
(4) 学術会議・学会

　① 日本学術会議会員

総数(人) 女性(人) 男性(人)女性割合(％)男性割合(％)

第12期 （昭和56.1～） 210 1 209 0.5 99.5

第13期 （昭和60.7～） 210 3 207 1.4 98.6

第14期 （昭和63.7～） 210 3 207 1.4 98.6

第15期 （平成 3.7～） 210 4 206 1.9 98.1

第16期 （平成 6.7～） 210 1 209 0.5 99.5

第17期 （平成 9.7～） 210 2 208 1.0 99.0

第18期 （平成12.7～） 210 7 203 3.3 96.7

第19期 （平成15.7～） 210 13 197 6.2 93.8

第20期 （平成17.10～） 210 42 168 20.0 80.0

第21期 （平成20.10～） 210 43 167 20.5 79.5

第22期 （平成23.10～） 210 49 161 23.3 76.7

第23期 （平成26.10～） 210 49 161 23.3 76.7

日本学術会議調べ

②日本学術会議の連携会員

総数(人) 女性(人) 男性(人)女性割合(％)男性割合(％)

第20期 （平成17.10～） 1,982 227 1,755 11.5 88.5

第21期 （平成20.10～） 1,899 238 1,661 12.5 87.5

第22期 （平成23.10～） 1,900 314 1,586 16.5 83.5

第23期 （平成26.10～） 1,882 420 1,462 22.3 77.7

日本学術会議調べ

③学会の長、学会役員

総数(人) 女性(人) 男性(人)女性割合(％)男性割合(％)

1,810 137 1,673 7.6 92.4

62,635 7,663 54,972 12.2 87.8

日本学術会議調べ

　　　３．役員とは、会長、副会長、理事、幹事、評議員等、学会から役員として報告のあったもの。

学会の長

学会の役員

（注）１．平成27年10月31日時点。
　　　２．協力学術研究団体に指定されている1,810団体について集計。
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