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1 概要 

趣旨： 

中国と日本の女性研究者は「男女共同参画社会」の実現を目的に、1992年以来4回にわたって、「日中女

性科学者シンポジウム」を開催し、日中両国の女性科学者の相互理解を深めるとともに、研究環境の向上に

向けた提言を行ってきました。 

このフレームワークを踏まえ、日中の若手研究者が議論や情報交換などを通じて、ネットワーク構築と日中

女性研究者の長期に亘る共同研究の環境づくりを促進していきます。 

 

日時： 

2016年4月6日（水）～7日（木） 

 

会場： 

4月6日：国立研究開発法人科学技術振興機構 東京本部別館1階ホール（東京） 

4月7日：セミナーハウス有隣園/オルゴールの森（山梨県河口湖） 

 

主催： 

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 

日本女性科学者交流会（※） 

 

（※）日本女性科学者交流会 

有馬朗人（科学技術振興機構中国総合研究交流センター センター長、元文部大臣） 

中西友子（東京大学大学院農学生命科学研究科 教授） 

相馬芳枝（日本化学会 フェロー） 

黒田玲子（東京理科大学研究推進機構総合研究院 教授） 

川合眞紀（分子科学研究所 所長/東京大学新領域創成科学研究科 特任教授） 
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2 シンポジウム 

2-1 プログラム 

日 時 平成 28年 4月 6日（水）10:00～15:00 

会 場 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)東京本部別館 1階ホール 

 
司 会：渡辺美代子（科学技術振興機構 副理事） 

10:00～10:10 開会挨拶 

 濵口 道成（科学技術振興機構 理事長） 

10:10～10:50 基調講演：「女性研究者の成長促進に向けての環境づくり」 

 方 新 

（中国科学院大学公共政策・管理学院 院長、前中国科学院 副書記） 

10:50～11:30 基調講演：「女性研究者よ、世界を舞台に活躍しよう」 

 黒田 玲子 

（東京理科大学研究推進機構総合研究院 教授） 

11:30～13:00 休憩 

13:00～13:30 トピックス「二次元半導体における化学：挑戦と機会」 

 謝 毅 

（中国科学技術大学 教授、中国科学院 院士） 

13:30～14:00 トピックス「放射線が拓く植物の謎」 

 中西 友子 

（東京大学大学院農学生命科学研究科 教授） 

14:00～14:30 トピックス「ナノ粒子の発見と応用」 

 閻 鍚蘊 

（中国科学院生物物理研究所教授 中国科学院 院士） 

14:30～15:00 トピックス「生体膜脂質研究の進展と医療応用」 

 室伏 きみ子 

（お茶の水女子大学 学長） 

15:00 閉会挨拶 

 有馬 朗人 

（科学技術振興機構中国総合研究交流センター センター長、元文部大臣） 

 

 

  

シンポジウム ２ 
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2-2 出席者リスト 
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2-3 講演録 

【日本語】 

基調講演①「女性研究者の成長促進に向けての環境づくり」 

方 新 氏 中国科学院大学公共政策・管理学院 院長、前中国科学院 副書記 

 

女性科学研究者の成長促進に向けた環境づくりについて、「成長のメカニズム」、「問題へのチャレンジ」、

「政策提案」に分けて紹介する。 

知識と経済がグローバル化された現在において、イノベーション能力は国のコア・コンピタンスの決め手と

なる。 

これまで女性は科学技術の進歩において、母親として妻として貢献し、また多くの科学者に重要な影響を

与えてきた。 

ここに4枚の写真がある。これは黄道婆という中国で最初に紡織機を作った女性だ。こちらは物理学者の

呉健雄氏で、ノーベル賞を受賞した楊振寧氏と李政道氏の技術に貢献した人物だ。屠呦呦氏は昨年ノーベ

ル生理学医学賞を受賞している。こちらはキュリー夫人。キュリー夫人は娘と一緒にノーベル賞を受賞してい

る。いずれも科学に重大な貢献をした科学者たちだ。 

中国の科学技術、エンジニアリング分野において女性科学者は重要な役割を果たしており、それら女性の

多くは大学院の教育を受けている。中国でも科学技術分野において男女は平等であるべきと共通認識され

ているが、一方で、科学技術の進歩に伴って大きな課題にも直面しており、それらは社会の変革とともに改

善されなければならない。中国科学院 中国科学協会では2005年より女性科学者の現状問題改善策につ

いて研究をはじめ、後に中国の女性連合会、中国工程院も加わり、女性科学者の直面する問題－主に現在

の女性科学者の地位、役割、貢献と阻害要因について研究し、政策提案を行った。今回の代表団で訪問し

ている中国科学院大学の趙教授が主宰し、5,000のアンケート調査と、2,000名の女性の博士を対象とした事

例研究を実施している。 

 

女性科学者の成長メカニズムについてお話する。人材には基本的な素質とともに応用能力が求められ、ま

た、自分の専門分野のみならず、学際的な知識や理解も求められている。例えば、今日、登壇する謝毅教授

は化学と物理学者を結び付けて新たな成果を収めている。さらには実務において、技術能力やエンジニアリ

ングツールを応用する能力も求められている。 

生涯教育について最も重要なのは学習能力だろう。その他、道徳、人文資質も必須条件で、職業倫理、

社会責任についても十分な認識が必要だ。各世代におけるグループにおいてはチームワークのためのコミュ

ニケーション能力と協調性も求められる。 
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前述の調査について、女性科学者に加えて我が国のエンジニアリング関係者、工程院のアカデミー会員

に対しても調査を行い、基本的資質のランキングが出来た。1位は道徳・職業倫理、2位は生涯学習能力、3

位は専門知識、4位はエンジニアリング技術、5位は問題解決能力、6位はチームワークの能力だ。 

調査結果によると、女性と男性では成功へ導くための要素が大体において共通していることが分かる。仕

事に対する強い熱意、使命感、高い職業倫理といった内在的な原動力が支柱となり最も必要とされており、

また、良好な教育が成功の基礎となり、実務の中で自身を鍛え成長するということが避けては通れない。さら

に、合理的に構築された活力のあるチームが必要だ。ケーススタディーを見ても、良好な教育を受け、レベル

の高いプラットフォームで働くということが成長のための土壌だということを結論づけている。海外での教育の

バックグラウンドや一流の大学または科学院のような機関で働くことが成長の必須条件だが、最も重要なのは、

科学についての興味と努力の程度だろう。 

成功に影響する要素として一番重要なのは勤勉さと職業倫理、二番目には国内における業界の発展ニー

ズとプロジェクトのチャンスが挙げられる。屠呦呦氏はまさにこの例で、ノーベル賞を受賞したプロジェクトは自

ら選んだ課題ではない。1969年のベトナム戦争における感染病対策として、国から与えられたテーマだ。もち

ろん個人の興味もあっただろうが、チャンスに恵まれてこのような成功に導かれた。 

 

男女に共通する課題はあるが、女性の場合には特殊性もある。例えば中国では女性の大学院生と博士の

割合はそれぞれ44.2％と31.4％だったが、2015年には多くの学科において女性博士が50％を超え、2014年

の中国の女性科学技術者は全体の40％を占めている。ちなみに科学者の統計には異なる統計基準があり、

例えば専門技術者ということと、2,000万人の女性科学者には医師と教師が含まれるということがある。R&Dだ

けでは300万人、その内の40％が女性だ。ハイレベルな技術資格をもつ女性の専門技術者は25.7％を占め

ており、女性科学者は科学技術事業において重要ある地位を得ているといえる。 

中国工程院、中国科学院の2つのアカデミー会員の内、女性は78名と全体の6％を占めている。左の白黒

の写真は1980年代当時の女性アカデミー会員だ。右のカラー写真は2015年のもので、中国科学院、工程院

において新たに9人のアカデミー会員が選出された。後ほど講演する閻さんもその一人で、多くの女性アカデ

ミー会員が誕生した。10分の1を占めることはここ数年の進歩といえよう。その一方で注意すべきことにも気が

付いた。女性科学者と男性科学者との間で、やはり鋏型の差が出来ているということだ。小学校・中学校・高

校では男女間の差は殆ど無く、大学・博士課程でも女性が半分くらいを占めている。ところが、だんだんと年

齢を重ねてキャリアが進むとともに、男性と女性の差が開いてくる。例えば女性の教授職は比率的に非常に

少なくなり、アカデミー会員ということになると女性は6％しか占めない。 
 

女性の成長の特質性にはいろいろな原因がある。個人的な選択としての要因もあれば、結婚や出産、また

自分が職業にどのような期待をしているのかということもある。もちろんこれにはいろいろな変化があり、私達よ

り少し先輩の科学者に調査をすると、1950年代の毛沢東時代は、男女は全く平等で男性が出来ることは全
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て女性も出来るといった考え方が非常に強かった。仕事と家庭のバランスは取れるものだというように考えら

れていたが、この頃の若い科学者に調査をすると、仕事をしっかりやっても家庭に役立つかどうか分からない

と答える人もいる。時代によって価値観が様々に変わってきているということだ。 

研究能力についての問題もある。ある分野についての能力が、女性は男性に劣るというようなことを言う人

が一部存在し、このような考え方が女性科学者の成果にも影響を及ぼしている。しかし、同時に別の研究もあ

る。女性の能力が男性に劣るという証拠はない、乳児や嬰児の時代に性別の差という能力の差は無いという

研究だ。よって、性別による特徴は先天的なものではなく後天的な影響の方が大きいのではないかと考えら

れる。この社会の権力構造の中における男女の役割については、まさにジェンダー問題ともいえるだろう。 

女性自身の価値観も影響する。主観的な自己認識と自分自身の位置付けが、女性が科学技術の仕事に

就く際に影響を与えるのだ。また、世代を重ねるごとに女性が科学に興味をもつ比率が減っている。科学の

仕事に就く人たちが何故それを選んだかというと、仕事が安定しているからという理由もある。女性は非常に

真面目かつ着実に研究を行うと評価されてはいるが、本当の意味でイノベイティブな役割を果たしている人

はまだ少ない。現在、中国はこのような状況にある。 

もう一つの調査で明らかになったことに、現在の多くの女性科学者が家事と子供の教育において基本的な

役割を果たさなければならず、女性が致し方なく自分自身の目標を下げてしまうということもある。特に研究

者として一番重要な年齢の時に目標を低く定めてしまう傾向があり、男性と比べて高い目標が定められない

ことがまさに性別の差となっている。男性は絶えず高い目標を定めていくことが出来るが、女性は現状に甘ん

じてしまうという現実だ。 

 

こちらの表を見てほしい。女性だけに調査をしてはいけないだろうということで男性の調査も同時に行った。

女性にとっての仕事と家庭について、男女問わず多くの人が仕事と家庭は両立可能だと言っている。女性の

中では、科学者として成功するためには個人の勤勉さと能力が一番必要だといっている。青いところが女性、

灰色が男性で、仕事に対する勤勉さが女性にとって非常に重要だということが分かる。また、女性は成功する

ための要素として能力や教育レベルが重要だと考えており、成功するためにはより一層の努力が必要だと考

えているようだ。 

女性科学者が直面する不利な要素というものもある。年齢層によって考えていることが少しずつ違うものの、

女性が家庭と社会の責任を二重に負わなければならないと考える人が多い。このように全体的に見ると、社

会の偏見と二重の役割、そして主観的な価値の傾向が女性の成功に対して影響を与える要素だといえる。

つまり、女性が成功するためには自尊・自立・自信が必要で、自身の向上のために絶えず勤勉に努力すると

いうことだ。 

 

さて、現状として女性科学技術者にはこのような問題があることが分かった。女性科学者の全体的な人数

はまだまだ少なく、特にハイレベルな者が非常に少ない。ノーベル賞受賞者においては2.8％しかおらず、中

国科学院、中国工程院のアカデミー会員では6％のみだ。 

女性が科学の仕事をすることについても未だ社会の偏見がある。国の法律や政策においても女性の平等

な権利を守るための保証が足りていない。大部分の女性が現在も家庭の責任の多くを担っている。そのため、

たくさん努力をして絶えず自分を向上させる必要があるわけだ。さらに、女性のキャリアパスの改善がうまくい

っていない。男性と比べて女性科学者は低く位置付けられ、昇進も遅い。学科の分布もアンバランスだ。女

性は一般的に生命科学、医学に集中しているようで、基礎科学、エンジニアリング分野が少ない。情報科学

分野にも女性はいるが、一部の基礎科学、特に数学、エンジニアリングでは女性が少ない。 

家事と仕事のバランスをいかに取るかということが女性科学者にとっての大きなチャレンジとなっている。人

材の育成として考えると、夢がありチャンスがある時に奮闘することが大切ではないだろうか。夢と努力は個人

の力で解決できる問題だが、国としては一人一人に公平な機会をつくらなければならない。女性たちの科学

活動への参加を奨励し、平等な機会を与えるということが問題の要となろう。 
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このような状況において、中国内でもいろいろな政策提言が行われている。政策の提案においては、より

良い法律と政策の関係を作ることが大事だ。社会の偏見と性別による差別をなくし、男女平等を法律にも具

体的に入れていかなければならない。高度教育や研究費等の資金面でも平等な権利を確保し、決裁権、参

加権、監督権、評価権なども女性科学者が同等に持てるようにしなければならない。また政策制度において

も女性科学者のニーズを十分に考慮して、彼女たちの意見や提案を聞くべきだと考える。 

2007年に科学技術進歩法が改正され、女性や少数民族が科学活動に参加することに平等な権利が保障

された。日本の第5期科学技術基本計画にも女性の人材育成といった内容が入れられたと聞いている。この

ように法律や政策が保障してくれることが重要だ。 

 

女性の権利を守り、さらに改善するためには、女性の科学者組織や機関も必要だ。女性が研究に携わる

権利を守りながら指導やサポートを行い、より多くの女性が専門的教育を受けられるようにし、学術交流に参

加できるようにするということだ。この目的のために、中国女性科学者協会が設立された。 

中国女性科学者協会には二つの任務がある。一つは女性科学者の権利を守り、今後の発展のためにより

良いチャンスと環境を作るということ。二つ目は女性科学者がより良く社会の発展に関わるということだ。もう一

点、様々な学会に女性のリーダーがいることが求められている。例えば、理事長や副理事長というポストに女

性を登用するということだ。ある化学学会では全ての幹部が男性だったが、男性からの提案で、必ず女性を

入れることになり、女性の副理事長が誕生した。物理学会や化学、数学の学会では女性科学者の専門委員

会が出来始めている。国際的な学術報告会や全国の報告会などでも、必ず女性のセッションを設けることが

定められている。今回、来日している閻さんもそういったセッションで責任を持っている。 

女性科学者による学術交流、研究協力、教育活動等も組織され、私自身も2010年から発展途上国の女

性科学者組織の主席をしている。この組織は発展途上国の女性科学者の成長のための機会を作ろうという

ところで、発展途上国の女性科学者の現状について調査研究も行っている。いろいろなところからの支援を

得ながら、発展途上国、特に後発途上国において女性博士を多く生み出そうとしている。交流のチャンネル

を作ったり、中日韓の女性科学者会議や中韓の女性科学者のシンポジウムなども行ったりしている。より多く

の研究協力の機会を作っていきたいと考えており、これについては日本の方々にも感謝したい。 

 

女性にとってより良好な研究環境を作ることは非常に重要だ。いろいろな研究基金を作って女性の研究を

サポートしたり、特別な研修基金というものを作り、より良い教育や研修を受けられるようにしたりしたいが、な

かなか実現には至らない。現在の研究基金を基礎にして女性科学者のサポートや奨励を増やしていけたら

いい。中国の国家自然科学基金では、同じ条件下において自由に申請するプロジェクトの中で、女性を優

先的にサポートすることが謳われている。青年基金は35歳以下の人達をサポートしているが、女性の35歳周

辺は博士号を取得していても出産・育児の時期のため、このサポートを一生得られないことになりかねない。

そこで、女性については38歳まで延長された。最近は40歳まで延長されたかもしれない。ロレアル青年女性

科学賞はユネスコとロレアルが共同で作った賞で、やはり出産後にもチャンスを得られるよう、40歳までの年

齢制限が45歳まで伸ばされている。 

中国では男女で定年退職の年齢が異なり、男性が60歳、女性は55歳とされている。しかし、多方面からの

呼びかけがあり、昨年の3月から新たな政策として、55歳になった女性は自分で退職年齢を選択できるように

なった。55歳でも60歳でもいい。フレキシブルになったが、55歳で辞めるとすると、50歳になってからの発展は

あまりのぞめないだろう。 

 

中国では新たな問題にも直面している。これまで長期的にわたり一人っ子政策がとられていたが、今年の1

月から二人目が全面的に解禁され、子供を二人産めるようになった。しかし、これが女性科学者にとっての新

たな問題にもなっている。博士課程を卒業した女性が仕事を探すことが難しくなるからだ。科学者として成長

するときにもプレッシャーがより過大になってしまう。この問題は解決しなければならない。 
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昨日、理化学研究所横浜キャンパスを訪問したところ、中に幼稚園があった。女性研究者の負担を軽減し

ようと意図されたものだろう。中国でもこのような幼稚園を作っているが、全体的な問題を解決するには、まだ

まだ努力が必要だろう。女性科学者の成長を促すには、より良い社会や文化的な環境、例えば民衆に対す

る宣伝活動も必要だ。女性科学者の仕事を理解してもらい、彼女たちに対するサポートや尊敬の念を深めて

もらう。そのためには人々への教育と、女性科学者自身にも色々な指導が必要だ。平等な立場で自立し、自

信に溢れた精神を持ち、家庭における責任と研究の間のバランスについてうまく対処し、自ら積極的に研究

活動の中に入り込んで自身の価値を高めていく。 

大学や高校、中学、小学校の多くの子供たちにも科学技術に触れてもらいたい。１回の授業が一人の子

供の一生を変えるかもしれない。特に貧しく立ち遅れている地域で様々な科学の知識を子供たちへ教えてい

く。健康や衛生の知識などを学ぶことが農民の貧困脱却にも寄与するだろう。 

この3月8日に、女性科学者社会貢献賞/奉仕賞を創設した。科学者たちにはもっと社会に関心をもって、

社会の為に奉仕してもらいたい。 

以上、ご清聴に感謝する。 

 

司会：渡辺副理事 

 

方新先生、ありがとうございました。 

日本と中国には共通する部分もたくさんあることが分かった。時代とともに女性の意識が変わっていくこと、

そして今もなお、家庭、育児と科学の両立が一つの課題であるということ。また、国をあげて、それから学会で

も女性の活躍を応援するような活動を活発にしていること等々、非常に似ている状況にあることが、よく理解

できた。 

続いて日本側から黒田先生にご講演をお願いする。 
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基調講演②「女性研究者よ、世界を舞台に活躍しよう」 

黒田 玲子 氏 東京理科大学研究推進機構総合研究院 教授  

 

今日は自分の本来の研究の他、一般的な話題や国際活動に関する話、自分自身の経験に基づいた若

い研究者へのメッセージなど、多岐にわたるお話をさせていただきたい。 

 

中国でも「おしん」というNHKの朝ドラは「阿信」としてよく知られているようだ。同局では先週まで実業家、

広岡浅子先生をモデルにした「あさが来た」という朝ドラを放映していた。私自身はテレビを見る時間があまり

ないため、どのように先生が描かれていたか分からないのだが、この方の話は実に素晴らしいので紹介した

い。 

広岡先生は1849年、幕末の京都の出水三井家に生まれた。2歳で既に結婚相手が決まっていて、豪商に

嫁ぐということで、三味線・琴・習字・裁縫などを朝から晩までやらされていたらしい。学問が好きだったが、女

子に学問は不要という時代、四書（大学・中庸・論語・孟子）を読みたくとも親に禁じられていた。17歳で約束

通り、大阪の豪商、加島屋当主の次男、広岡信五郎と結婚する。夫は彼女の能力を認め、理解し、働くこと

を許した。彼女はそこから新しいビジネスをどんどん切り拓いていく。明治維新と廃藩置県によって両替屋が

潰れていく中、借金の整理、返済の猶予、資金の回収、融資の断りなど色々なことをやって加島屋の立て直

しに奔走した。凄いのはそれだけでない。炭鉱ビジネスに入っていったのだ。これからの日本には米より石炭

が重要だと考え、夫を大阪において単身、九州に行き、炭鉱内に入って事務員や坑夫にいたるまで指導す

る。そのため、未亡人という記述すら残っている。やがて日本石炭会社をつくるが、デフレ不況と価格暴落な

どを受け、潤野炭鉱以外は手放す。 

炭鉱事業だけではない。加島屋が両替屋だったこともあり、銀行を設立する。さらに現在のユニチカとなる

紡績事業も始める。もちろん彼女一人でやったわけではなく、夫を含め、色々な人が関わっているが、凄い

人だ。それから信州生命を買収して朝日生命を立ち上げ、護国生命と北海生命を合併して大同生命を設立

した。女子教育にも力を注ぎ、成瀬仁蔵さんに大きな影響を受け、一緒に日本女子大学をつくる。これほど

凄い女性があの時代にいたことに非常に驚く。七転び八起きという言葉は知っていたが、彼女は九転十起と

して、「九度転んでも十度起き上がれば、前の九度の転倒は消滅して、最後の勝利を得るものである。斯くの

如く、転んで起き上がって歩くのでなければ、本当にしっかりした歩みではない。そしてすべての迫害四囲の

習慣、失敗など、これらの万難を排して得た月桂冠は、真の光輝ある勝利者の頭上にのみかざされるのであ

る。」という大変強い言葉を彼女自身の経験から語っている。私はテレビドラマを観ていないので、この言葉が

出てきたかどうかは知らないが、大変感激をした。 

 

それでは、科学者はどうだったのだろう。黎明期の女性科学者にも凄い人がいる。保井コノ先生は日本女

性で初めて理学博士号を取られた方で植物の研究者だ。黒田チカ先生は、1913年、初めて女性として帝国
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大学に入られた方だ。それまで、帝国大学は女性に門戸を開いておらず、女性が入学することはできなかっ

た。黒田先生は女性第一号の理学士となる。保井先生に続いて二人目の女性理学博士になられた黒田先

生は、紅花や紫根など天然色素の構造で非常に良い研究をして、オックスフォード大学のパーキン教授の

下でも在外研究を2年行われた。保井先生の時もそうだったが、当時は面白いことに、文部省の辞令には“理

科研究”とともに“家事研究”が加えられていた。そういう時代だ。続いて湯浅年子先生。湯浅先生はフランス

で活躍された物理学者だ。荻野吟子先生は女性で日本最初の開業医の資格を取得されている。 

「女性に学問は不要」と言われていた時代の流れは大きく変わっていった。文部省が“家事研究”まで加え

なければいけなかった時代の後、1960年代から70年代は“女子大生亡国論”と言われ、今日、ここにいらっし

ゃる相馬先生、中西先生、川合先生や私もこの世代に入る。それが今は “202030”となる。 

2003年の男女共同参画推進本部は「女性のチャレンジ支援策の推進について」として2020年までに指導

的地位に就く女性の割合を30％にしようということを明示した。2006年の第三期科学技術基本計画では女性

研究者の採用割合を自然科学系全体として25％とするという目標が設定された。（資料に）赤い星が付いて

いるものは総合科学技術議員として私が関わったところだ。第3次の男女共同参画基本計画にも有識者議

員として関わっている。全ての女性が輝く社会づくりということで安倍首相が力を注ぎ、推進室まで出来てい

る。2020年はオリンピックの年だが、「202030」は達成されているだろうか。 

第3次男女共同参画基本計画の重点分野の内、第12分野として、「科学技術・学術分野における男女共

同参画」が含まれている。方新先生の話とも重なるが、女性研究者の出産・育児と研究との両立のための環

境作り、女子学生の理工系分野への進路選択の支援、各研究機関の先導的な取り組みに応じた積極的な

ポジティブアクションというようなことがいわれている。具体的な施策についてもロールモデルの発掘や年齢制

限の後ろ倒しがある。科研費の年齢制限は、出産・育児でブレイクした分を後ろに延ばすことができるように

なった。日本も大分、変わってきている。その成果はというと、日本における女性研究者の割合は平成15年の

11％強から平成25年の14.4％という伸び率だ。世界で比較すると1位のロシアは40数％。日本はたった

14.4％しかない。 

『Nature』に米国のバイオテクノロジー関係の事例が掲載された。Ph.D.を取る人がこのようにどんどん増え

ているのに、オピニオンを決めるような指導的立場に就く人の数はそれほど増えていない。これはまさしく男

性と女性の障害物競走で、女性のハードルは男性より多いということが書かれている。Ph.D.を取る時にも男

女で少し差が出ていて、男性がオレンジ色で女性が赤で示されているが、米国でも女性は50％を切っていて、

他国ではもっと少ないところが多い。そして、いつ自分のキャリアを諦めるかというところで、男女共に子供が

いない人もしくは持とうと思わない人は諦めようとしない。ところが、これから子供を持とうという場合、女性はこ

れだけの人が諦めてしまう。つまり、ここをサポートしたらいいということではないだろうか。 

女性には次なるハードルもある。若手研究者（Early Career）へのグラントは、生物分野（Biology）では女性

にも結構出されているが、物理分野（Physics）では非常に少ない。しかし、ポジションを上げるところでは、応

募すると女性の採択率の方が高い。グラント自体はどうかというとこのような統計が載っている。米国もあまり

変わっていないので、世界で一緒になって改善に向けて頑張ればいいと思う。 

これは女性全体の労働力率を示したいわゆるM字カーブと呼ばれるものだ。出産・育児にあたる年代で日

本と韓国がM字曲線を描くのに対し、スウェーデンなどは全く下がらない。その辺りの仕組みを学ぶべきだと

思う。 

 

先ほどの方新先生の話にもあったが、管理職に就く女性は非常に少ない。就業率はそう低くないが、管理

職につく割合は各国に比べて恥ずかしいほど低い。中国は日本よりもっと多いのではないだろうか。ところが

数日前、NHKで報道された明治安田生命のインターネットアンケートの結果によると、女性の新入社員で管

理職を目指す人がどんどん増えている。女性が目指すポストは課長クラスがトップで、部長クラス、役員クラス

と役職レベルが上がるにつれ下がっていき、男性の方が上のレベルを目指す割合は多いものの、年次変化



 

 

 

12 

 

で見ると、この4年間で管理職につきたいという元気な女性が14％も増加し、対して男性は昨年と比べて3％

減っている。女性の方がどんどん元気になっているように思われないだろうか。 

これは私見だが、女性研究者が成功するためには、より多くの女子中高生がサイエンスに興味を持つよう

にすることが大切で、その人たちのハードルを越える手助けをしなければならないと思う。『Nature』にもあった

ように、女性には余分なハードルがあり、その障害物競走に勝つためにはハードルを除くか低くするか、もしく

は助けが必要だ。大学院、博士課程までの進学、キャリアのステップアップの途中で、ドクターに進まない方

がいいなど親も余計なことを言ったりする。出産、育児、介護－日本の場合は特に介護問題があり、そういう

時期の支援をするということだ。女性自身だけでなく男性にも意識改革が必要だし、ロールモデルも必要だろ

う。優れた才能を見つけて育て、道を開く助けをしてくれる師（Mentor）の存在も必要だ。このようなことを考え

ながら、政策提言している。 

 

時代が変わり、産業構造も変化している。“AI、 IoT、 Industry 4.0”といわれる第4次産業革命が起こり、

職業そのものが大きく変わってきている。今の若い人たちが世界的なリーダー、オピニオンリーダーになる時

代には現在の職業は存在しないかもしれない。「2011年にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65％は、

大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」と言われる時代でもある。これから時代が大きく変わっ

ていくことを考えて、今後の政策も考えなければならないだろう。 

科学技術も非常に急速に進んできた。生命科学においてはゲノム塩基配列決定のスピードが非常に短縮

され、かつ安価に、個人でもゲノムマッピングを得られるようになってきたし、ゲノム編集も簡単に出来るように

なってきている。iPS細胞研究では再生医療も期待されるようになるなど、社会にも大きな影響を与えている。

情報科学においてもインターネットは当たり前、スマートフォン、SNS、これからはWearable Computerとして腕

時計みたいにデバイスを身に付けて歩く時代がくるかもしれない。タブレットのターミナルもある。ナノテクノロ

ジー・マテリアル分野では、LEDや炭素繊維、さらに３Dプリンターなどがあり、こういった科学の躍進が今後の

イノベーションに求められていく。そしてイノベーションは病気の克服、環境・エネルギー問題の解決、高齢化

社会の対応などに必要とされている。 

 

イノベーションは科学技術だけでは不十分で社会システムとも協調しなければ本当の意味でのイノベーシ

ョンには成りえない。イノベーションを選択するのは市場であって科学者ではない。21世紀という時代はいろ

いろな問題を抱えていて、科学技術に大いに貢献してもらわないと困るということだ。地球・世界規模では環

境の悪化、異常気象、気候変動、生物多様性の喪失、人口の増加、高齢化、水、食糧、資源、エネルギー

の枯渇、感染症の蔓延、都市問題、南北格差、貧困の拡大、テロの拡大といった問題がある。「中国がくしゃ

みをすると世界が風邪をひく」というように、中国の金融も世界に大きな影響を与えるようになったし、米国の

経済成長の低下も大変な問題になっている。欧州も同じだ。加えてBRICsの問題、アジアの問題、アフリカの

問題、グローバル化の問題、知の大競争時代が言われている。若いうちは自分の研究しか見えないかもしれ

ないが、視野を広げていってほしい。私自身、化学の話の方がやりやすいが、色々な場に出る機会があった

ことで、必然的にOJT（On-the-Job Training）で勉強した。人口増加問題やエネルギー問題、CO2がどれくら

い出ているのか、飲料水がどれだけ枯渇していくのか。そういうことも私たちが一緒になって解決していかなけ

ればいけない問題だ。 

 

世界人口を見ると60歳を超える人は2002年で10％だが、中国は一人っ子政策を続けていたので一挙に

高齢化し、2050年には20%を超える。高齢化問題は人口増加問題と共に考えていかなければならない重要

な問題だ。自然災害も非常に多発している。アジアでは竜巻や信じられないような風速の台風、日照り、熱波

といったものが特に多いという印象を受ける。これは生命保険会社が毎年出している統計だが、Geophysical 

eventsとは津波や火山活動、Meteorological eventsは台風などの気象的災害、Hydrological eventsは洪水、

Climatological eventsは熱波や寒波、干ばつ、森林火災のこと。geophysical events以外は近年事象が増え
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ているということを覚えていておいてほしい。地震や津波、火山の噴火などを止めることはできないが、そこか

ら派生する災害を少なくすることは出来る。それこそが科学技術であり、社会の変革だ。 

日本が誇れる科学技術の例が一つある。2011年3月11日、東日本大震災が発生した時、27本の新幹線が

東北地方を走っていたが、新幹線は1本も脱線しなかった。昔の国鉄が開発したUrEDASというシステムがあ

ったからだ。地震の波にはP波（縦波）とS波（横波）があり、P波は先に到達するがダメージは与えず、後から

来るS 派がダメージを起こす。あちこちにステーションを置いておけば、P波を検出したときにどの地域にどの

程度の地震が来るのかが分かるので、走行中の電車を自動的に停止させることができる素晴らしい安全シス

テムだ。もう一つ驚くことに、日本では地震が起きてからほんの数分で震源地とマグニチュード、津波の情報

が提供される。こんな国は他にない。これも科学技術の成果だ。世界中でシェアしたらいい。そういう技術が

たくさんある。 

 

これは世界規模で行っている衛星モニタリングで、世界開発銀行などもかなりのお金を出している。メコン

川上流で大雨が降ると、必ず下流で洪水が起きるので、これをモニタリングして下流に伝える。これを

“Nowcast”という。地震予知（forecast）は難しいと思う。明日、地震が起きるから、仕事を止めて安心な所に

避難するというわけにはいかない。Tectonicsの動きの話なので、これから50年間に起きる発生確率程度しか

言えないだろう。しかしNowcastでは事象が起きた途端に非常に短い時間で対応できる。新幹線の例しかり、

そういうことにお金をかけたらいいと思う。 

 

ところで、気象的な災害は自然災害ではなく、地球の許容量を超えるほどの人類活動に起因しているので

はないかとも考えられており、世界中でいろいろな共同研究が行われている。ユネスコ、ICSU（国際科学会

議）、ISSC、ベルモントフォーラム、IGFA等々あるが、私はICSUの副会長をしていたので、その活動を少し紹

介したい。 

今は国際的なコラボレーションが絶対的に必要な時代、また、自然科学と人文社会科学が手を結んで一

緒にやらなければならない時代だ。COP21はClimate Summitにも関係している大きな国際的な枠組みだ。

SDGs（Sustainable Development Goals）には17の目標（Goals）があり、poverty、hunger、healthy lives、

education、women and girlsやエネルギー問題、気象問題、イノベーションなど、様々な問題が総花的に展開

されている。Scientific Advisory Boardは2014年にベルリンでInauguration meetingを開催し、世界中から26名

のメンバーが集結した。中国からも南開大学のKe Gong学長が参加している。 

ICSUは国際研究協力と科学の普遍性、政策のための科学について取り組んでいる。本部はパリにあり、

141ヶ国を代表する122のアカデミーと、IUPAC、IUPABといった31の国際学術連合（International Scientific 

Unions）から成り立っており、純粋な科学者とアカデミー組織が混在しているのが特徴だ。ICSUとユネスコが

1999年に出したブダペスト宣言は有名だろう。それまで科学というものは“Science for Knowledge；Knowledge 

for peace、Science for peace、Science for development”のためのものとされていたが、ブダペスト宣言におい

て“Science in society and science for society”と、社会との関連性が初めて打ち出された。私は、The 

Hungarian Academy of ScienceとICSU, ユネスコが共催したこのブタペスト会議に参加する機会を得た。その

10年後、ICSUの副会長として再びハンガリーで開かれた会合では、講演させてもらっている。 

TWAS（The World Academy of Sciences)という組織は開発途上国の研究者を支援する組織で、中国が誇

る研究者、白春礼先生がPresidentをされている。私はTWASのフェローにもなった。 

今年、IAMP（Inter Academy Medical Panel）とIAC(Inter Academy Council)が合併して、IAP（The Inter 

Academy Partnership）という一つの組織になった。“Women for Science：Inclusion and participation in 

Academies of Science”を出しているので参考にしてほしい。 

 

有益な知識の創出において、科学と社会がこのように線上（The ‘linear model’ of science and society）

－ファンディングから基礎研究、応用研究と進み、それが発展して適用され、社会利益に繋がる－というのは



 

 

 

14 

 

古いモデルだと考えられ、新しいモデルとして市民の参画を必要とする“Co-design and co-production of 

knowledge”が提唱されている。この時、市民、科学者、行政担当者と資金提供者などの資質が鍵になるが、

その資質には倫理も含まれる。科学技術の発展に伴う細分化がブラックボックスを生みだし、それが生命に

対する畏敬を失わせるというような問題もある。科学技術が社会に与える影響が大きくなるほど、科学者と一

般市民の双方向性コミュニケーションが必要になる。私は、科学者は社会的リテラシーを持ち、一方、市民は

科学的リテラシーをもってほしいと提唱し続けてきた。 

これはブダペスト宣言より3年早い1996年に「科学技術と人間社会」と題して朝日新聞に寄稿したものだ。

最先端の研究成果と社会的意味を科学に慣れ親しんでいない人に（社会的意味については科学者にも改

めて）説明してくれる人材、“インタープリター”が必要だということと、人文社会系学者らとの積極的交流につ

いて提唱している。また、岩波書店の現代日本文化論『日本人の科学」という書籍の中で、「社会のなかの科

学、科学にとっての社会」という一章を書いている。前述の新聞記事を読んだ佐藤文隆先生から是非にと依

頼され、1~2ページでもいいからともかく書いてほしいといわれたが、結局のところ50ページ程、思いのたけを

書かせてもらった。 

 

その後、振興調整費を得て、2005年、東大に科学技術インタープリター養成プログラムという副専攻をつく

り、東大を辞める2012年までその代表を務めさせてもらった。専門を他に持ちながらこういうことを学んでほし

いという願いと、全学の大学院からたった10名、それも文系と理系にまたがった大学院生を取るということから、

本専攻ではなくあえて副専攻にした。他大学のプログラムでは定員が400人だったり、一般市民に講演したり

するので、定員がたった10名かと怒られもしたが、徹底的に指導される10名には、結晶の核・反応の触媒とし

ての活躍を期待している。たくさんの人が講演会等で面白い話を聴くだろうが、その場限りの感激で、会場を

出るとすぐに忘れてしまいがちではないかと思うからだ。 

この東大の科学技術インタープリター養成プログラムのロゴマークには2つのSが隠れている。Science と

Societyの2つのSがハーモニーを奏でて寄り添うイメージを表現してつくってみた。 

科学者というものは概して話が下手だ。何を伝えるか、どう伝えるかが重要だし、正しく伝えるといっても“正

しい”とはどういうことかということまでを考え、自分の研究について話す時には社会にどういう影響を与えるか

を熟慮してから伝えなければならない。振興調整費のおかげでこのプログラムに取り組むことができたが、振

興調整費には5年の期限がある。期間終了後、東京大学の教養学部附属教養教育高度化機構に入れても

らうことが叶い、今12期目になる。 

サイエンスインタープリターは科学技術の担い手と一般市民の間を繋ぐ人材だ。科学がわからない人たち

への一方的な啓蒙活動、啓発活動ではなく、Public Understanding of Research活動とともに、科学者たちも

研究について一般の人々から学ぶ双方向性が必要だ。自分の研究にはどんな意味があり、科学全般や社

会にどういう影響があるのか、想定外の悪影響はないかどうか。例えばフロンガスもつくられた当初は良いも

のだと思われていたのに、オゾンホールを生みだしてしまった。科学者もいろいろなことを考えていかなけれ

ばいけない。 

プログラムでは課外研修も行っている。上越の組換作物圃場で研究者と対話したり、鹿児島の宇宙センタ

ーに行ったり、昨年度は産廃問題の豊島やアートの島、直島に学生を連れて行った。豊島では住民運動の

方から学び、議論を深めてもらった。直島では、島の基幹産業である三菱マテリアルの工場を見学、工場の

人たちとの議論、そしてベネッセ責任者や、安藤忠雄先生ご夫妻にも来てもらい、学生が各々テーマを持っ

てディスカッションさせた。 

 

さて、ここからは私がどのような基礎研究をしているのか紹介したい。研究談を通したメッセージは「困った

時が新しい展開へのチャンス」。何かのヒントになればと願う。 

Chiromorphology（キラリティー）という単語を聞いたことがあるだろうか。Chiral（キラル）とmorphology（形態）

を組み合わせた私の造語だ。海外ではChiromorpho genesis等として使われだしている。 
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キラリティーとは何か。Scientistという文字を鏡で映すと、“i”以外は鏡文字になって左右逆になる。鏡に映

すと変わるものと変わらないものがあるのだ。三次元の世界で映してみるとどうなるだろう。手であれば右手を

移すと左手になる。足や靴もそうだ。分子や電磁波にも変わってしまうものがある。それをキラルという。靴下

のように変わらないものはキラルではない。こういう研究だ。右と左なんてどうでもいいと思われるかもしれない

が、実はこれが非常に重要である。 

地球上のすべての生き物はバクテリアから植物、動物にいたるまで、全ては分子レベルで左右の一方側か

らできている。核酸は右型リボース、蛋白質は左型アミノ酸からできていて、つまり、生命の起源を考えるとき

にキラリティーの説明が不可欠ということだ。実生活においても、例えば、右足に左の靴を履くか右の靴を履く

かで作用が全く違ってくるが、それと同じことが分子レベルで起きる。化合物－薬や食品添加物が左型か右

型かで味や香、医薬品の作用・副作用が異なってくる。これによる一番の悲劇はサリドマイド事件だろう。

FDA（アメリカ食品医薬品局）はこの事件を受けて規制を作ったほどで、製薬業界、食品業界にとっても非常

に重要な問題だ。 

私はJSTの大きなグラントを頂き、他の人が殆どやっていない、新しい概念や分野を作るようにということで、

元々が化学屋だったことから、固体キラル化学の分野を拓いた。それまでの化学は溶液化学だった。生物分

野に関しては、一個の遺伝子－分子が決める生物の左右性についての研究をした。この図は対数スケール

で表している。10の2乗はクジラの大きさ程度で、人間が10の0乗、１メートルくらい。小さい分子はオングストロ

ームの世界だ。 

人の体は左右対称だが、身体の中は非対称になっている。心臓が左側にあって腸は一方向に巻いている。

こういうことを決めているのは遺伝子であり、蛋白質であり、それは高分子であって単量体ユニットからできて

いる。左右が一方からしかできていないというのが生物界だ。非生物界では左と右の分子が集まって結晶を

作っていることが多い。それとは異なり、自然分掌してそれぞれ左だけの分子、右だけの分子が集まった結

晶ができるか、という話だ。固体キラル化学では超分子結晶の研究もした。結晶化するときに左右の認識が

大きくかかわる。皆が苦労していた左右のアルコールの分割を超分子結晶化することで簡単に分けられるよう

にしたとか、結晶と結晶を擦って出来た結晶が、溶液から作る結晶とは全く違った結晶構造を持っているとか、

固体状態で反応させると溶液反応とは異なる生成物ができるとか、そういう研究をしていた。そして、そのため

には固体状態のキラリティーを測る装置が必要だった。 

市販の装置では固体状態のキラリティーの正しい測定ができない。それならと装置を自分たちで作り、特

許も取った。それがUniversal Chiroptical Spectrophotometerだ。 1号機、2号機、3号機と作り、2号機、3号

機ではサンプルを水平に置くことができるようにした。水平に置くことで、液滴がどう凝集していくのかリアルタ

イムで追うことができた。例えばアルツハイマー病の原因タンパクであるβ―アミロイドがどうやって凝集してい

くか、パーキンソン病の原因タンパクであるα―シヌクレインはどうかを調べることができるようになった。有機

発光体の研究にも展開できるようになった。今は波長スキャンではなくスナップショットで、2次元で検出できる

装置を開発している。この装置でタンパク質のダイナミクスを調べたいと思っている。 

 

私は物理化学者だが、生物にも惚れ込んで発生生物学の研究も始めた。1999年あたりのことだ。ERATO

のおかげで始められた。 

巻貝には右型と左型がある。何が巻貝の左右の巻き方を決めるのだろうか？巻貝にはユニークな特徴と利

点－雌雄同体で母性遺伝をするということがあった。ところが、非常に不利な点もあって、実験方法も確立さ

れておらず、ゲノムも解析されていなかったので、殆どゼロから始めなければならなかった。先ずはアメリカに

飼い方から習いに行き、熱帯魚屋と提携して大量に飼う装置を開発し、糞の掃除をどれだけ安価にやるか、

餌はどの位の頻度で与えるとよいのかそういう全てのことから始めていった。 

歴史的には1894年から巻貝の巻き方は非常に早くから決まっているのではないかと言われていた。これは

観察によるものだ。1923年頃には巻型を決めるのは母親由来の1つの遺伝子ではないかと言われていたが、

これはいわゆるメンデル時代の“遺伝子”だ。こういった論文に刺激を受け、ERATOで、巻貝の研究を始めた。
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そして、全ての教科書にはこのような絵とともに、右巻きと左巻きの貝は、1細胞、2細胞、4細胞、8細胞…と鏡

像対称に発生が進むと説明されていたが、実はそれが違うということを発見したのだ。 

右巻きと左巻きでは、第3卵割で4細胞から8細胞に進むところで鏡像対称性が崩れる。それこそが巻型決

定遺伝子の仕業だと突き止め、それは発生生物学における私の最初の論文となった。この発見は『Current 

Biology』の表紙を飾り、“Exciting and Elegant New Study”と褒められた。 

4細胞から8細胞に進む際の細胞の位置関係がそれほど重要なのであれば、物理的にそっと手で押して育

てたらどうなるだろう。そう思いつき、やってみたところ、何と逆巻の貝が出来上がった。何故だろう。人の心臓

や腸の巻き方を決めているのと同じ遺伝子が働き、その遺伝子の発現位置が鏡像対称のところに移るため

であることも突き止めることができた。子供を生ませることができたが、その子供は遺伝子に則った巻型に戻る

ことも実証できた。私は遺伝子は操作していないが、細胞の位置関係を変えただけで、遺伝子発現を変える

ことができた。この仕事は『Nature』に掲載された。 

1つの遺伝子が細胞の位置関係を変える、その細胞の位置関係が遺伝子発現をコントロールするというこ

とを誰も発想していなかった。ゼロから始めてそういう発見が出来た。今も色々な研究が進んでいる。ますま

す面白くなっているので、大学で研究するのに年齢制限があると困ると思っている。 

 

私は1970年に学部を卒業したが、当時は女子大生亡国論の時代、学部卒は結婚して当たり前とされ、大

学院に行く人は非常に少なかった。男子学生ですら就職難の時代だ。インターネットもないので指導教官の

推薦しかない。指導教官は、女性は家庭に入るのが一番だとお見合いの話まで持ってきた。そういう状況だ

ったので、このまま日本にいてはいけないと思い海外に出ることにしたのだが、今となってはその指導教官に

感謝している。海外経験が社会との関わりや学問全体の視野と活動を広げてくれたからだ。 

自分自身の体験があったからこそ、「皆さん、世界で活躍しましょう」というメッセージを贈りたい。もし、私が

男性で、指導教官が助手のポジションはどうかと言っていたら、私は研究分野を他に変えることなく、社会を

見ることもなく、英語も話せないままだったろう。しかし、指導教官を通して、日本には見込みがないと決断さ

せてくれたので海外に行くことができた。今ではとても良かったと感謝している。 

 

なぜ、化学からいろいろなことができたのかというと、私が好奇心の塊だからだ。そして困った時には新たな

展開のチャンスを得ることができた。 

博士課程に進んだ時は、指導教官から“X線の異常散乱による金属錯体の左右決定”というテーマをもら

った。X線で左右を決めて、その結果をCD（Circular Dichroism）の研究者に渡すということを、研究室ではこ

れまでずっとやっていたのだが、私はそれだけではつまらない、自分でCD分光を測定したいと思い、はかっ

ているうちに固体状態が非常に重要だと考えた。けれど研究室に分光装置は無く、固体状態の測定はルー

ティンではないので、後ろでパネルを外してゲインを変えるということをやっていると、もう来なくていいと言わ

れてしまう。そこで、毎日、メーカーの工場に測定に行き、色々なことを学ばせてもらった。装置開発ができる

ようになったのはそのおかげだ。 

博士課程で異常分散の研究の専門家として海外に呼ばれたが、イギリス人にできないことができること、と

いうのが就職の条件だった。行ってみたら研究室にはX線の解析装置が無い。他に探しに行かなければなら

なかった。最終的には同じキングスカレッジの中に装置があり、借りているうちに、そこの研究を補助したこと

から今度はそこに採用された。癌研究だった。私は一時、癌の研究をしていて、抗がん剤、発がん物質の

DNAなどとの相互作用の研究をしていたが、X線だけでやるのはつまらないと思っていた。とにかく好奇心だ。

分子生物学をやりたいと思ったら分子生物学を学ぶ。土曜日、日曜日と夜間に他の研究室に分子生物学を

習いに行き、分子生物学ができるようになった。何かがうまくいかなくても、それがきっかけになって新たな展

開が生まれる。私は教養学部だったので、日本に帰った後もスタッフはおらず部屋も狭かった。決して恵まれ

てはいなかったが、一生懸命頑張ってJSTのグラントを得ることができたのだ。 
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わくわくする面白い現象が自然界にはたくさんある。「自分の手で解明してみませんか、教科書を書き換え

るような研究をしてみたくありませんか、人々の健康な生活や環境問題の解決に結びつくような研究をしてみ

ませんか。」世界はあなたの活躍を待っています。これが、若い人への私からの熱いメッセージだ。 

 

司会：渡辺副理事 

 

黒田先生、盛りだくさんのお話をありがとうございました。「朝が来た」から始まり、産業がこれから大きく変わ

るというお話、地球規模の深刻な問題が世界にはたくさんあり、これに取り組まなければいけないという話。国

際的な取り組み。ブタペスト宣言に始まり、社会と科学の関係。それから先生の基礎研究のカイロモルフォロ

ジーの話、最後は世界に出て活躍しましょうというお話。本当にありがとうございました。 
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【中国語】 

主旨演讲①创造环境 促进女性科技人员成长 

中国科学院大学公共政策管理学院院长、前中国科学院副书记 方新 

 

针对创造环境、促进女性科技人员成长问题，我将分为“成长机制”、“问题挑战”和“政策建议”三部分

进行介绍。 

在当今全球化和知识经济的背景下，科技创新能力成为决定国家核心竞争力的关键。 

女性在科技进步的历史长河中做出了杰出贡献，并作为母亲、妻子对许多科学家产生重要影响。 

这里有四张照片。这位是黄道婆，她是中国最早制作纺织机的女性。这位是物理学家吴健雄，她为杨

振宁和李政道获得诺贝尔奖的技术做出了贡献。屠呦呦在去年获得了诺贝尔生理医学奖。这位是居里

夫人。居里夫人和女儿共同获得了诺贝尔奖。她们都是对科学作出重大贡献的科学家。 

女性科技工作者在当代中国的科学和工程领域发挥着日益重要的作用。越来越多的女性接受研究生

教育。现在多数中国科技工作者认为，在科技领域应该男女平等，然而，在科技进步中仍面临着重大课

题，必须在社会变革的同时进行改善。中国科学院、中国科学技术协会从2005年起开始就如何改善女科

学家现状进行研究，之后中国女性联合会、中国工程院也加入该项目，对女科学家面临的问题—主要是

女科学家在当代中国的地位、作用、贡献以及阻碍因素展开研究，并提出政策建议。本次代表团成员、

中国科学院大学的赵教授主持，进行了5000份问卷调查，并以2000名女博士为对象的进行了案例研究。 

 

下面来将对女科学家的成长机制进行介绍。人才需要同时具备基本素质和应用能力。此外，除自己的

本专业领域外，还需要拥有跨学科的知识和理解。比如，今天上台演讲的谢毅教授就将化学与物理学家

结合起来收获了新成果。更进一步来讲，在实际工作中，还应具备技术技能和使用现代工程工具的能

力。 

在终身教育方面，最重要的是学习能力。其他必要条件还包括道德、人为素质，职业道德和对社会责

任的足够认识。在拥有不同年龄层科技人员的工作集体中还需要交流能力和协调能力。 

在前面提到的调查中，除女科学家外，还对我国的工程技术人员、工程院院士进行了调查，让他们对

基本素质的重要性进行了排序。其中排在第一名的是品德及职业道德，第二位是终生学习能力，第三位

是专业基础，第四位是专业工程技术和机能，第五位是解决相关问题的能力，第六位是在由多学科人员

组成的团队中的协作能力。 

 

调查结果显示，男性和女性对于影响成功因素的认知是大体相同的。强烈的事业心、责任感、崇高的

职业道德是成才的内在动力和支柱，良好的教育是成才的基础，在实践中锻炼成长是成才的必经之路。

此外，结构合理，有活力的团队也必不可少。在个案研究中也可以发现，接受良好教育、在高层次平台
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工作正是人才成长的肥沃土壤。虽然海外接受教育的背景和在一流大学、或是像科学院这样的机构工

作是成长的必要条件，但最重要的还是对科学的兴趣和努力程度。 

在影响成功的因素中，最重要的是勤奋和职业道德。第二位的则是国家行业发展需要和项目机遇。就

拿屠呦呦来说，她获得诺贝尔奖的项目就并不是自己选择的课题，而是国家给出的中心题目：让她对

1969年越战中传染病提出处理方案。当然个人的兴趣是因素之一，但最终指引屠呦呦取得成功的仍是

机遇。 

 

男性和女性之间存在相通的课题，但女性有时则面临着更为特殊的立场。例如在2004年，女硕士和女

博士分别占到总数的44.2% 和31.4%，到了2015年多数学科中女性博士占比都超过50%，而中国女性科技

人员占科技人员总数的40%。不过关于科学家的统计也有不同的统计基准，比如有专业技术工作者，也

有将医生和教师算到2000万的女科学家中的。在研究与开发（R&D）领域科技人员有300万人，其中40%是

女性。有高级专业技术职称的女性数量占总数的25.7%，女科学家在科技事业中占据重要地位。 

在中科院与工程院两院院士中，女性共有78位，占总数的6%；左侧的黑白照片是80年代的女院士们，

右侧的彩色照片拍摄于2015年，当年中科院与工程院共增选了9位女院士，之后将要发表演讲的阎锡蕴

就是其中一人。近来越来越多的女性当选院士，女院士比例增长至当选总人数的十分之一，可以说是这

几年的一个进步。但另一方面也需要注意到，在女科学家和男性科学家之间仍存在“剪刀差”。在小学、

初中和高中，男女之间并没有存在差异，在大学和研究生阶段女性也占据了半壁江山。然而随着年龄的

增长，在职业发展上男性和女性的差距逐渐拉开。比如女性教授比例非常尚，而在院士中女性比例甚至

只占到6%。 

女性成长的存在特殊性有很多原因。既有个人选择的原因，也有婚姻、生育以及自身职业期望的原因。

当然，年代不同想法也发生着变化，如果对我之前的老科学家进行调查，会发现她们仍然坚信1950年的

毛泽东时代提出的男女完全平等的思想，认为男性能做的女性也能够全部完成。虽然在一段时期内能

够兼顾工作和家庭的思想占据主流，但对最近的年轻科学家进行调查会能够发现，有人在回答时表示

即使工作很努力不知道是否会有利于家庭。随着时代的变化价值观也在不断发生改变。 

科研能力方面也存在问题。有部分人认为，女性在某些科研领域中能力不如男性，这种看法会在一定

程度上影响女性取得科学成就。但同时也有研究显示，没有证据证明女性的能力不如男性，在男女在婴

儿期性别上的能力也不存在差异。因此可以认为，男女的性别特征不完全是天生的，而取决于后天的影

响。社会权力结构中 男性和女性的分工可以说是性别差异的问题。 

此外，女性自身主管价值取向也是影响因素。主观的自我认知与对自身的定位影响到女性对科技工

作的选择。随着科技女性的年轻化，对科学技术的喜爱程度明显降低。女性从事科技工作最看重的是其

“工作稳定”的特征；女性的角色优势主要表现为工作认真踏实，很少有人能够真正成为一种独特的创新

力量。目前中国就处于这样的情况。 

另一项调查显示，目前许多女科学家必须承担家庭劳动和子女教育的主体角色模式，因此不得不逐

渐降低自己对工作目标的要求。女性在从事科技工作的最重要的年龄段，呈现出目标定位的低倾向趋

势，与男性目标定位的变化特征存在明显差异。一个现实就是男性可以逐步定位更高目标，而女性只能

屈服于现状。 

 

大家可以看一下这边的表格。因为无法只针对女性进行调查，因此男性也包含在内。对女性而言工作

与家庭的关系，对于这个问题男性和女性中选择可以兼顾的均占多数。在女性中，认为女科技人员成功

的最重要因素是工作勤奋和有能力。蓝色部分是女性，灰色是男性，可以看出工作勤奋对女性而言非常

重要。此外，女性成功的原因还包括能力和受教育水平，同时为了成功还需要更进一步的努力。 

女性科技人员仍面临许多不利因素。虽然随着年龄的变化想法也在逐渐发生变化，但不少女性科技

人员都感到无法同时兼顾家庭和社会责任。从整体来看，社会偏见、双重角色以及主管价值观取向是影

响女性成功的因素。也就是说，女性想要收获成功，就更要自尊、自立、自信，自强不息，勤奋努力。 
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从现状来看，女性科技人员确实面临诸多问题。女性科技人员总体数量仍偏低，特别是高层次女性科

技人员尤其偏少。在诺贝尔奖的获奖者中仅有2.8%是女性，而中国科学院、中国工程院院士中女性也仅

有6%. 

社会对女性参与科技仍然存有偏见，国家的一些法律和科技政策对女性参与科技的平等权利缺乏保

证。大部分女性依然承担着更多的家庭责任，因此需要付出更多的努力，不断提升自己。此外，女性职

业生涯的改善尚不完全令人满意，与男性比较，女性科技工作者处于层次相对较低的位置，晋升较为缓

慢。学科分布也并不平衡。女性多集中在生命科学医学领域，而在基础科学和工程科学中女性较少。在

信息科学领域虽然也有女性科技人员，但部分基础科学，特别是数学、工程科学中女性很少。 

对于女性科技工作者而言，处理好家务与工作的关系仍然是很大的挑战。从人才培养角度来看，最重

要的是能够在既有梦想又有机会的时候竭力奋斗。梦想和努力是通过个人力量能够解决的问题，而国

家则需要为每一个人创造公平的机会。问题的关键是要鼓励女性参与科技活动，创造更为平等的机会。 

在这种情况下，中国国内也提出了很多政策与建议。在政策建议中，创造更好的法律和政策关系十分

重要。这需要进一步消除社会偏见和性别歧视，将性别平等意识纳入立法内容。保障在高等教育、科研

机构、科研职位和科研资金等方面的平等权利，保证女科学家获得同等的决策权、参与权、监督权和评

估权。在政策制度上需要充分考虑女科学家的需求，充分听取她们的意见和建议。 

2007年修订的《科技进步法》保障了女性和少数民族参加科学活动的平等权利。而日本第5期科学技术

基本计划中也包含了女性人才培养的内容。这样的法律和政策保障十分重要。 

 

维护并进一步改善女性权利，需要设立女性科学组织或者机构，在维护女科学家参与科技的权益的

同时，为女科学家提供指导、支持，宣传和动员更多的女性接受专业教育、参与科技活动和学术交流。

为此，中国成立了中国女科技工作者学会。 

中国女科技工作者协会的任务有两个。一是维护女性科技工作者的权利，为今后的发展创作良好环

境；二是使女性科技工作者参与到更好的社会发展中来。还有一点，就是要在各类学会中增加女性领导

者。比如由女性担任理事长或是副理事长一类的职务。某化学学会的所有领导都位男性，但男性提出必

需有女性加入，因此学会诞生了女性副理事长。物理学会以及化学、数学学会开始成立女性科技工作者

的专门委员会。国际学术报告会和全国报告会上，也规定必须设有女性日程。这次来访日本的阎锡蕴就

负责这一部分。 

女科学家也在组织开展学术交流、合作研究和教育等活动。我本人从2010年起担任发展中国家女科

学家组织主席。为了给发展中国家的女科学家的成长创造机会，该组织对发展中国家女科学家的现状

进行调查研究。在获得了多方支持的同时，发展中国家、特别是最不发达国家的涌现出越来越多的女博

士。此外，女科学家也在创造交流渠道，还组织召开中日韩女科学家会议和中韩女科学家研讨会。我希

望能够创造出更多研究合作的机会，在次也感谢日方的邀请。 

 

为女性创造良好的研究环境十分重要。虽然希望设立多种形式的研究基金，支持女科学家开展科技

研究，并设立特别培训基金，为女科学家职业发展提供更好的教育和培训机会，然而这还没有能够实现。

需要在以现有的研究基金为基础增加对女科学家的支持和鼓励。中国的国家自然科学金在自由申请的

项目中，同等条件下优先支持女性。青年基金的年龄限制为35岁以下，而女性即使在35岁左右获得博士

学位也面临生育、育儿时期，所以极有可能错过青年基因的资助。因此，青年基金中女性年龄限制延长

至38岁。欧莱雅女科学家奖是联合国和欧莱雅共同成立的奖项，为了让生育后的女性也有机会获得，因

此将40岁的年龄限制延长至45岁。 

在中国，男女退休年龄不同，男性是60岁，女性是55岁。然而，在各方呼吁下，去  年3月公布了新政

策，已满55的女性可以选择自己的退休年龄。无论是55岁或是60岁都可以。虽然说退休年龄变灵活了，

但若是55岁就退休，那么就很难期待50岁以后还能有更大的发展。 
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中国还面临着新问题。中国曾长期实行计划生育政策，而今年1月开始全面实施二孩政策，一个家庭

可以生育2个孩子。然而，对女科学家而言这又带来了新的问题。博士毕业后女性找工作会变得越来越

难，作为科学家成长时面临的压力也更大。这是一个不得不解决的问题。 

 

昨天，我在到访理化学研究所横滨校区时发现，研究所里设有幼儿园。其目的应该是为了减轻女性科

技人员的负担吧。中国也正在建设这样的幼儿园，然而若要解决整体问题，仍需要继续努力。促进女科

学家的成长，需要更好地社会和文化环境，比如对公众进行宣传活动。提高公众对女科学家的认同，增

强社会对女性科技工作者的支持和尊重。因此，需要加强对民众的教育，也需要对女科学家自身进行各

类指导。女科学家要站在平等的立场实现自立，拥有自信的精神，处理好家庭责任与科学研究角色之间

的关系，在主动参与到科技活动中，实现自身价值。  

期望大学、高中和小学里更多的孩子能够接触到科学技术。一次授课或许会改变一个孩子的一生。特

别是对于贫困落后地区，更应该将丰富的科学知识教授给他们。学习健康和卫生知识也将帮助农民实

现脱贫。 

3月8日，中国设立了女科学家社会贡献奖/奉献奖。希望科学家们能够更加关心社会，为社会奉献自

己的力量。 

 

以上是我的发言。谢谢大家。 

 

司仪：渡边副理事长 

 

方新女士，谢谢您的发言。 

 

日本和中国存在很多共通的地方。随着时代的发展，女性意识也在不断变化；当下，兼顾家庭、育儿和

科学成为课题之一；而从国家层面说，今后学会将继续为女性在科技界的活跃提供支援，在这些方面，

中国和日本面临着相似的处境。 

 

下面欢迎日方的黑田女士演讲。 
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主旨演讲②“女性研究人员，活跃在世界舞台上吧” 

东京理科大学研究推进机构综合研究员 教授 黑田玲子 

 

今天，除了我本人的研究，我将和大家一起聊聊一般话题、国际形势，以及我根据个人经验对年轻研

究人员的寄语。 

日本NHK电视台有一部晨间剧《阿信》在中国也颇为有名。这家电视台最近又播出了一部叫做《阿浅来

了》的电视剧，上周刚刚播完，是以日本实业家广冈浅子为原型改编的。我自己平时没有太多时间看电

视，因此并不清楚剧中如何描绘了广冈先生。不过，广冈先生的故事很有意思，我也想在这里介绍给大

家。 

广冈浅子于1849年出生于幕末京都出水三井家，2岁时就被家里订下了娃娃亲，长大后要与富商结婚，

因此每天都从早到晚地学习三味线、琴艺、习字和裁缝。广冈浅子非常喜欢学习，但在那个时代，“女子

无才便是德”。浅子很想读四书（大学、中庸、论语、孟子），但她的父母却不允许。17岁时，依照之前约定，

浅子嫁给了大阪富商加岛屋老板的二儿子广冈信五郎。结婚后，丈夫非常认可浅子的能力，并给予她充

分理解，允许她工作。浅子也渐渐开拓了新的事业。受明治维新及废藩置县影响，广冈家的钱庄朝不保

夕，浅子则开始整理借款、延长还款、回收资金、拒绝融资，为了重振加岛屋而不断奔走。她的厉害之处

还不仅于此。考虑到今后在日本，煤炭要比大米更加重要，浅子开始涉足煤矿业务，将丈夫留在大阪，

只身一人来到九州，深入煤矿，对工人们进行指导。因此，甚至有记载称广冈浅子是一名没有丈夫的寡

妇。终于，浅子建立起了日本煤炭公司。不过受通货紧缩、物价暴跌的影响，她最终放弃了其他煤矿，仅

保留下了润野煤炭。 

加岛屋原来是钱庄，因此除了煤炭行业外，后来又成立起了银行，之后又开展了纺织业务（即为现在

的尤尼吉可前身）。当然，这些并非浅子一人所为，是她和丈夫在内的许多人士合力而为的成果。之后，

广冈家收购了信州生命，成立了朝日生命，并将护国生命与北海生命合并，成立了大同生命。浅子还深

受成濑仁藏影响，致力于女性教育事业，两人一同创办了日本女子大学。在那个时代，能有如此出色的

女性，实在令人惊讶。我们都知道，日语里有“七转八起”这样一个说法，不过对于浅子而言，则应该是

“九转十起”。她曾结合自身经历，发表过这样的名言： “哪怕摔倒了九次，只要第十次坚持爬起来，就能

取得最后的胜利，前面九次跌倒也就不算什么了。正是这样，跌倒后如果不爬起来继续前进，就无法走

得扎实。必须克服固有习惯、失败，排除万难，成功的桂冠只属于真正的胜者。”我没有实际看过电视剧，

所以也不知道电视剧里是否有出现过这段话，但这段话真的令我非常感动。 

 

那么，在科研领域又是如何呢？在科技启蒙期，日本也曾有过一些非常厉害的女性科学家，例如保井

kono老师，一位植物研究人员，也是日本第一个取得理学博士学位的人。另外，黑田chika老师是1913年

第一位进入帝国大学就读的女性。在此之前，帝国大学并没有过女性学生，女性也无法入学。黑田老师

成为了日本第一位女性理学学士，后来也成为了继保井老师之后的第二个女性理学博士。黑田老师对



日中女性科学者シンポジウム 2016 in Japan開催報告書 

23 

 

于红花与紫草等天然色素的结构有着非常深入的研究，并曾师从牛津大学帕金教授，进行了两年海外

研究。保井老师也是如此。有趣的是，根据当时文部科学省的要求，保井老师在从事“理科研究”的还需

进行“家务研究”。当时就是这样一个时代。后来还有一位汤浅年子老师。汤浅老师是一位活跃在法国的

物理学家。此外，还有日本第一位取得开业医生资格的女性荻野吟子。 

后来，“女子无才便是德”的时代发生了很大改变。在文部科学省强制要求“家务研究”的时候之后，

1960-70年代，日本开始流行“女大学生亡国论”。今天列席会议的相马老师、中西老师、川合老师，还有

我本人，都是这个时代的人。到现在，则发展为了“202030”。 

2003年，男女共同参与推进本部提出了“推进支援女性挑战的政策”，并设立了到2020年关键岗位就

职女性比例达30%的目标。2006年第三期科学技术基本计划中又提出了在所有自然科学学科中，女性研

究人员采用比例应达到25%的目标。资料中用红星标注的部分就是当时我作为综合科学技术会员参与的

部分。在第3次男女共同参画基本计划中，我也作为有识之士会员参与其中。日本首相安倍晋三致力于

创立一个让所有女性发光的社会，还设立了相关推进组织。2020年将举行东京奥运会，想必“202030”的

目标也会达成。 

第3次男女共同参与基本计划的重点领域中，第12个领域是“科学技术、学术领域的男女共同参与”。

方新老师在前面也提到过，我们应当创建一个让女性研究人员能够兼顾生育和研究的环境，加强对女

性学术在理工领域发展的援助，并配合各研究机构的先导性措施，积极应对。在具体措施方面，可以树

立模范人物，放宽年龄限制。将科研费用的年龄限制放宽，女性研究人员也可以将生育期间落下的工作

补回来。日本现在也发生了很大变化，并取得了一定成果。例如，在日本，女性研究人员的比例从2003

年的11%多发展到了2013年的14.4%。在世界范围来看，俄罗斯比例最高，为40%，而日本仅为14.4%。 

《Nature》杂志上曾刊登了一篇有关美国生物技术的文章。文中写道，目前，取得Ph.D.学位的人越来越

多，但在决策领导层就职的人数却并没有随之增长。这就好比是男女共同进行障碍赛跑，但女性的障碍

要比男性多。取得Ph.D.的男女人数上就存在差异，其中橙色表示的是男性，红色表示的是女性。在美国，

女性比例超过50%，而其他国家则更低。而对于何时放弃个人事业，男女双方都没有孩子的研究人员一

般不要孩子时就不会退出工作。然而，一旦想要孩子，女性就会选择放弃事业。因此，在这方面，我们应

当予以必要支援。 

此外，女性研究人员还面临着其他障碍。生物领域的女性研究人员获得的年轻研究人员（Early Career）

经费尚有一定保障，但在物理领域（Physics）则非常之少。有关经费，则有过这样的统计，即便是美国也

没有发生过太大变化，因此我想，世界各国在方面都有必要做出努力。 

这个是表示女性劳动率的M型弧线。日本和韩国女性在生育年龄的劳动率明显下降，形成了M型，而

相比之下瑞典等国家在同一时期女性劳动率则没有变化。这些国家的措施也值得我们学习。 

 

刚才方新老师提到，目前就职于管理层的女性非常少。虽然日本女性就职率尚可，但就职于管理层的

女性比例与各国相比还很低。与日本相比，中国就高出很多。前几天，日本NHK电视台报道了明治安田

生命的一项网络调查，结果显示，有越来越多的普通女性新入职社员希望能成为管理层。不过，这些女

性新职员的目标最高也就是课长级别，想要成为部长、执行层、管理层的人则越来越少，而男性新职员

中则由较多人以高层为目标。从每年的变化来看，希望在四年内担任上管理职务的乐观女性增加了14%，

而相比男性则比去年减少了3%。这也表明，职场女性越发乐观，充满活力。 

我个人认为，要想让女性研究人员取得成功，必须使更多的女高中生产生对科学的兴趣，并帮助她们

跨越障碍。正如《Nature》杂志中所写那样，女性在研究中存在额外障碍，为了在这场“障碍赛”中取胜，

就必须跨越障碍，或是放低自己，因此非常需要旁人的帮助。有的女性预备升学读研究生、博士，或是

事业正处于上升期，父母可能会说还是不要继续读为好。女性面临着生育、照看老幼等问题。在日本，

照看老幼的问题尤其突出，因此这个时期应当给予女性特别的帮助。除了女性自身外，男性的意识也有

必要改变，有必要树立典型模范。同时，还应当有专门的老师，帮助发掘女性优秀才华，开辟事业道路。

基于这些想法，我多次献言献策。 
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随着时代的发展，产业构造也在发生着变化。被称为“工业4.0”的第四次工业革命时代来临，职业类

别出现了巨大的变化。在年轻人成为世界性领袖、舆论导向者的时代，过去的职业意识已经行不通。就

像曾经有人指出的那样，“2011年进入美国小学读书的65%的儿童，或许在大学毕业时将从事现在还未

出现的职业”。时代发生巨变，我们不得不思考一下未来的政策走向。 

科技的发展也十分迅速。在生命科学领域，染色体组配对的效率提高、价格降低，并且个人也可以进

行基因定位，基因编辑变得十分容易。IPS细胞在再生医疗领域的应用备受期待，对社会产生了深远的

影响。在信息科学领域，互联网自不必说，智能手机、SNS，未来像腕表一样可穿戴设备的时代或许即将

来临。此外，还有了平板终端。在纳米科技材料领域有LED及碳纤维、3D打印机等，这些科技的飞跃需

要未来的创新发展。而疾病的消除、资源环境问题的解决以及老龄化社会的对策都需要创新的力量。 

 

创新不仅仅指的是科学技术，如果与社会体系不和谐的话就不能成为真正意义上的创新。选择创新

的是市场而不是科学家。21世纪面临着许多问题，如果科技不发挥作用，将会陷入困境。例如全球性环

境恶化、气候异常、气候变化、生物多样性的丧失、人口增加、老龄化、水、粮食、资源、能源枯竭、传染

病的蔓延、城市问题、南北差异、贫困扩大、恐怖主义扩张等。如同“中国打喷嚏，世界都感冒”形容的一

样，中国金融对全球的影响很大，而美国经济增速下降也是十分棘手的问题。欧洲也是如此。此外，还

存在金砖国家问题、亚洲问题、非洲问题、全球化问题等等，这是一个智慧大竞争的时代。年轻的时候

我们往往只关注自身的研究领域，而我希望大家扩大自己的视野。以我个人为例，我擅长的是化学方面，

但通过出席各类活动的机会，自然而然地开始了“OJT（On-the-Job Training）”。人口增长问题、能源问

题、二氧化碳排放量、水资源枯竭量等等，这些问题的解决需要我们共同的努力。 

 

从全球人口来看，2002年60岁以上人口为10%，而中国贯彻的独生子女政策推动了老龄人口数量的增

加，2025年这一比例将超过20%。老龄化问题是需要和人口问题共同考虑的重要问题。此外，自然灾害也

时常发生。在亚洲，龙卷风、难以置信的高强风速台风、干旱、热浪等发生率非常高。生命保险公司每年

公布的统计中，Geophysical events （地球物理事件）指的是海啸和火山活动；Meteorological events （极

端气象事件）指的是台风等气象灾害；Hydrological events （极端水文事件）指的是洪水；Climatological 

events （极端气候事件）指的是热浪、寒潮、干旱以及森林火灾。希望大家明白，这些灾害的发生频率正

在增加。虽然我们无法阻止地震、海啸和火山喷发，但可以减少衍生灾害的发生。而这些需要依靠的是

科技以及社会变革的力量。 

举一个日本引以为豪的例子。在2011年3月11日东日本大地震发生时，有27辆新干线行驶在东北地区，

但是没有任何一辆新干线脱轨，因为它采用的是国铁曾经开发的UrEDAS系统。地震波有P波（纵波）和S

波（横波），P波先抵达但是不会产生灾害，后抵达的S波会引发灾害。如果在各地设置观测点，当检测出

P波时可以判断哪些地区将面临何等震级的地震，从而可以使行驶中的电车自动停止，这是一套非常安

全的系统。另一个令人震惊的是，日本在发生地震的几分钟之内就可以公布震源地、震级数以及海啸的

情况。除日本之外没有任何一个国家可以做到。这也是得益于科技的发展。如果各国之间可以分享那该

多好，世界上还有很多类似这样的技术。 

 

该技术依靠的是覆盖全球的卫星监测系统，世界开发银行为此投入了大量的资金。例如，当湄公河上

游发生暴雨的话，下游势必会出现洪水灾害，因此该监测系统会提前预警。这种预测方式叫做“Nowcast

（临近预报）”，但是地震预测（forecast）很困难。 “明天将发生地震，所以大家赶快放下手中的工作去安

全的避难场所或者减少外出吧”这是做不到的。由于是通过地质构造的运动进行判断，所以只能预测50

年间地震发生的概率。但是“临近预报”可以在发生的瞬间迅速采取应对措施。就像上面提到的新干线

的例子，是值得投入资金的。 
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但是也有观点认为，气象灾害并不属于自然灾害，它是超过了地球可承受范围的人类的活动所导致

的。对此，世界各地展开了各种合作性研究，例如联合国教科文组织、ICSU（国际科学会议），ISSC（国际

社会科学理事会），贝尔蒙特论坛、IGFA（国际钓鱼协会）等等。我担任ICSU的副会长，因此想对该组织

开展的活动稍作介绍。 

当今社会是非常需要国际间合作的时代，也是需要自然科学和人文社会科学合作的时代。COP21是

与气候峰会有关的重要国际性组织。SDGs（可持续发展目标）制定了17项发展目标，就贫困、饥饿、健康、

教育、妇女儿童、能源、气候、创新等问题进行综合性研究。科学顾问委员会2014年在柏林召开成立大

会，来自世界各地的26名会员齐聚一堂。中国南开大学龚克校长也参加了大会。 

ICSU致力于国际研究合作与科学的普遍性以及政策性科学。其本部位于巴黎，由来自141个国家的

122名代表成员和IUPAC（国际理论与应用化学联合会）、IUPAB（国际理论与应用生物物理联合会）等31

个国际性科学学会组成，其特征是既包括纯粹的科学家，也包括学会组织。ICSU和联合国教科文组织在

1999年发表的布达佩斯宣言想必很有名气。在此之前，科学的定义为“科学为了知识、知识为了和平、科

学为了和平、科学为了发展”，而布达佩斯宣言则认为，“科学是社会的科学，科学为了社会”，首次明确

了科学和社会的关系。由于匈牙利科学院的关系，我也参加了会议。十年后的今天，作为ICSU的副会长，

我再一次有机会在匈牙利进行演讲。 

TWAS（世界科学院）是一个支援发展中国家女性研究员的组织，由中国引以为豪的研究员白春礼先

生担任院长。我也是成员之一。 

今年，IAMP（国际医学科学院组织）和IAC（国际科学院委员会）合并成为IAP（国际学院合作）组织。其

口号为“女性科学：融入和参与到科学院”，希望大家参考。 

 

在创造有益知识方面，科学与社会通过线性模型（The ‘linear model’ of science and society）相连，即

从融资到基础研究、应用研究，再发展至应用，实现社会利益，而这一模型较为陈旧。目前，较为提倡的

是需市民一同参与的新模型“Co-design and co-production of knowledge”。这种情况下，市民、科学家、

行政负责人以及资金提供者等各方的资质是一大关键，这一资质还包括伦理问题。伴随科学技术发展

的细分化，暗箱也随之产生，对生命的敬畏之情逐渐消失。科学技术对社会的影响越大，科学家与一般

市民之间的双向沟通越发重要。我始终提倡，希望科学家能增加社会素养、市民能够增加科学素养。 

这是我在布达佩斯宣言发布的3年前、1996年为朝日新闻的投稿《科学技术与人类社会》。我在文中提

出，将最尖端的研究成果及社会意义向对科学不甚了解的人们进行解释的人才“翻译”十分必要，提倡

与文科学者开展积极的交流活动。此外，我曾为岩波书店出版的现代日本文化论中，为说明“日本人的

科学”而写了题为《社会中的科学，对科学而言的社会》的一章内容。佐藤文隆先生在报纸上读到我发表

的文章后，特别嘱托我来写这章内容，即便佐藤先生说1~2页即可，我将我心中所思写了50页左右。 

 

其后，我获得了振兴调整经费，于2005年在东京大学设立了培养科学技术解说员项目的副专业，在我

2012年离开东大之前，一直担任该项目的代表。即便另有专业，但对此尤为感兴趣，想一探究竟——带着

这样的初衷，来自整个研究生院的10名既有文科又有理科的学生组成了这一项目，并将其定为副专业。

其他大学的同类项目可能有400名学生，而且还对普通民众进行讲演，而这个培养项目才仅有10个人，

难免让人可气，但我期待着经过系统指导的这10名学生能作为精英中的佼佼者、起到催化剂的作用并

大显身手。虽然很多人都会在讲座上听一些有趣的话题，但仅限于当时当地，出了会场可能转眼就都忘

了。 

这一标志中隐藏着2个S，意思是Science和Society的两个S相辅相成，相映生辉。 

科学家大抵不善言辞。想传达什么、如何传达，这十分重要，即便是想正确地传达，所谓“正确”又意

义何在，科学家在介绍自己研究的时候必须要考虑到这些，仔细考虑会给社会造成什么样的影响。多亏

了振兴调整经费让这一项目得以实现，但资金只有5年的期限。期限结束后，这一项目有幸被列入到东

京大学教养学部附属教养教育高度化机构中，现在已经是第12届了。 

http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Ftj.sina.com.cn%2Fedu%2F2016-06-06%2Fdetail-ifxsvenx3360650.shtml&q=%E5%8D%97%E5%BC%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%95%BF&ts=1465871319&t=924ee0d3db49260c8fbc0f478f4599a
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科学解说员是将科学技术与普通民众连接在一起的人才。不是针对不懂科学的人们进行单方面的启

蒙启发活动，科学家们也渴望大众能理解研究内容（Public understanding of Research），因此是双向的。

科学家们要思考自己的研究意义何在，有何影响，是否有预想之外的负面影响。例如，当初氟利昂研制

成功时人们都以为它是有益之物，然而它却成了臭氧空洞的罪魁祸首。科学家们也必须要做到深思熟

虑。 

在项目中还举行了一些课外研修活动。比如在上越的转基因作物农场与研究人员进行对话，参观鹿

儿岛的宇宙中心，去年还带学生们去了丰岛工业废弃物问题的直岛美术馆。让学生与直岛当地举行居

民活动的人们一同学习。请Benesse的员工、安藤忠雄夫妇前来，学生们各持主题进行了讨论。 

 

下面，我想介绍一下我开展了哪些基础研究。 通过分享我的研究想要传达给大家的是“困惑之时是

新进展的机遇”。希望能为大家提供一些启发。 

大家听说过Chiromorphology这个词吗？这是我将Chiral与morphology组合在一起而创造的词。在国外

常说Chiromorphology for genesis。 

Chiromorphology是什么呢？从镜子中看Scientist这个词，除了“i”其他字母都左右相反。映入镜中，既

有改变的东西又有不变的东西。映入三维世界中会如何呢？手的话，右手会变成左右。腿和鞋也是如此。

分子、电磁波等也有改变的。这叫做Chiral（手性）。像袜子这种不变的东西不能称作Chiral。就是这样的

研究。有人也许会觉得什么左右，完全无所谓，但实际上这是极为重要的。 

地球上的所有生物——从细菌、植物到动物，都是由分子。核酸是右旋核糖构成的，蛋白质是左旋氨基

酸构成的，也就是说，在思考生命起源之时，我们在解释说明时是离不开Chiromorphology的。实际生活

中，比如右脚穿左鞋还是右鞋，其作用是完全不同的。化合物、药、食品添加剂也是如此，左型还是右型

关系到味道、气味、药品的作用·副作用。由此产生最大的悲剧就是沙利度胺事件了吧。FDA（美国食品

药品监督管理局）甚至做出规定，这对于制药业、食品业都是极为重要的问题。 

我获得了JST的一大笔经费，因为是其他人几乎没做的大项目，将开创出新概念和领域，又因为原来

擅长化学，于是开创出固体手性化学领域。此前的化学是溶液化学。在生物领域，开始研究一个基因分

子决定的生物的左右性。该图为概数比例尺表示。10的平方约鲸鱼的大小，而人类是10的0次方、1米左

右。小分子是埃米的世界。 

人的身体是左右对称的，但身体内部却非如此。心脏位于左侧而肠道向着一个方向盘卷在一起。这是

由遗传因子、蛋白质来决定的，它们是由高分子单元构成的。只有左右中的一方形成的才是生物界。在

非生物界，左与右的分子集合在一起形成螺旋状的结晶。左边只有左，右边只有右。在固体手性（Chiral）

中形成超分子结晶。结晶时，左右的认知发生巨大变化。大家煞费苦心地令乙醇结晶时，可简单析出的、

摩擦结晶所得到结晶、以及从溶液中所得到的结晶完全不同，若在固体状态下发生反应甚至还会得出

不同的结果，我一直从事这样的研究。为此，我需要可测量固体手性的装置。 

市面销售的装置无法准确测量固态手性。既然如此，我们自己就来制作装置，并就获得了专利。这就

是Universal chiroptical Spectrophotometer。制作了1号机、2号机、3号机，2、3号机可水平放置样品。实现

水平放置，可实时观测液滴是如何凝集的。例如老年痴呆症的β-淀粉样蛋白是如何凝集的，帕金森症

的α-Synuclein是如何凝集的。同时还可以开展有机发光体的研究。现在正在开发不用波长扫描而是快

照来进行二维检测的装置。此外还有调查蛋白质活性的装置。 

 

我是一名物理化学家，但因喜爱生物又开始了发育生物学的研究。那大约是1999年的事情，在“先进

技术的探索性研究（Exploratory Research for Advanced Technology，ERATO）”项目的支持下，我开始了

相关研究。 

螺分为左旋和右旋。是什么决定了螺的螺纹旋转方向呢？螺具有其特殊的特征和优点——雌雄同体且

为母性遗传。然而，研究也面临着极为不利的局面，当时实验方法还没有确定，也没有进行基因组分析，
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所以研究几乎必须从零开始。我首先去美国学习了螺的饲养方法，与热带鱼商店合作学会如何操作大

量饲养螺的设备，如何低成本地清扫粪便，这些工作就是研究的开端。 

历史上，从1894年开始就认为螺的旋转方向在很早以前就已经决定了。这是通过观察得出的结论。

1923年前后，有观点认为来自于母体的一个基因决定了旋转方向，这就是所谓孟德尔时代的“基因”。受

到此类论文的影响，我通过ERATO项目开始开展研究。所有的教科书上都印有这样的图，并配有右旋螺

和左旋螺呈1个细胞、2个细胞、4个细胞、8个细胞……镜像对称分裂的说明。然而我却发现这与事实并

不相同。 

螺在由4个细胞分裂为8个细胞的第三次卵裂时，不再遵循镜像对称性，在该时期出现向左旋转或向

右旋转之分，我发现这正是由基因造成的。这也成为了我在生育生物学方面发表的第一篇论文。这一发

现登上了杂志《当代生物学》（“Current Biology”）的封面，还被杂志还赞扬为“Exciting and Elegant New 

Study”。(美妙漂亮的新研究) 

从4个细胞分裂成8个细胞的过程中，细胞的位置关系若是十分重要，那么物理用手去按压会培养出

什么结果呢？我按照自己的想法尝试了一下，竟然培养出了外壳纹路反向旋转的螺。 

为什么会这样呢？与决定人类心脏和肠的旋转方向的方式一样，螺也具有能够决定旋转方向的基因，

有图片显示，其基因表达的位置会移至镜像对称的地方。因此，螺虽然能够繁衍后代，但其后代螺壳的

旋转方会回到基因支配的旋转方向。我虽然没有操作基因，但仅靠改变细胞的位置，就改变了基因表达。

这一发现刊登在《自然》（Nature）杂志上。 

1个基因改变了细胞的位置关系，细胞的位置关系又控制了基因表达，这是谁也想象不到的事情。从

零开始的研究让我有了如上发现。现在我仍在进行多种研究。由于研究越来越有意思，因此我感到年龄

的限制正困扰着我。 

 

我1970年大学毕业，当时是女子大学生亡国论的时代，大学毕业后直接结婚是被视为是理所当然的

事情，继续进行研究生深造的人实属罕见。那是一个连男生都难以就业的时代。因为没有互联网，所以

只能靠导师推荐。我的导师认为女性组建家庭是最好的选择，所以他甚至提出要我去相亲。在当时那样

的情况下，我感到无法就这样待在日本，于是决定出国，所以现在想来我还需要感谢当时的导师。因为

海外经验拓宽了我的社会关系、整体的学术视野和学术活动。 

正是出于亲身经历，我才想要对大家说“女同胞们，活跃在世界舞台上吧”。如果我是男性，导师要是

邀请我当他的助手，我的研究领域就不会发生改变，也不可能深入社会，英语也不会有提高。然而，导

师让我在年轻时就做出了留在日本国内没有前途的判断，所以我才能够选择出国深造。现在来看，我需

要感谢当时做出的正确选择。 

 

说到为什么会从化学又开始了其他研究，那是因为我的好奇心使然。此外，在遇到困难时我获得了新

的发展机遇。 
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在读博士研究生时，我从研究室那里获得了“通过X射线的反常散射决定金属配合物左右” 的课题。

决定好X射线之后，我再进行圆二色谱（Circular Dichroism,简称CD）的研究，然后交给研究KILLER光谱

学的研究人员，再交出研究结果，但是只做这样的工作让我感到很无聊，我想要自己测定光谱，在测量

的时候感到固体状态十分重要。然而，我却缺少研究设备，固态也不是常规出现的，只好一个人偷偷卸

掉配电盘进行增益调整，终于有一天被告知不用来研究室了。因此，我每天去工厂进行测定，学到了很

多东西。能够完成设备的开发也都多受益于此。 

博士研究生课程时国外认为我是超低色散研究的专家，但我的就职条件是，我做了英国人做不了的

事情。我去了之后发现研究室没有X射线的分析仪，必须去其他地方才能找到。最终我在伦敦国王学院

找到了它，在借用分析仪的同时，开始帮助对方进行研究，因此后来被对方录用。对方的研究课题是癌

症，于是我也暂时地以癌症为对象，对抗癌剂、致癌物的DNA等的相互作用进行了研究，但我又感到，

只通过X射线进行研究没有意思。总之就是出于好奇心。我想要研究分子生物学就去学习了分子生物学。

周六日以及晚间我到其他研究室学习分子生物学，终于掌握了这门学科。即使某些部分进展并不顺利，

但从中也可以催生出新的发展。由于我所属的是教养学部，因此回到日本以后既没有助手，办公室也很

小。虽然条件有限，但我仍然竭尽全力获得了日本科技振兴机构的支持基金。 

 

令人热血沸腾的有趣现象在自然界无处不在。“通过自己的双手来解开谜团吧，尝试颠覆教科书的研

究吧，开展可以解决人类健康生活和环境问题的研究吧。”世界期待着大家的表现。这是我对年轻人发

出的热情寄语。 

 

主持人：渡边副理事 

 

黑田女士，谢谢您带来的精彩发言。您从“朝阳已至”开始，讲到了产业从此发生的巨大变化，又谈到

世界面临诸多全球性的严峻问题，这些问题都是必须解决的。您还讲到了国际性的解决方案，还有从布

达佩斯宣言开始，社会与科学的关系。之后您又提到了您的基础研究项目Chiromorphology，最后呼吁大

家一起活跃在世界舞台上。再次感谢您的演讲。 
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3 交流会 

3-1 プログラム 

日 時 平成 28年 4月 6日（水）18:00～21:00 

会 場 セミナーハウス有隣園 （山梨県河口湖） 

18：00～18：10 開会挨拶 伊藤 宗太郎（科学技術振興機構 副理事） 

18：10～18：20 乾杯   沖村 憲樹（科学技術振興機構 特別顧問） 

20：50～21：00 閉会挨拶 山東 昭子（参議院議員） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会 ３ 
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4 分科会 

4-1 プログラム 

司 会：相馬芳枝（日本化学会 フェロー） 

日 時 平成 28年 4月 7日（木）8:30～11:30 

会 場 セミナーハウス有隣園 （山梨県河口湖） 

8:30～9:00 開会挨拶・写真撮影 山東 昭子（参議院議員） 

9:00～11：30 個々の自己紹介及び研究発表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分科会 ４ 
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4-2 発表資料 
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5 グループミーティング 

5-1 プログラム 

日 時 平成 28年 4月 7日（木）12:00～15:00 

会 場 オルゴールの森（山梨県河口湖） 

12:00～15:00 グループに分かれ今後の共同研究についての意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループミーティング ５ 
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6 中国女性科学者招へいプログラム（平成 28 年度さくらサイエンスプラン） 

6-1 スケジュール 

4月 4日（月） 日本（羽田）着 

4月 5日（火） 午前：文部科学省、科学技術・学術政策研究所訪問 

午後：理化学研究所横浜キャンパス訪問 

夕刻：歓迎レセプション 

4月 6日（水） 終日：日中女性科学者シンポジウム 2016 in Japan 

4月 7日（木） 終日：日中女性科学者分科会 

4月 8日（金） 午前：京都大学 iPS細胞研究所訪問 

午後：島津製作所創業記念資料館訪問 

4月 9日（土） 午前：京都市内見学等 

午後：報告会 

4月 10日（日） 離日（関空発） 

 

 

 
文部科学省訪問 

 

中国女性科学者招へいプログラム（平成 28年度さくらサイエンスプラン） ６ 



日中女性科学者シンポジウム 2016 in Japan開催報告書 

 

75 

 

 
科学技術・学術政策研究所訪問 

 

 

 

 
理化学研究所横浜キャンパス訪問 

 

 

 

 

 
歓迎レセプション 
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京都大学 iPS細胞研究所訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 
報告会 
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6-2 アンケート 

【日本語】 

 

1）今回の交流プログラムの全体的なスケジュールに満足しましたか

回答数 ％

全体 23 100.0

1 非常に満足 21 91.3

2 満足 2 8.7

3 不満 0 0.0

無回答 0 0.0

2）今回の訪問先で最も満足した場所・ポイント

■JST：仕事に対し熱心で細やか、先見性があり客観的である

■セミナーハウス：美しい環境で様々な交流をし、日本側の研究者たちとの理解を深めることが出来た

■理化学研究所：報告内容が充実しており、研究成果の展示が生き生きしていた

■政策研究所・iPS細胞研究所：1、専門分野に役立った　2、日本に対する理解が深まった

■理化学研究所・iPS細胞研究所：ハイレベルの研究内容が印象に残った

■訪問先全て：各方面周到に準備がなされ、日本有数の科学技術関連機関を訪問することができ、得がたい学習の機会となった

■日中女性科学者報告会：報告会と交流活動を通して、お互いに理解が深まり、協力関係の構築ができた

回答数 ％

全体 23 100.0

1 とても深まった 8 34.8

2 ある程度深まった 15 65.2

3 全く深まらなかった 0 0.0

無回答 0 0.0

回答数 ％

全体 23 100.0

1 良くなった 19 82.6

2 変わらない 3 13.0

3 悪くなった 0 0.0

無回答 1 4.3

■伝統と現代科学技術が共存している。持続的発展意識が高い。

■日本人は控えめで友好的、物事を周到かつ他人の立場にたって考えている。

■清潔で礼儀正しい。

■日本人の友好的で熱心な態度が印象的。

■日本には学ぶべきところが多いが、自ら体験しないと分からない。

回答数 ％

全体 23 100.0

1 とてもそう思う 9 39.1

2 そう思う 13 56.5

3 思わない 0 0.0

無回答 1 4.3

■研究協力者と出会うことができた。

■新たな思考が生まれ、視野が広がった。

■お互いの制度が理解できた。

■日本の科技管理モデルには中国が学ぶべき部分がたくさんある。

3）今回のプログラムを通して、日本に対する理解は深まりましたか

4）今回のプログラムを通して、日本に対する印象に変化はありましたか

5）今回のプログラムが、貴殿の今後の科技管理業務に収穫をもたらしたと思いますか

91.3%

8.7% 0.0% 0.0%

非常に満足

満足

不満

無回答

34.8%

65.2%

0% 0%

とても深まった

ある程度深まった

全く深まらなかった

無回答

82.6%

13%

0% 4.3%

良くなった

変わらない

悪くなった

無回答

39.1%

56.5%

0%
4.3%

とてもそう思う

そう思う

思わない

無回答
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回答数 ％

全体 23 100.0
1 非常に高まった 15 65.2

2 高まった 8 34.8
3 高まらなかった 0 0.0

無回答 0 0.0

■自分のできる範囲で、さくらサイエンスプランを広げていきたいと思う。

■ともに学び、ともに過ごすことで親しくなれる。

回答数 ％
全体 23 100.0

1 とても意義がある 22 95.7
2 意義がある 1 4.3

3 意義がない 0 0.0
無回答 0 0.0

■若い世代間で日中の友情を持続することができる。

■青少年および若い科学者の交流を促進するものである。

■科学技術と社会の発展が緊密に連携しており、研究員の素質が高い。科研費も比較的多い。

■理化学研究所や京都のiPS細胞研究所のような機関が日本では多く、管理体制も参考になる。

■仕事に対する姿勢は、中国人も学ぶべきだ。

■自然資源科学領域に携わる女性研究者が少ないように感じ、少々残念だった。

回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常にある 14 60.9
2 ある 7 30.4

3 ない 0 0.0
無回答 2 8.7

■ラボの研究員との交流機会を増やして欲しい。

■学術界と実業界の交流、産学官協力をより一層促進させてはどうか。

■科技交流活動を通して、お互いの理解を深め、二国間の関係をより良い
方向へ進めるものである。

■学術報告の機会がもっと増えれば良いと思う。研究領域も可能な限り近いもの
とし、来日経験の無い人間を参加させるなど。

7）さくらサイエンスプランが日中友好交流および科技協力に与える影響とその意義について

■日本の科学技術に携わる人間はプロフェッショナルでとても真面目である。　イノベーション意識とグローバルな視野を持ち、
日本の科学技術は依然として世界をリードしていると感じた。

6）今回のプログラムを通し、日中科技交流に対する意識と積極性は高まりましたか

8）日本の科学技術の現状に対する印象と評価を教えて下さい

9）本プログラムは継続する必要性があると思いますか

■日本は先進的な技術が存在し、科技発展は段階的な目標があり、中国の科技
発展戦略に参考になる。今後は多方面での交流が必要だ。

■日本側の高いプロ意識と友好的な態度はとても良い印象を持った。今後の科技
交流協力が素晴らしいものになると信じている。

65.2%

34.8%

0% 0%

非常に高まった

高まった

高まらなかった

無回答

95.7%

4.3%

0% 0%

とても意義がある

意義がある

意義がない

無回答

60.9%

30.4%

0%
9%

非常にある

ある

ない

無回答
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【中国語】 

 
 

 

 

 

 

 

 

1）您对本次交流活动整体安排是否满意？

回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常满意　 21 91.3

2 满意 2 8.7
3 不满意 0 0.0

無回答 0 0.0

2）请填写本次访问中最满意的部门或环节

■JST：工作认真，细致，有前瞻性，客观
■别墅交流：环境优美，交流形式多样，和日方人员有深入了解机会
■理化所：报告内容充实，对研究成果的展示生动
■政策所，IPS中心：1 对专业有帮助　2 更好的了解日本
■理化所，IPS中心：了解日本最先进的科学机构
■都很满意：各方面考虑的非常周到，而且能够参观到最顶尖的科技机构，
对于我来说是一次难得的学习机会
■中日女性科学家报告会及之后的交流活动：通过报告会和交流活动，互相增进了解，
促进理解与合作

回答数 ％
全体 23 100.0

1 有深刻的了解 8 34.8
2 有所了解 15 65.2
3 毫无了解 0 0.0

無回答 0 0.0

回答数 ％
全体 23 100.0

1 变好了 19 82.6
2 没变化 3 13.0
3 变差了 0 0.0

無回答 1 4.3

■日本社会传统与现代科技并存，可持续发展意识强
■日本人客气友好，做事周密，万事为他人着想。这都值得我们学习
■日本有许多值得学习之处，亲历才能体会
■卫生，整洁，礼貌
■受日本朋友及当地人们友好热情感染

回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常有 9 39.1
2 有 13 56.5
3 没有 0 0.0

無回答 1 4.3

■找到新的合作伙伴
■有新的思路，开拓了视野
■高度敬业精神与高水平研究对今后合作工作深有启发，受益
■日本的科技管理模式有许多值得中国学习的地方

4）通过参与本次活动，您对日本印象是否有转变？

3）通过参与本次活动，您对日本的了解是否有所加深？

5）本次活动对于您今后开展科技管理工作是否有收获和帮助?

0.9%

0.1%

0.0% 0.0%

非常满意

满意

不满意

無回答

35%

65%

0% 0%

有深刻的了解

有所了解

毫无了解

無回答

83%

13%

0%

4%

变好了

没变化

变差了

無回答

39%

57%

0%

4%

非常有

有

没有

無回答
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回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常有 15 65.2
2 有 8 34.8
3 没有 0 0.0

無回答 0 0.0

■将继续在自己能力范围内推动樱花计划的实施
■日本有先进的技术，科技发展有阶段性目标，对中国的科技发展策略有借鉴性，
今后应多开展可方面的交流工作
■相互学习，相处才能相知
■日方高度精业精神与友好交待留下了美好印象，相信双方在科技交流合作有美好的前景

回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常有意义 22 95.7
2 有意义 1 4.3
3 意义不大 0 0.0

無回答 0 0.0

■年青一代持续日中友谊
■对加强青少年及青年科学家两国之间的交流很有促进作用
■通过科技交流活动，促进和加深了互相的了解与理解，也会带动两国关系向更加
良好的方向迈进

8）请告知您对日本科技现状的印象和评价

■科技与社会发展联系紧密，科研人员素质高，科研经费较充足
■象理研极京都的IPS研究所这样的机构在日本较多，一些管理体制也值得我们借鉴，
日本虽经济不太景气，但在科研上依然投入很多
■总体感觉日本科技人员非常敬业，认真努力，有创新意识和国际视野，日本科技仍处于领先状态
■印象是有一些尖端的科技领域，但在自然资源科学领域似乎女性科技人员不多，这次没有碰到，
不知道是没有安排还是其他什么原因。我感觉有些遗憾
■日本科研人员工作的态度值得中国科研人员学习

9）您认为本次活动是否有持续的必要性？

回答数 ％
全体 23 100.0

1 非常有 14 60.9
2 有 7 30.4
3 没有 0 0.0

無回答 2 8.7

■可多安排与日方科技人员的交流互动
■扩展至学术界与实业界的融合交流，促进产学研深度合作
■学术报告的环节可以增加一些，专业尽可能接近一点，尽量让没来过日本的人员参与

7）您如何看待樱花科技计划对中日友好交流和科技合作的作用和意义？

6）通过参与本次活动，您对推进中日科技交流合作的意识和积极性是否有所提高？

65%

35%

0% 0%

非常有

有

没有

無回答

96%

4%

0%0%

非常有意义

有意义

意义不大

無回答

61%

30%

0%
9%

非常有

有

没有

無回答
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