、iPS 細胞の基材

、、、、フィルムや印画紙の写真乳剤もゼラチンから作られています。 ゼラチンを溶
かし、臭化カリウムの溶液を加え、暗室内で硝酸銀の溶液を加えて攪拌すると、乳
白色の液が出来ます。これを、フィルムベースやバライタ紙に塗布して乾燥させると、
感光膜になり、写真フィルムや印画紙になります。
（GMJ日本ゼラチン•コラーゲンペプチド工業組合）

の販売をするようになった話にしろ、企業に

医療、医薬部外品用

とって基礎研究の重要性が高く、科学的な

1965年低分子ゼラチンの開発 注射薬安定剤（ウロキナーゼ）日本
化粧品等への添加 健康飲料など

知見に基づいたデータを提供すること、技術

等に活用されている。

に支えられたものづくりができるというのが

にかわがゼラチンとして精製できるように

企業にとっては非常に重要だと考えた先人た

なったのは 19 世紀に入ってからで、精製度

ちが新しいものを取り入れる努力をしてきた

の高いゼラチンができることによって、接着

結果であることも間違いありません。

剤や食用から写真用の工業用に用いることが
できるようになったという経緯があります。

コラーゲンが精製できるようになったのは
たった５０年ほど前。

この辺りのフィルムを用いた技術は、デジタ

それ以前の利用はゼラチン、
にかわ（＝動物の皮などを煮だしたもの）など。

ルの台頭によって今や失われつつある訳です
が、かわりにこの技術が医薬品などに応用さ

膠 にかわ、こう（漢音）、きょう（呉音）、にべ
日本書紀（618） 高句麗王より紙、墨の製法が伝わる。
にかわ（煮皮）という和語はそれ以前からの利用を示す？
用途 接着剤 墨 絵の具の展色 漢方薬（阿膠）弓の竹の接合
（にべ、ウラル系の語源）

れています。このような状況でコラーゲン研
究を始めたというのは古いものを大事にする

コラーゲンの語源（ギリシャ語）
「Kolla(コラー)」は「膠(にかわ)」
「gen(ゲン)」は「～のもと」という意味

こと、新しいものを取り入れること 2 つなが

古くから食べたり、接着用途で使われていて生活に有用だった。

ら大切にした結果であるともいえます。

新しいことを導入といえば、またコラーゲ
ンの話に戻って恐縮ですが、コラーゲンが精
製できるようになったのはここ 50 年のこと

コラーゲン研究の歴史: コラーゲン分子の概念の確立
1930年代 コラーゲン構造のＸ線散乱による研究
Corey and Wyckoff J. Biol. Chem. 114,407- (1936)

です。50 年ほど前に酵素による精製法が報
告されてコラーゲンとして研究できるように
なりました。それ以前は膠（にかわ）とよば

1940年代年 コラーゲン線維の規則的な縞模様の観察（電子顕微鏡観察）
Bear JACS 64,727- (1942) Gross and Schmitt J,Exp. Med . 88,555-)

れる動物の皮を煮だしたものを利用していま
した。非常に有用で接着材や墨の展色、ま
た薬にも使われていたようです。ただ、いろ
いろな成分が混ざっていて、そのままではと
ても医療用などには使えるようなものではあ
りませんでした。
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1954年 コラーゲン３本螺旋構造の提出 Ramachandran and Kartha
Nature 174,2691955年 コラーゲン螺旋構造の研究 Crick and Rich Natue 176,780-

50 年の間にはコラーゲンの学術研究も長
足の進歩を遂げまして、たとえばコラーゲン

2001年 ヒト、マウスのゲノム解析が完了

の形をみること、X 線や電顕によって体の中

コラーゲンは、ほ乳類では約３０種類。

にあるコラーゲンの形を見ることからはじま

現在ではコラーゲンをはじめとした細胞外マトリック
ス（ラミニン、フィブロネクチン、テネイシン、プロテオ
グリカンなどなど）機能解析が進んでいる。
また再生医療分野で細胞の足場としての利用法が
注目されてる。

り、これがコラーゲンという物質であるとい
う概念ができたのが 50 年ほど前です。それ
から比べると現在では原子間力顕微鏡など
も駆使して信じられないような微細構造を目

2011 年にヒトのゲノム解析が完了し、コ

にすることができます。

ラーゲンは人では約 30 種類あるということ

1955年 コラーゲン線維が一定のユニット分子からなるという概念の提出
この概念上のユニットをTropocollagenと命名（GrossらPNAS,41,1-）

が報告されました。現在ではコラーゲンをは

1960年 コラーゲ分子のペプシン等酵素による可溶化成功 西原他〈ニッピ）
International Collagen symposium

じめとして、細胞外マトリックスの機能解析
が進んでおり、細胞の足場としての性質が注
目されております。
細胞はコラーゲン分子に高い接着性を示す。
① 培養皿にコラーゲン分子を
塗布する

西

1965年 動物由来コラーゲン分解酵素をオタマジャクシより発見
Gross. Nagai PNAS 54,1

1969年 軟骨型（Type II）コラーゲンの発見

コラーゲンは一種類でない

② 細胞を培養する

Miller EJ ProNAS 64:1264‐1268
Bellamy and Bornstein Pro. Natl. Acad. Sci. USA 68,1138‐ (1971)

1971年 Type IIIの発見

Miller EJ BBRC 42:1024‐1029

③ 接着しない
細胞を除く。
残っている細胞を
染色する

1973年 Type IVの命名

Kefalides Int. Rev. Connective tissue Res. 6,63‐ (1973)

1976年 Type Vの発見
Burgeson RE, ProNAS 73:2579‐2583 1976
Chung E BBRC 71:1167‐1174 （1976）

１９８５年コラーゲン遺伝子配列（α2 type I）の決定。
Boedtker, Finer and Aho, NY Acad Sci. 460,85‐(1985)
1987年 コラーゲンの細胞受容体（インテグリン）発見
Wayner, Carter J Cell Biol. 105,1873‐ (1987)

1994年 細胞膜上のコラゲナーゼ発見
Seiki, Nature 370,61‐65 （1994）

1991年 ラミニン５の発見(integrin a3b1に結合) Carter WG ら
1992年 Focal adhesion kinaseの発見

細胞はコラーゲンに
受容体で接着する

最近解明されつつあるコラーゲンの役割

Shaller ら J Biol Chem 89, 5192‐ （1992）

1997年18型コラーゲン （エンドスタチン）がマウス癌治療に驚異的な力を持つ
O'Reilly, Folkman ら Cell. 88,277‐（1997）

2000年 インテグリンのコラーゲン結合部位特定

細胞の足場としての機能だけでなく

コラーゲンはガン治療に有効

『コラーゲン、ゼラチン、ペプタイドなど形が変わっても
多様な状況で細胞機能を調節する。』

Knight CGらJ Biol Chem. 275,35‐(2000)

またコラーゲンの新しい種類も次々に発見

コラーゲンは細胞接着を促進する。
コラーゲンの特異的ペプタイドが細胞増殖を制御する。
血管新生を抑制する。
コラーゲンゲル上で培養細胞増殖が抑制される。

され、細胞はコラーゲンに特定の受容体で
接着するような細胞への機能も解析されてき
ました。疾病との相関研究も進み18型コラー

などが基礎研究のレベルでわかってきた。

ゲンの分解物ががんの治療に有効ではない
コラーゲンは細胞接着性が非常に高いタ

かという報告もあります。

ンパク質です。この実験はコラーゲンの細胞
接着製の高さを示しています。どういうこと
かといいますと培養皿にコラーゲンの分子を
部分的に塗り付けて、その上で細胞を培養
−13−

すると、短時間に塗った部分では細胞は接着

そういうところ（企業）で
そういうこと（基礎研究）をしてきた
人間がWLBに感じていること

して広がります。その後接着しなかった細胞
を洗い流し、接着して残った細胞を染色しま
すと、このようにコラーゲンを塗布した所だ

WLB

け細胞が残っています。
基礎研究

コラーゲン
ゼラチン

の未来
さて、大変に大変に長い前置きで皆さん退

コラーゲン（ゼラチン、ペプタイド）はいろいろな形で
医療材料、生活材料などに利用することができる。
たとえば
食品
脂肪吸収を抑制
血糖値上昇抑制
健常な皮膚、骨、
爪形成

企業

医療、医薬品

屈されたと思いますが、これから、このよう

化粧品

な働きかたをしてきた人間がワークライフバ

ガン細胞増殖抑制
再生医療基材、
試験試薬

ランスについてどう思ったかというお話をし
たいと思います。

等へ応用可能

細胞接着性の高さはコラーゲンの重要な

平成19 年に内閣府からワークライフバラン

性質で、細胞接着性の研究をするのは食品

ス憲章が発表されたとき、個人的には正直な

や医療や薬品や化粧品開発などの分野にお

ところ、まったくピンときませんでした。ワー

いて、重要なのではないかと我々は考えてお

クライフバランスとは何ぞやという感じで

ります。

す。現在に至るまで、学会などに行くと男女
共同参画推進企画というのが行われるように
なり、ワークライフバランスについて高名な

『コラーゲンの性質を調べて、細胞への影響を解析し、
コラーゲン加工技術を開発することは
科学発展に寄与して人類に有用なものをつくりだすこと｡』

先生が「女性が頑張っていて、
、
」という話を
されるのですが、私のような下っ端から見る

コラーゲンを研究することは

と、どうにも捉えどころがなく、また論点が

ものすご〜〜〜〜く

多岐にわたっているように感じられました。

おもしろい
平成１９年

コラーゲン研究は古くかつ新しいものであ

「ワークライフバランス憲章」

平成19年12月18日、総理大臣官邸において開かれた「官民トップ会議」にお
いて、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活
の調和推進のための行動指針」が、政労使による調印の上、決定されました。

り、応用開発など様々な分野で進歩を重ねて

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じ
ながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現できる社会」

きました。コラーゲン研究は基礎から応用ま
で、科学の発展に寄与し、人類に有用なも
のを作り出す一端を担っています。

http://job.yomidr.jp/qa/post_7.htm

男女共同参画社会が実現すると「国民一
人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働
いて、仕事上の責任を果たすとともに、家庭
−14−

や地域生活などにおいても、子育て期、中高

ス実現のために、行政は労働者の生活を守

年期といった人生の各段階に応じて多様な生

るような法律を施行する、企業は法律を実行

き方が選択・実現できる」ということですが、

することで従業員を守る。そこで個人の役割

どうも漠然としていて、イメージが掴みにく

はワークライフバランスの理解と実践をして

いというか因果関係がつかめませんでした。

余暇を充実することといわれています。しか
し余暇の充実と仕事の業績達成、この時間

WLB（ワークライフバランス）とは

の使い方としては矛盾する関係、企業と個人

: (work–life balance）とは、「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや
充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい
ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき
る」ことを指す
http://ja.wikipedia.org/wiki/ワーク・ライフ・バランス

のバランスをどのようにしたらとれるのか。

仕事と生活を共存させながら能力をフルに発揮し、それぞれが望む人生を生きることを目
標にしている
http://worklifebalance.co.jp/worklifebalance/index.html

実現のためにはここを調節するスキルの充実

日本の定義（代表例）
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、さまざまな活動につ
いて、自ら希望するバランスで展開できること
イギリス貿易産業省の定義
年齢、性別、人種にかかわらず、誰もが仕事とそれ以外の責任と欲求とを、うまくバランス
できる生活リズムを見つけられるよう、働き方を調整すること

が、それぞれの立場で具体的に考えなけれ
ばいけない課題だと思います。

http://worklifebalance.co.jp/worklifebalance/index.html

WLBはなぜ重要なのか？

一義的でない？

少子高齢化など日本社会の変化に対応するために
従来にない新しい働き方が必要になってきたため
人材の有効活用のために働き方も変えなくてはならない

調べてみますとワークライフバランスとは

企業にとっても重要

「仕事と生活を共存させながら能力をフルに

少子高齢化が進み、人口減少社会の到来が想定され
る中、ワークライフバランスを推進し、優秀な人材を引き
寄せ、能力が十分発揮できる働きやすい職場環境を整備
することが、企業の持続的成長にとって欠かせない

発揮して、それぞれが望む人生を生きること
を目指している」あるいは「老若男女が、仕

http://worklifebalance.co.jp/worklifebalance/index.html

企業の成長は行政にも重要なので

事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発な

つまりWLBは個人、企業、行政すべてのレベルで重要で
WLB達成はウィン−ウィンの関係にある

ど、さまざまな活動について、自ら希望する

そもそもそれぞれの立場でワークライフバ

バランスで展開できること」を指すようです。
調和のとれた理想的な社会のように思えます

ランスというのはなぜ重要なのかということ

が、私には多様かつ複雑な現実社会で実現の

ですが、少子高齢化へ日本の社会が変化し

現実味が薄く感じられたことも事実です。

ていったために、それに対応しなければいけ
ない。労働力不足を補う意味が強いでしょう

WLBは国、地方自治体、企業、個人が
それぞれに果たす役割をもつ

行政

か。先ほど学長からもお話がありましたけれ

法律施行
（次世代法、等）

ども、行政としては労働人口を増やして納税
人口を増やしたいという。そのためには社会

国と地方自治体

個人
WLB理解と実践
余暇充実

の変化につれて従来にない新しい働き方が

企業
個々の企業の実情に合った効果的な進
め方を労使で話し合い、自主的に取り
組んでいくことが基本

必要になってきたためです。企業としては人

法律の実行

口が減ってきた社会の中で、優秀な人材が

ワークライフバランス

働けなくなることを避けるために、能力が十

とにかくみんなで考えなければいけないこ

分発揮できる働きやすい職場環境を調節し

とであるということですが、みんなの問題は

なければならなくなってくる。つまりワーク

個人の意識が薄まるということでもある。実

ライフバランスは、企業にしろ、行政にしろ、

際にはそれぞれの立場でワークライフバラン

重要であって、いわゆるウィン ‐ ウィンの
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関係にあるものだと言われています。

育児休暇や介護休暇の取得の周知は労務
の方からこういうことがありますよというの

具体的には

を定期的に言ってきたりしています。
離職者の再就職に関しましては、家族の

次世代育成支援対策推進法（平成十五年七月十六日法律第百二十号、
最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号）の施行で、
企業は多様な労働条件を実現するために雇用環境の整備その他を
おこなうことになった。

海外赴任による離職者の再雇用システムを
採用しています。具体的には研究所に勤め

企業にWLB導入する（＝次世代法を満たす）ための
有効な方法とは？
具体的な行動計画

ていた女性が、配偶者が海外に赴任するた

長時間労働廃止
有給休暇取得率促進
育児•介護休業制度導入
など

めに 1、2 年働けないということで 1 回退職さ

行政の具体策は、
これはもう、法律をつくっ

するというようなシステムが機能しておりま

れて、のち帰国した人たちをもう1 回再雇用

て施行することです。その法律に企業は具体

す。

的にどう取り組めばいいのか。一般的に言わ

テレワークや在宅勤務などの導入などには

れている企業の具体的な策としては、長時間

積極的にスカイプを用いるような基材を導入

労働を廃止したり、有給休暇の取得率を促

し、対応を考えているようです。

進、育児・介護休業制度の導入などが言わ
これらの小さなことの地道な積み重ねが着実に
効果を上げており、研究所では従業者数も増加し、
働きやすい職場をつくり、維持していると思われる。

れているかと思います。各企業、調べてみる
と、
上述の普及している方法の他にも、
ユニー
クな報告が数々みられるかと思います。
•有休取得促進
•残業を減らす

しかし
これで十分なのか？
ニッピ従業員個々が望む人生が実現するのか？

上司の呼びかけ

個人的には
有効ではあるが十分ではないように感じている
では、なぜそのように感じるのか？

ノー残業デ−設定
（毎週木曜日は残業禁止）

•育児休暇、介護休暇の取得 の周知
•離職者の再就職

家族の海外赴任による
離職者の再雇用

•テレワーク、在宅勤務

スカイプなどの基材導入

こういったことの小さな積み重ねがニッピ
では着実に働きやすさをアップする効果を上
げていると思われます。実際に研究所ではよ

等を実施している。

り働きやすい環境を維持して離職者が減り、

ひるがえってニッピの場合もいくつかの取

従業者数が増加しているようです。がしかし

り組みをしておりまして、有給休暇の取得の

それだけで政府の唱える理想的な社会がで

促進に関しては、ときどき上司がやってきて、

きるでしょうか。どちらかというと個人的に

口頭で休みの取得を促すことがあります。聞

は有効ではあるけれども、十分ではないよう

くとこれは上司の個人的示唆ではなく、労務

に感じております。

からの伝達事項とのことです。
残業を減らすことに関しましては、ノー残
業デーを設定しており、木曜日は残業しない
ということになっております。
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の存続と、業績向上の手段が矛盾してしまう

WLBの目標が
「仕事と生活を共存させながら能力をフルに発揮し、
それぞれが望む人生を生きることを目標にしている」
ならば、まずそれぞれが自分の望みを把握する必要がある。

ことになります。ここをなんとか解決すると
いうのが、研究職にある労働者のワークライ
フバランスの実現に向けた一歩なのではない

「ニッピ（企業）に藤崎が望むこと」
ニッピの研究所が存続して、今までの経験を活かして、この仕事
を続けたいと考えている。
今まで以上にコラーゲンや細胞の新しい発見をして、
それらを応用して豊かな社会生活を実現するために仕事をしたい。

かと思っています。

このためには研究する時間を長く取って研究所の業績を上げれ
ば、研究所の存続、発展可能性が高まる。

「個々人の望みは多様である。」

と、WLBに考え方と矛盾が生じる。

この違和感の原因を考えるに、行政と企業

まず個人と個人の間で不要な「不平等感」を捨て、
理解できないものは理解できないままに
信頼に基づいて許容し、
自分と異なる多様な人間を許容する必要が
あるのではないだろうか。

には具体的に取り組む方法がある。しかし個
人はどうか？個人のスタンス、バランスがど

「個人が十分に成熟し、多様性の意味を真に理解し、
本質的な他者への共感をあたりまえにすること。」
が必要なのではないか。

うにもとりにくいことから生じているのでは
ないかと、私は考えています。ワークライフ
バランスの掲げている目標というのは「仕事

そのうえで、はじめて
行政や企業の取り組みも有効になるのでは？

と生活を共存させながら能力をフルに発揮し
て、それぞれが望む人生を生きることを目標
としている」となっています。
「それぞれが

企業

望む人生を生きることを目標としている」の
であるならば、ワークライフバランスの実現

WLBの周知

個人の
意識

行政
WLBの
実現

のためには、まずはじめに個々が「ワークと

WLBを考える

ライフに望むもの」を把握することが必要で
す。そして同時に個人の多様性を前提に認

最終的目標は同じでもそこに至るに最適な

めるならば、個々の望みが一様であるはずは

手段は異なります。
「私はあなたとはちがう」

なく、優先順位も異なっているであろうこと

ということをお互いに容認すること。理解で

が予想されます。私個人の場合、仕事と生

きなければ理解できないまま、あいつはああ

活のバランスの望みを言わせていただきま

いうやつなんだ、理解はできない、でも他者

すと、コラーゲンの研究というのは非常に面

にひいては社会に悪意を持ったこと、危険な

白い、本当に面白いと思っております。それ

ことはしないだろうという信頼を築きたいと

を続けていくために研究所には存続してほし

ころです。多様性を持った人間関係を形成す

い、続いてくれたらよいなと。そのためには

るというのが男女共同参画の理念の一つかと

結果を出すことが必要になり、時間をかけた

思うのですが、この辺り異なる個性の寛容を

方が成果は挙げやすいでしょう。そのために

個人個人ができるくらいに社会が成熟するこ

は研究をする時間というのはなるべく長く取

とが大切であるというふうに思っています。

る必要があり、会社側が規定するワークライ

企業と行政が個人の意識に働きかけると共

フバランスの実施と逆の効果が生じる。企業

に、まず個人がいろいろ考え、自覚を持つこ
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とが必要なのではないでしょうか。

ないか。禅問答のようですが私はそのように
受け止めています。このように個人がワーク

他者への共感とは？

ライフバランスに寄与するには自己の確立と

西原富雄（社内報インタビュー記事、ニッピ８５年史下巻より）

他者への寛容が基盤に必要なのではないで

「会社の研究所での研究というものはその主題が非常に基礎的な
ものの場合でも、何らかの意味で会社の営利に結びついて
いなければならないと思います。」

しょうか。

http://matome.naver.jp/odai/2133077996510712701/2133
130280228292303

本田宗一郎
「従業員は、自分の生活をエンジョイするために働きにきている
はずだから、働きがいのある職場をつくらなければ、従業員は
喜んで働かないし、いい仕事はしない。」、、、、、、、
「会社のために働くな。自分が幸福になるように働け。」

近い将来きたる高齢化社会に
真にWLBがとれる成熟した社会が実現するかは
行政、企業努力だけではなく、

自分とは異なることを理解してその上で相手を尊重すること

個人ひとりひとりの成熟が必要ではないか。

これが適切な例かどうかよくわかりません

個人として、研究者として、社会人として
他者を尊重し、多様性を認められる意識をもち、
働いていきたいと思います。

し、共感というのは非常に立場の違いもあり
難しいと思いますが、例えば先程のコラーゲ
ンの可溶化に寄与したニッピに勤務した西
原博士ですけれども、彼はかなり個性的とい

まとめになります。近い将来にきたる高齢

うのが未だに伝説で社内にいろいろ残ってい

化社会において、真にワークライフバランス

ます。企業の利益なんて考えてなかったよう

がとれる成熟した社会が実現するかは行政、

な発言もいっぱい残っているのですが、逆に、

企業努力だけではなくて、個人一人ひとりの

「会社の研究所での研究というものはその主
題が非常に基礎的なものでも、何らかの意味

成熟が必要なのではないかというふうに考え
ております。

で会社の営利に結びついていなければいけ

私は、個人として、研究者として、社会

ないと」いった言葉が社内アンケートに残っ

人として、会社を尊重して、多様性を認めら

ています。

れる意識をもって働き、成長していきたいと

また一方、あの HONDA のバリバリの経

思っております。以上になります。

営者だった本田宗一郎の言葉として「従業
員は、自分の生活をエンジョイするために働
きにきている訳だから、働きがいのある職場
を作らなければいい仕事はしないですよ」と
言っているんですね。
この 2 人の言葉、共通点がまるでないよう
にみえますが、ちょっと考えると、西原博士
は使われる側で本田さんは使う側です。お互
い相手のことを考えて、相手の自分とは異な
る立場を理解し、その上で相手を尊重する
ということから言われた言葉というふうに解
釈すると、実は同じことを言っているのでは
−18−

平成 26 年度 秋田大学男女共同参画推進フォーラム
アンケート結果

平成26年12月8日
（月）開催

参加者数
アンケート回答者数

２３名
１１名

質問１．性別

質問２．年齢
20代 2名（37％）

男 2名
（18％）

50代 3名（27％）

40代 1名（9％）
女 9名（82％）
30代 3名（27％）

質問３．所属
本学教職員
6名
（55％）

質問４．どのようにして本イベントを知ったか
（複数回答）
その他 1名（8％）

学外の学校関係者
2名（18％）

知人からの紹介
2名（15％）

公務員
1名（9％）

会社員
1名（9％）
その他
1名（9％）

ホームページを見て
3名（23％）
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チラシ・ポスターを見て
7名（54％）
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平成 26 年度「秋田大学男女共同参画推進フォーラム」アンケートご協力のお願い
本日は「秋田大学男女共同参画推進フォーラム」にご参加いただき、誠にありがとう
ございました。今後の講演会等開催の参考にさせていただくため、本日ご参加ください
ました皆様のご意見やご感想をお聞かせください。
以下の項目について、あてはまる番号に○をつけてください。
Q１．性別

①女

Q２．年齢

①20 歳未満

②男
②20 代

③30 代

④40 代

⑤50 代

⑥60 代

⑦70 代以上

Q３．所属
①本学以外の学校関係者(教員・職員)
⑤大学生・大学院生（秋田大学以外）
⑦本学教員 ⑧本学職員

②公務員

③NPO 職員

⑥その他（

⑨本学大学院生

④会社員
）

⑩本学学部生

Q４．どのようにして本講演会をお知りになりましたか。
①チラシ・ポスターを見て

②新聞掲載記事を見て

③秋田大学ホームページ・男女共同参画推進室ホームページを見て
④知人からの紹介

⑤ その他（

）

Q５．本フォーラムはいかがでしたか。該当するものに○をつけて、理由も教えてください。
①大変満足した

②満足した

③あまり満足できなかった

④満足できなかった

理由

Q６．今後開催してほしい講演会などの要望や、男女共同参画に関してのご意見などござい
ましたら、ご自由にお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。
秋田大学男女共同参画推進室 coloconi
20
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