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はじめに

　近年、女性の社会進出などに伴って男女差についての議論は多くの注目

を浴びている。科学の面においても、生理学的、心理学的な男女の違いが

数多く議論されてきた。本稿は「女性における決断科学」を受講した大学

院生 4 名が、男女差について人生設計、生理学、攻撃性、固定観念（まとめ）

の視点からそれぞれ考えたものである。

人生設計における「男女差」―高等教育と出産の時期的重複―
関口智仁（専攻：航空宇宙工学）

　女性の社会進出が促進された要因の 1 つは、高等教育課程への進学者

の増加であろう。日本においては男女共の初等・中等教育の義務化や女子

大の創設といった歴史的背景の下、高等教育を受ける女性の数は増加し、

現在では大学教育において在学者の約 44％ [1] は女性となっている。一

方で、少子化が近年深刻化しており、出生数はピーク時の約 36％ [2] となっ

ている。そこで、筆者は高等教育を受ける時期と女性が出産の選択をでき

る時期が重複していることが、少子化の原因の一端を担っているのではな

いかという仮説の下、「女性の高等教育進学者がどれくらいいて、彼女ら

が在学中に出産の選択をすることができれば、どの程度のインパクトを有

するか？」ということを検証するために、関連する人数を調べて考察を行

う。具体的なアプローチとして、高等教育を受ける女性の年齢と第一子出

産時の母親の年齢のデータに焦点を絞り、人口増加にどの程度寄与するか

を検証する。

　図 1 に母親の年齢に対する平成 29 年度の第一子出生数、および平成

30 年度の高等教育在学者数（女性）を示す（公開資料 [1]、[3] をもとに

筆者作成）。ただし、高等教育在学者数については簡単のため、義務教育

を修了してそのまま進学した年齢とみなして集計した。また、図 1 の縦

軸は同一色の帯全体の人数である（例：平成 29 年度の 19 〜 22 歳の学

部在籍者の総数は 1,172,170 人（同世代の約 48％）、19 〜 20 歳の短大

図１  母親の年齢と第一子出生数（横棒），および女性の高等教育在学者数（縦棒）

（在学者の年齢については義務教育を仮定）
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在籍者の総数は 105,530 人（同世代の約 9％）である）。また、第一子出

生数については母親の年齢 5 歳毎の総数が縦軸である（例：平成 29 年度

の 15 〜 19 歳の母親における第一子出生の総数は 8,653 人である）。図 1

から高等教育課程在籍時に最も重複している 20 〜 24 歳において第一子

出生数は 52,981 人であり、これは 15 〜 39 歳の出生数の約 13％に留まっ

ていることがわかる。女性が大学在学中に出産を経験する人数についての

データは今回得られなかったが、体感的に非常に少ないことは誰もがわか

る事実であることを考慮すると、19 〜 24 歳の高等教育在学者 1,328,754

人について第一子の出産の機会が非常に少ないことが考えられる。また、

彼女たちの総数は 19 〜 24 歳の女性の総人口 3,630,000[4] 人の約 37％

に相当するため、仮に残りの 2,301,246 人が 52,981 人の出生を担ってい

るとすれば、この年齢層の女性 100 人あたり 2.3 人が第 1 子を産んでい

ることになる。

　ここで、在学中に出産できる非常に理想的な環境が（非在学者のそれと

同程度に）十分に整っている世界を想定する。その場合、この割合（2.3％）

を 1,328,754 人と掛け合わせると、30,592 人の子どもが生まれる可能

性がある。これは現在の 0 歳児人口 963,000 人 [4] の約 3％に相当する。

以上の計算は大胆な仮説の下に行われ、かつ厳密性に欠けるものではある

が、全体の 3％の出産の機会が高等教育の機会と重複している（それによっ

て第 2 子以降の出産の機会も増長され得る）ことはインパクトのある事

象ではないだろうか。

人生設計の課題 ～出産・子育ては “ 誰 ” が “ いつ ” するのか～

　さて、“ 在学中に出産できる非常に理想的な環境 ” についての全く言及

しないことは論説として非常に無責任であるため、ここで検討を加える。

筆者はその環境を実現するためには「学内保育所等のハード面の充足」と

「学生の出産に対する社会的イメージの向上」が最低限度の必要条件であ

ると考える。前者については本学も含め、研究者向けの保育所を設置して

いる大学が既にあるため、“ ハードウェアが存在する利点 ” を活かすこと

が考えられる。学生もそれを利用できるようにする工夫はそこまで難しく

なく、情報へのアクセス支援も比較的簡単である。一方で後者については

非常に課題が多いと考えられる。学生という “ 経済的に不安定な身分 ” の

人間が “ 出産という人生の大きなイベント ” に対応できないというイメー

ジを世間の多くは抱いている。しかし、それは現在の環境下での事実であ

り、環境が根幹から変わればそのイメージも変容し得る。この環境の変化

については筆者が考察するには余りに力不足であるため言及しないが、環

境を変化させることに真摯に取り組めなかった結果が、現在の種々の問題

に通じているのは事実であろう。社会人の子育て支援の環境ですら、まだ

十分に整っていないが、それが “ 高等教育との時期的重複 ” における部分

での環境整備に取り組まなくてもよい免罪符にはならないのではないかと

筆者は考える。

　今回は高等教育在学者に焦点を絞ったが、母親の所属がどこであるかに

かかわらず、親が子どもを産んで育てる時に “ 誰か ” が “ いつでも ” 支援

してくれる環境が整っていることが、何よりも求められていると筆者は考

える。そこで、筆者は具体的なアプローチの一つとして、主として男性の

みが加入できる子育て支援保険を考案する。この保険は子育ての際に加入

すれば、金銭的な補助を予め受けることができる代わりに、受け取った分

+ αの費用を毎月少しずつ返済したり、その費用分に相当する労働力を子

育ての現場に提供したりすることで、次の世代の子育て支援に充てていく

というものである（イメージとしてはこども・子育て拠出金の個人負担版

に近い）。この提案には当然、穴も多く存在するであろうが、強調したい

のは結果として子育ての負担を親が全て負わなくてもよい仕組みを作るア

プローチであるという点である。なお、筆者が加入を男性のみとした理

由はこうやって “ 男性にしか負担できない ” 部分を意図的に設定しないと

“ 女性の出産〜子育てに伴う負担 ” を男性が完全にサポートするのは難し

い（子育ての負担においても授乳や夜泣きへの対応力などには男女差があ

る）と考えるからである。ともあれ、中々に難しいことかもしれないが、“ 他

人の子育て ” を “ 他人事 ” と捉えず、社会全体でサポートをしていくこと

が子育てを支援する環境づくりの第一歩になるのではないだろうか。
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生理における「男女差」
孫熹崢（専攻：生命工学）

　男女平等を求める声がますます高まる現代社会においても、ある職業に

就いている人が男女の割合が著しく偏って、いわゆる「男女の職業分離現

象」はどこの国でも見られる。原因について多くの研究が行われてきたが、

「男は仕事、女は家庭」のような固定観念、文化、又は心理学についての

研究が多い。しかしその根源として、男女には生理的な性差が存在する。

本文で筆者は生理における「男女差」を考察することにより、別の視点か

ら男女分業の原因を論じる。

女性は肉体労働に従事しない傾向～体格と運動機能の性差は実際に存在する

　思春期に入ると、脳内にある下垂体からゴナドトロピン（Gonadotropin）

という性腺刺激ホルモンが分泌される。男性は精巣、女性は卵巣にそれが

作用し、精巣からは男性ホルモン、卵巣からは女性ホルモンが出される。

ホルモンの影響を受け、第二次性徴と呼ばれる性的成熟に伴い、男性は筋

厚、骨格が発達し、筋パワー、体重、身長が増加する。一方、女性は体脂

肪率の増加を伴う体力の低下を引き起こす。

　図 2 に示すように、筋肉の量を見ると、女性に比べ、男性は約 1.5 倍

の筋量を有する。[5] 身体の各部位の筋量における性差の程度も一様では

ない。一般の成人であれば、下肢よりも上肢・体幹において性差は大きく

表れる。また、筋力との関連性をみるために、四肢の伸筋群あるいは屈筋

群の筋断面積の測定が数多くなされているが、それらにおける性差も、筋

厚の測定結果と同様に、下肢よりも上肢において顕著に表れる。[6] 筋力

の性差に関する先行研究により、筋量あたりの筋力も男性が女性より高く、

筋力の性差を説明する要因として筋量以外の要因が含まれることが示唆さ

れている。[6]

　筋力と並び、体脂肪率も運動能力と体格を評価する際に国際的に認めら

れている基準である。体脂肪はエネルギー源を貯蔵して体温を保つ働きや、

外部の衝撃から内臓を守る役割がある。また、女性にとって、体脂肪は女

性ホルモンの合成前駆体として、正常月経の維持、妊娠・出産などに不可

欠である。体脂肪もまた、身体の組成部分であり、成人男女の脂肪量と筋

肉量は逆傾向を示す（図 3）。[7]

　これら以外（身長、体重等の体格差、または心神経、血管、呼吸器系等

の生体構造）についても男性のほうがより大きい値を示している（表 1）。 

[8] 筋肉等を使って大きな力でする労働には男性が向いているかもしれな

い。

図 2  （Ａ）男女の推定筋肉量（20 歳時）；（Ｂ）男女筋肉の構成割合の違い

図 3  成人男女の部位別にみた皮下脂肪厚及び筋厚
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内部思考パターンも違い～脳構造の区別（差別？）はその根源

　体格差等の身体特徴の他、男女の脳半球の分化にも性差がある。脳の構

造上の違いを見ると、一番代表的なのは、女性は男性より「脳梁後部」と

「海馬」、部分が発達している点である。

　「脳梁」とは、左右の大脳半球をつなぐ交連線維の太い束で、知能や言

語等の人間らしい機能を司る左右の大脳新皮質を連結する「通信回路」と

いう役割を担っている。そして、左半球は意識的で言語的な処理を担い、

右半球は無意識的で感情的な処理を担う。女性は男性よりも、自分自身の

感情について敏感に意識化・言語化できるなどと解釈されている。[9] 一方、

「海馬」は脳の記憶力にとって重要な役割を持っている。実際に体験した

事や、その現場についての印象、当時の感覚等について、女性は男性より

良い記憶力を持つ報告もある。

　対して、男性の脳は空間認識力、方向感覚が女性より優れていることが

報告されている。これは、空間認識を担当する右半球皮質の発達に関わる

と言われている。具体的なメカニズムはまだ未解明だが、胎児期のホルモ

ン環境の影響によって男児の脳で促進された結果ではないか、と考えられ

ている（図４）。[10]

　現代社会の男女職業分離は、「生理」、「歴史」、「文化」「社会観念」等多

方面の原因によって引き起こされた。「男女平等を求め、性別分業を弱化

すべきだ」という声もあるが、実際に存在する生理的な性差を無視するの

は困難である。力の弱い女性を体力重視の肉体労働をさせるより、性差を

「活用する」方を考えるべきだと思う。例えば子供頃の教育から、女性の

言語、共感、記憶領域の才能を伸ばすと同時に、「看護」、「対人サービス

業」、「翻訳者」、「心理士」等、女性が活躍する職業の価値を認め、十分な

所得を保障する。一方、男性比率の高い職業であっても、ワーディングや

仕事の描写に女性の得意な要素を盛り込むことによって、女性の力を発揮

する機会を与えることも可能だと思う。

攻撃性における「男女差」
宋閻徳嘉（専攻：システム生命科学）

　女性における決断科学の授業では、男女差について社会学的或いは心理

学的にアプローチし考察するほか、生態学における性淘汰の話も含まれ、

いずれの分野も「セックス」「ジェンダー」という方向をもった学問の切

り口及び解釈はとても斬新である。本稿では、自分自身が理系学府に所属

するため理系らしく生物的違いとともに性差を考察するべく、ヒトの攻撃

行動について取り上げ、考察する。

表１  男女の生体構造及び各システム能力

図４  男女の脳灰白質密度の性差（白色：女性＞男性，黒色：男性＞女性）
ANV Ruigrok et al, Neurosci Biobehav Rev. 39:34-50 (2014). より引用
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攻撃とは

　先行研究では、単純な意味での攻撃（aggression）或いは敵意的攻撃

（hostile aggression）は、ほぼ同義で使われている。さらに攻撃は、反応

的攻撃（reactive aggression）及び道具的攻撃（proactive aggression）の

2 種類に分類されている。[11] 欧米は攻撃研究において先進的であり、人

類学、生物学、行動学など多岐な分野で行われている。特に心理学の分

野において 1990 年代までに既に多くの攻撃性や攻撃行動を測るテストが

作成されている。攻撃のテストにおいては、攻撃性を短気（anger）、敵

意（hostility）、身体的攻撃（physical aggression）、言語的攻撃（verbal 

aggression）の尺度によって、多元的に測る測定方法 [12] が広く用いら

れている。

攻撃性における男女差はどこから生じたか

　一般的に男性は女性より攻撃的と言われている。進化心理学の分野にお

いて、男性の攻撃性は男性特有の心理メカニズムによるものだと提唱され

ている。[13] しかし、様々な仮説の中、集団で外集団を攻撃することで

内集団の男性一人あたりの繁殖成功率を上昇させる「男性戦士仮説」[14]

は古くに建てられ、多くの実験室実験により検証されたが、まだ証拠不十

分であるという位置づけである。

　進化心理学の仮説は生態学の性淘汰と育児投資 [15] に基づいている。

多くの有性生殖を行う生物種と同じで、人間も男性（オス）は女性（メス）

より配偶行動に対するコストが少なく、より多くの配偶者、つまりより多

くの女性を獲得することが繁殖的に有利である。そして同性間での競争で

より優位に立つことが多くの女性を獲得することに繋がるので、男性の攻

撃性は男女異なる繁殖戦略 [16] の結果である、というのが進化心理学に

おいて男性の高い攻撃性の説明として用いられる。

　生物学や生理学の観点からは、アンドロゲンの体内における絶対量が男

性の攻撃性の根本的な原因と言われている。アンドロゲンは数あるステロ

イドホルモンにおける一群の総称で、男性ホルモンとも呼ばれる。テスト

ステロンはアンドロゲンの中の代表的な一（いち）ホルモンで、強い男性

化作用をもつ。そして攻撃性及び闘争心の向上もその作用の一つであると

多くの研究により報告されている。攻撃行動において最も男女差が顕著に

なる時期は 18 〜 30 歳ごろである [17] という事実は男性の血中テストス

テロンのピークと一致する。性転換の研究 [18] において、男性化を目的

とした女性へのアンドロゲンの投与は、攻撃性の上昇と明らかに関連して

いた。そして女性化を目的とした男性への抗アンドロゲン剤及びエストロ

ゲン投与による怒りと攻撃性の傾向減少も同じくらい顕著で、性ホルモン

が直接的かつ迅速に性特異的行動に影響を与えることはすでに証明されて

いる。

男女差を踏まえて

　現代社会はよく「平等」という言葉を使いたがる傾向にある。「男女平

等の社会」などという言葉はよくニュースなどで出現する。しかしながら、

本稿の前に孫氏が確認しているように、男女は身体において確かに構造的

な違いがある。そして、行動へ影響すると考えられるホルモンの分泌量に

おいても確かに男女で異なることが本稿で示された。こうした違いを考慮

せずに平等を追求すると、例えば「利害関係者と身体的な大きさや筋肉の

強さを利用して “ 争う ”」ということが社会で要求されたとき、それを完

遂できない、もしくは試みたところ失敗に終わる女性がたくさん存在する

と思われる。もちろん、性差に関係なく得意不得意というレベルで成し遂

げる女性もいるだろう。しかし、男女の違いが確実にあると思われるよう

な身体や行動傾向を考慮せず、社会が「平等」を主張し、両性に対してそ

のままの状態で同じことができるように求めるのはおかしな話だと私は考

える。前提となる違いを考えない「平等」こそ、性差別の原因ではないだ

ろうか。社会は「平等（equality）」を推し進めるのではなく、それぞれ

の違いを認め、意識したうえで同じような結果が出るように工夫する、と

いう「公正さ（equity）」こそが大事であると考えている。社会における

女性の活躍を推進しようとする法律もまた、その取り組みにおいて公正さ

が十分確保されているか、という点に注意を払わないといけないだろう。
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まとめ
雷 陽（専攻：心理学）

　以上の文章によって、人生設計、生理学、攻撃性においていずれも男女

差があることが分かった。人生設計において、子育ての支援を求める女性

が数多くいるため、子どもを育てる時に “ 誰か ” が “ いつも ” 支援してく

れる環境が整うのは将来の課題である。しかし、事実として出産の影響で、

仕事を辞める決断をする女性は沢山いる。生理学において、男女の体格・

運動機能と脳構造より生じる認知機能は性別によって異なる傾向にある。

女性は感情的であるため、冷静な決断に適切ではないと考える人もいるだ

ろう。攻撃性において、男性は女性より攻撃的であるとされる。そのため、

心のケアは男性とって難しいと判断し、子育てに注力しないという決断を

する男性がいるかもしれない。

　確かに男女は生まれつきの違いがある。しかし、こういった違いは社会

生活で男女を差別する理由にはならない。女性は外で働くのはよくない、

男性が人前で泣くのは信じられないなどの考え方をもつ人が、まだまだ世

界では数多くいる。このような性別の固定観念が理由で決断の場面で苦し

む人も少なくはない。女性は出産などで仕事を辞めるから、女性職員を昇

進させない（決断されるケース）。保育士になりたいが、多くの方が男性

の保育員に疑問を持つので、夢をあきらめた（決断するケース）。本人も

しくは周囲の人の「性別に関する固定観念」が本来の成長や希望をゆがめ、

最適な決断結果へ到達できなくしているのではないだろうか。

　決断の場面で苦しむ人が多くいるため、現代社会では性別による差別を

なくすことが主流になっている。差別の改善に向けこれまで世界各国では

様々な決断をしてきた。代表的なのはスウェーデンである。スウェーデン

は、早くから男女平等の視点より家庭と仕事の両立を可能とする社会経済

システムの構築に努め、子どもの権利の視点から子育てをめぐる社会的支

援の整備を推進してきた。経済の面で男女平等をさせるため、様々な社会

政策を展開してきた。このような社会環境においては、女性が仕事と子育

てを両立することが可能で、女性の就労率にはライフリサイクルによる差

はほとんどない。[19,20] 図５に示したように、7 歳未満の子どものいる

女性の労働率は 2006 年までは 81.3％に達している。[21]

　経済以外にも、幼稚園児の教育でも対策が始められている。その一つは、

スウェーデンにある無性別幼稚園である。2011 年、この幼稚園は BBC　

NEWS に取り上げられた。[22] この幼稚園は性別による固定観念を緩和

するため、子どもたちを自由に発達させる理念を用いている。ダンスの授

業では男の子用、女の子用を問わず、多くの種類の服が用意されており、

そこから自由に選んで着ることができる。男の子がスカートを履いても咎

めることはないし、女の子がサッカーを一所懸命にやっていても、女の子

らしくないと言われることがない環境である。この幼稚園は性別によって

の差別を解消することを目的に設置・運営がされている。既存のスタイル

ではないため、賛否両論であるが、2018 年現在に至り、マイナスなニュー

スはまだ出てない。

　スウェーデンほどではないが、世界各国はそれぞれ努力している。アジ

アの国において、過去には女性が社会進出したり、家庭的な男性が存在し

たりは考えられなかった。しかし、現在は多くの女性が一所懸命仕事をし

ており、男性が育児や家事をすることも珍しくない。男女問わず、それぞ

れに合った仕事、生き方をすることが大切である。また、何か決断し実行

する際に、性別によっての固定観念に縛られることなく、自由に生きるこ

とが大事である。

図５  スウェーデンにおける労働力率の推移：7 歳未満の子どものいる女性（16 － 64 歳）
SCB.(2007). Statistisk årsbok 2007. より引用
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