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STS Network Japan2002年度
春のシンポジウムのお知らせ
テーマ：技能知への視座
日程：2003年3月22日（土） 13:00〜17:30（開場12:30）
場所：東京大学先端科学技術研究センター
パネリスト：
１３号館３階講堂
上野直樹氏（国立教育政策研究所）
（最寄駅:小田急線・東北沢駅よ
り徒歩7分、井の頭線・駒場東
大前駅より徒歩10分。
なお、会場へのアクセスについ
ては右ページの地図、もしくは
先端研のホームページをご参照
下さい <http://www.rcast.utokyo.ac.jp/map/mapj.html>。）

＊参加費、事前の申し込みは不
要です。
＊STSNJの会員でない方もご参
加いただけます。
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西阪仰氏（明治学院大学）
他１名 交渉中
コメンテーター：
橋本毅彦氏（東京大学）
技能知とは、何なのか。古来、科学は、技術と距離を置くことで、その地位を高め
ようとしてきた。そういった姿勢は、アリストテレスにおける技術に対する評価の低
さなどに、如実に現れてくるだろう。しかし、逆に言えば、技術は、「科学的知識」
が芽生える以前から、まさに人間たるゆえんとも言うべき、道具をはじめとしたその
能力を拡張する手段を生み出してきた。それゆえ、新たな学知を担おうと息巻いてい
たアリストテレスは、その当時すでに一大勢力をなしていた職能集団に対して、書き
言葉を背景としたいわゆる論理的表現を武器に、差別化を図ろうとした。その後、ア
リストテレス的な論理思考を源流に持つような科学におけるレトリックが、さまざま
な場面で勝利をおさめ、すべての学問が「科学」化されていくなか、当然のごとく技
術にかかわる知も科学化され、現在では、科学技術と併置されるほど、密接な関係を
持つようになった。
とはいえ、科学と技術の関係というのは、歴史的に見てもそもそもが源流が異な
り、決して、技能知は科学知で解消できるものではないことは明らかである。解消で
きないからこそ、科学は技術を差別化し、その支配下に置こうと策略してきたといえ
よう。そもそも、技能知の発揮される場と、科学知の発揮される場は異なっており、
場の違いのみならず、さまざまな条件が異なっているだろうことは、想像に難くな
い。
やはり、科学知から見た技能知ではなく、科学知とは性格の異なるはずの技能知を
じかに見据え、その本質を見極めなければ、ひいては現代社会に多々発生している技
術に伴った問題・事件の分析はできない。日本におけるいわゆるSTS研究が、今まで
おもに科学教育を担う人々や科学史家から発信されてきたため、どうしても、「科学
知」の視点からみた「技能知」という語られ方がしてきたように思われる。たとえ現
代社会においては、科学技術に入り込んでいる技能知が問題の中心となっているとは
いえ、現状のSTS研究では、認知科学的な分析はもちろんのこと、やはり科学知から
脱却して、技能知そのもの自身へとアプローチしなければならないことは、明白に
なってきている。
そのような次第で、今回、私どもで、「技能知への視座」というテーマでシンポジ
ウムを企画し、今までのように科学知から見た技能知ではなく、技能知それ自身と
は、はたしてどのような存在なのかを議論する場を設けたいと考えるに至りました。
パネリストとしては、技能知を認知科学のアプローチで精力的に分析されておられ
ます上野直樹さん、エスノメソドロジ−の手法で人間の行為を精力的に分析されてお
られます西阪仰さんをむかえます。そして、お二人の講演に対して，科学論の側から
の応答を予定しています。さらに、エンジニアの方を招いて、技能知をまた違った
側面から見たお話を聞ければと思っております。最後に、以上の報告を踏まえ、技
能知をめぐってディスカッションできればと考えております。
お忙しいとは思いますが、なにとぞ、多くのご参加をお待ちしております。

STS NETWORK JAPAN NEWSLETTER Vol.13 No.3

2002年度総会及び研究発表会のお知らせ
日時：2003年3月23日（日）（総会、研究発表会とも）
＊詳しい時間割は、次号のニューズレターでお知らせします。
会場：東京大学先端科学技術センター 13号館3階講堂
（最寄駅:小田急線・東北沢駅より徒歩7分、井の頭線・駒場東大前駅より徒歩10分
なお、会場までの詳細な地図は先端研のホームページをご参照下さい
http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/map/map-j.html）

＊参加費、事前の申し込みは不要です。
＊総会以外はSTSNJの会員でない方もご参加いただけます。
STS Network Japan 2002年度研究発表会の発表者を募集しております。
・ご希望の方は、2月28日までに事務局までお申し込みください。
・発表時間は30分程度といたします。
・OHP、スライド、プロジェクター等をご利用の方は、事前にお申し込みください。
・講演予定の方は、当日までに、A4で1〜3枚程度の講演要旨をご提出ください。
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2002年冬のシンポジウム「ユニバーサルデザインの可能性」
１２月２１日（土）13時〜17時40分
於）東京大学先端科学技術研究センター４号館２階講堂
プログラム
開会/シンポジウムの趣旨説明
古瀬敏（建築研究所）「ユニバーサルデザインの思想」
卯月盛夫（早稲田大学）「都市デザインへの市民参加」
木原英逸（国士舘大学）「人工物の権力論：リベラリズム・ノーマリゼーション・ユニバーサルデザイン」
総合討論

-シンポジウム感想及び報告２００２冬のシンポジウム「ユニバーサルデザインの可能性」
に参加して
安孫子誠也 （聖隷クリストファー大学）
12月21日（土）13時より表記のシンポジウムが、東大先端科
学技術センターで催された。このシンポジウムは当初12月8日
（日）に予定されていたものであるが、前日の7日（土）に科学
技術社会論研究会（テーマ「人体実験の政治学」）が開催される
ことなどによって２週間延期になったもののようである。ＳＴＳ
関係では、従来当NJが主体を担ってきていたが、その他に前記
「研究会」があり、さらに昨年「科学技術社会論学会」が発足し
たりしたので、当NJの存在感が薄れ継子扱いにされてきている感
がある。しかし、「研究会」と「学会」が専門家主義（いわゆる
high church）の方向性をとる中で、当「NJ」が若手を主体とし
てSTS本来の姿である一般人の立場からの科学技術批判（いわゆ
るlow church）の姿勢を貫いているのは頼もしいかぎりであ
る。今回のシンポジウムは、その意味でも良い前例をなすものと
いえる。取り上げられたテーマ「ユニバーサルデザイン」は、他
のSTS団体にみられないものであり、当NJの担い手である若手だ
けがもつ斬新な感覚を伺わせるものであった。
２週間延期された関係でクリスマス寒波にかかり、当日は異常
低温の上に土砂降りの雨が重なって最悪のコンディションの中で
の開催となった。13時という開始時間の設定にも多少問題があっ
て（昼食を済まして家を出るとどうしても14時になってしま
う）、最初の集まりは悪かったが、それでも終了する頃にはかな
りの聴衆が集まっていた。
最初の講演は独立行政法人建築研究所の古瀬敏氏による「ユニ
バーサルデザインの思想」であり、ユニバーサルデザインとは何
かを主題とするものであった。それによると、それは「年齢、性
別、能力の如何にかかわらず、すべての人のためをめざすデザイ
ン」とのことである。最初に指摘されて印象に残った点は、この
「能力（ability）」を「障害（disability）」と訳してはならな
い、というものである。そのように訳すと「われわれ―彼ら」と
いう対立軸が導入されてしまい、自分自身を含めて「すべての
人」の問題であるという本質が覆い隠されてしまうからとのこと
であった。古瀬氏はいいデザインの必須条件として、「安全
性」、「アクセシビリティ」、「使い勝手」、「価格妥当性」、
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「持続可能性」、「審美性」の６つをあげられたが、これらの条
件は、いわゆるデザイン物にかぎらず、あらゆる技術的産物に
とって共通の必須要件であるように感じられた。古瀬氏はまた、
行政に関わってこられた経験から、行政による対応の拙さ（介護
保険における住宅改修費用の問題、交通バリアーフリー法におけ
る厳しい参入規制の問題）などを指摘され、興味深く伺った。
次の講演は早稲田大学の卯月盛夫氏による「都市デザインへの
市民参加」であり、氏が手掛けた世田谷区梅丘における「参加の
まちづくり」を例にあげて話された。それによると、まちづくり
を進めるには「組織づくり」「計画づくり」「ものづくり」
「ルールづくり」の４つが必要とのことである。また、氏は「共
生のまちづくり」として3つの分野、「自然環境と開発の関係」
「歴史環境と開発の関係」「（障害者、高齢者、外国人、子供を
含む）すべての人が安心して生活できる住まいづくり、まちづく
り」をあげられたが、これもやはりあらゆる技術的産物について
共通の要件であると感じられた。氏のお話で興味深かったのは、
車椅子の方でも使える電話ボックスに「車椅子マーク」をつける
べきではないという指摘である。何故かというと、それが「バリ
アフリーデザイン」と「ユニバーサルデザイン」の違いであり、
後者は「特別なサインなしでも誰もが使いたくなるような、そし
て誰もが使えるデザイン」だからとのことであった。氏のご講演
の特徴は、具体的な観点と抽象化された観点が上手に組み合わさ
れている点である。たとえば、氏は今後の展開へ向けて次の5つ
の視点を提示されている：「当事者参加を目指す」「80％、90
％、95％の人が快適に使えるものを追い求め続ける」「安全な物
は美しい」「人間の活動、行動は常に連続しているので単体のデ
ザインを面的なデザインにつなげてゆく」「車椅子マークのない
社会の実現をめざす」。
次に予定されていた肢体不自由者である医師、熊谷晋一郎氏の
講演は、患者の様態急変のために取り止めとなり、残念なことで
あった。最後は、国士舘大学の木原英逸氏による「人工物の権力
論：リベラリズム／ノーマリゼーション／ユニバーサルデザイ
ン」であった。氏によると「批判とは、批判する者が、批判され
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る者の行為に対して、ある基準に照らせば別でもあり得たと仮想
し、より広い可能性のなかで相対化し限定すること」であり、そ
の意味でユニバーサルデザインとは、科学技術批判さらにはより
一般に社会批判という認識につらなるとのことである。そして、
ユニバーサルデザインの場合に照らされる「ある基準」とは、
「すべての人それぞれの前に、利用可能な選択肢の集合つまり機
会集合を開き、各人の自己決定の実質を確保しようとの価値基
準」とのことである。その意味で、それは批判の基準を「リベラ
リズムという政治思潮に負っている」という。また、「選択の自
由を必要な制約の中で最大化する原理つまりノーマリゼーション
原理、もまたリベラリズムを介してユニバーサルデザイン思想・
運動へとつながる」とのことである。この「ノーマリゼーショ
ン」と「ユニバーサルデザイン」との関係は大変興味深い点であ
るが、その点の詳細は別の機会に譲るとのことで、これも残念な
ことであった。
これらの講演終了の後、総合討論へと移った。最初に司会者で
ある中村征樹氏が、ユニバーサルデザイン教育について質問され
た。講演者によると、大学・専門学校等でそのような教育は現在
全く為されておらず、デザインとは未だに芸術作品を作ること、
あるいは商業的に成功するものを作ることという認識が一般的、
とのことであった。次にどなたかが、「スタンダード化（標準
化）」と「ユニバーサル化（普遍化）」の違いについて質問され
た。講演者による応えは、製品の標準化とは製品どうしの互換可
能性を保証することであるにすぎないが、普遍化とは限りなく
100％に近い人々に使えるようにしてゆくこと、とのことであっ
た。また別の人は、「ユニバーサルデザイン」と「テーラーメイ
ド医療」のような個別性を尊重する考えとの関係について質問さ
れた。講演者は、それらは互いに補い合うものではあるが、ユニ
バーサルデザインの方がより重要性は大きいと応えられたと記憶
している。私自身は、ユニバーサルデザイン運動を進めてゆく上
での、運動の担い手は何かについて質問した。講演者による応え
は、私的使用に供する物品については市場、インフラストラク
チャーに関するものは行政だが、どちらについてもその運動推進
の原動力となるのは市民による選択や市民運動である、とのこと
であった。
最後に私は木原氏に、ユニバーサルデザインの思想が、自己決
定の基準に基づくリベラリズムの政治思潮に負っている、と本当
に言えるのかどうかについて質問した。というのは、生命倫理の
方面で、米英における自己決定に基づくリベラリズムの考えと、
ヨーロッパ大陸における公共性のために個人の自由はある程度制
限されるという共同体主義の考えとがあり、ユニバーサルデザイ
ンの考えは後者の方により近いように思えたからである。木原氏
の応えは、リベラリズムの追及が結果的に公共性を保証すること
になる、というものであったが私にとって納得のゆくものではな
かった。たとえば、ユニバーサルデザインの追及は、芸術性の追
求や商業的成功へとつながる贅沢感の追求などの自由を、場合に
よっては、生産者と消費者の両方の側において制限することにな
るのではないだろうか。リベラリズムの政治思潮は、大量生産・
大量消費に基づくアメリカン・ドリームと不可分なものであり、
ユニバーサルデザインの思想はそれとの決別を意味するものであ
るように感じられたのである。
家に帰って新聞をみていたら、家庭でも使える携帯用の人工透
析器発売の記事が載っていた。そしてさらに、それが医療費の削
減に大きくつながるとも書いてあった。これなどは、医療の分野

におけるユニバーサルデザイン思想の浸透を示している一例なの
ではないか、と思った次第である。

小板橋恵美子（東京大学先端科学技術研究センター）

今回、ＳＴＳ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｊａｐａｎのシンポジウムに
初めて参加させていただいた。本シンポジウムは、古瀬氏の「ユ
ニバーサルデザイン（以下UD）の概念」の紹介に始まり、卯月
氏の「まちづくり」の概念整理とその実践例から「ＵＤを推進す
る上での当事者（ユーザー）参加の重要性」を確認し、木原氏の
「ＵＤはモノのデザインにとどまらず、社会システムのデザイン
まで応用可能なものであり、すなわちリベラリズムの追求に他な
らない」とする主張へとつながるものであったと捉えている。
各シンポジストによる話題提供後の討論では、ＵＤとスタン
ダード、地域性などが取り上げられ、ＵＤに対する新しい視点を
与えていただいた。そのほか、シンポジストが共通してユーザー
オリエンテッドの開発・実践の重要性を指摘していたように、
ユーザー不在のモノはちまたにあふれ、デザインの本質とは機能
と美をいかに両立させるか、ということであろうにもかかわら
ず、できていない現実があると思う。それが高齢社会になって
様々な不具合を発生させ、ＵＤの重要性が認識されてきたと思っ
ていたのだが、木原氏による解釈、つまりリベラリズムの追求や
科学技術の進展のありようにも踏み込んで議論できる素地をＵＤ
は持つといえようとの話は非常に興味深く拝聴した。
さらに、バリアフリーとユニバーサルデザインの違いに、時に
混乱することがあったが、バリアフリーとは「その人（使うその
人）」のための障壁除去であり、一方ＵＤとは「その人」にあう
ようにデザインされるが、最終的には「その人」が拡大され「み
んな」が使えるデザインである、との理解が実感として得られた
ことが大きな収穫である。
有意義なシンポジウムを企画し、案内くださったＳＴＳ Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ Ｊａｐａｎのみなさまに篤くお礼申し上げます。

STS NETWORK JAPAN NEWSLETTER Vol.13 No.3 5

東電問題とＳＴＳ−東電問題の地元から−
八巻俊憲（福島県立郡山高等学校）
｡．「東電問題」と福島県
｢．日本原子力学会と「東電問題」
｣．東電問題に対する高校生の反応

｡．「東電問題」と福島県
昨８月末、東京電力⑭が福島第１・第２原発を含む原子力発電
所の検査記録を改竄していたという事実が、検査担当業者の内部
告発がもとで発覚した。その後１月半ほどの間、地元の新聞は連
日にわたってこの問題を取り上げ、事件発覚後３ヶ月を経た現在
でも、続報があると地方紙ではトップ記事扱いという状況が続い
ている。福島県もこれまでになく原子力政策に対する危機感を露
わにしている。したがってここでは、この状況を単なる過去の問
題が発覚した衝撃にとどまらず、今後予想される原子力政策への
影響により比重を置いて「東電事件」ではなく「東電問題」とし
た。日本原子力学会でも、すでに同じ呼称を用いている。
さて、福島県（佐藤栄作知事）ではその前年（平成１３年）の
５月、「エネルギー政策検討会」を設置し、エネルギー政策全般
についての検討を重ねており、ちょうど昨９月にその中間とりま
とめを発表する態勢にあった。
国策である原子力推進プログラムそのものを俎上にのせるとい
う、福島県始まって以来というべきこの検討会がスタートした契
機は、その「中間とりまとめ」の序文に次のように述べられてい
る。
このように、国策として一旦決めた方針は、国民や立地
地域の住民の意向がどうあれ、国家的な見地から一切変え
ないとする一方で、自らの都合により、いとも簡単に計画
を変更するといった、国や事業者のブルドーザーが突進す
るような進め方は、本県のような電源地域にとって、地域
の存在を左右するほどの大きな影響を与えかねないもので
す。こうした動きに左右されず、地域の自立的な発展を図
っていくためには、電源立地県の立場で、エネルギー政策
全般について検討し、確固たる考えのもとに対処していく
必要があると考え、エネルギー政策検討会を設置いたしま
した。
（福島県エネルギー政策検討会「中間とりまとめ」p.1）
（http://www.pref.fukushima.jp/chiiki-shin/
ndexhtm.htm）
上記の「このように」というのは、県が過去１世紀にわたっ
て、国のエネルギー政策及び東京電力などの事業者に全面的に協
力してきたこと、なかでも原子力発電が県の地域振興の鍵をに
ぎっていること、一方で原発は事故や事件を繰り返し、もんじゅ
の事故後には国が国民の合意形成を改めて行うべきとの「三県知
事提言」をしていること、その後浮上したプルサーマル計画の導
入については県が「核燃料サイクル懇話会」を設置して１年間か
けて検討し、全国で初めての事前了解に至ったこと、その後ＭＯ
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Ｘ燃料データ改竄、そして東海村ＪＣＯ事故が発生したにもかか
わらず、平成１３年事業者はプルサーマルの実施や新規電源の開
発計画の凍結を一方的に発表し、その後原子力のみ計画推進に修
正するといった一連の動きを指している。佐藤知事としては、原
子力というお荷物を懐に受け入れ、地域の振興と国策への協力を
両立しようと真摯に努力してきたのに、国や事業者はそれにあま
りにも冷淡であった。そこに政策の根幹にかかわると同時に地域
を危険にさらす重大事故や事件が起こった、それらに業を煮やし
てというのが、この「検討会」の設置された背景にある心情では
ないかと察せられる。
しかしながら、「もんじゅ」や「ＪＣＯ」はまだ、福島県で直
接起きたわけではなかった。そのような事態が県に及ぶのだけは
防がなければ、という危機感が、国策の側に立つ首長としては
あっただろう。そこへかの東電事件の発覚である。この事件は、
東電の殆どのプラントが運転停止に追い込まれるという、事業者
にとっての「実害」以外は目に見える被害がなかった一方で、事
業者そして監督責任者＝国（保安院）がそれぞれ県を裏切ってい
たという、県側の真摯な努力による積み重ねの裏にある心情を逆
撫でにし、最後の信頼の糸を断ち切るという決定的な効果をもた
らしたのである。これに歴史的という形容詞が付加されるかどう
かは、今後の成り行きを見守るしかないが、上記抜粋にもある
「ブルドーザーのような」という国及び電力会社に対する形容詞
は、その後知事の口から何度となく発せられ、報道にも繰り返し
登場しつづけている。
これらの展開は、つぎのことを明らかに、またはこれまで以上
に明らかにしたと思われる。
１）原子力発電事業は、もはやそれが国策というお墨付きが
あるだけでは、実施が保証されることにはならないこと
２）原子力技術の安全性への評価は、理論的・技術的（科学
的）な安全性の証明によってのみなされるのではなく、地
域住民と実施主体との信頼関係の是非という、ＳＴＳ的な
要素に大きく依存するということ。
３）安全性の評価能力、したがって安全性を維持する技術的
能力を有しているのは、国や原子力安全保安院ではなく、
もはや事業者自身でしかないこと。
１）については、少なくとも立地自治体を無視しては事業が
進まないことを、すでに事業者も含めて、国民が確信しつつある
といっていいかも知れない。２）については、後に紹介する高校
生のアンケートからも分かるように、理論的・技術的な証明の妥
当性そのものがＳＴＳ的な問題となりうることを示唆している。
３）は、すでにＪＣＯ事故において危機管理能力が疑問視されて
いたにもかかわらず、今回また、東電にだまされていたことを企
業側の内部告発によって知らされながら的確に対応できなかった
国＝保安院の無能力さが、白日のもとに曝されてしまったことを
意味する。このような国の体質は、県のリーダー達にとってはす
でにエネルギー検討会で学習ずみのことであったが、それが如実
に証明されるのを眼前にした思いであったろう。
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｢．日本原子力学会と「東電問題」
筆者は、事件後の９月にちょうど福島県で行われることになっ
ていた日本原子力学会で、東電問題に関する一般公開のセッショ
ンに出席し、問題の真相と背景の一部について聴く機会を得た。
これに先だって、インターネットで日本原子力学会のホーム
ページを閲覧したが、思いの外情報の公開度が高く、なかでも
かなり練られたと思われる細かな倫理規定が、その制定過程の質
疑応答とともに公開されているのは一見の価値があると思われ
る。（http://wwwsoc.nii.ac.jp/aesj/ ）
さて、いわき明星大学で開かれた日本原子力学会の秋の全国大
会で急遽実施された東電問題に関する特別企画において、まず９
月１４日に佐藤栄佐久福島県知事が講演した。報道によるとその
要点は、
○東電のトラブル隠しみならず、国（保安院）の発表の遅れ
に対する怒りと不信
○東電の責任と住民を軽視した国の体質改善の訴え
○核燃料サイクルの政策自体の再検討の必要性の主張
などであった。
筆者は翌１５日いわきに赴いて原子力学会に初めて参加した。
その参加したセッションと概要を以下に要約する。
１．東電問題特別セッション（一般公開）
１２：００〜１３：００
（１）「東電問題の概要」
尾本 彰氏（東電原子力技術部長）
東電の担当者が、問題について謝罪し、損傷を隠した主な
部分とその部分の安全性について説明した。米国のデータを
ひきあいに出すことにより安全性を強調することが主たる内
容のように感じた。
（２）「日本の維持規格の動向」
小林英男氏（東工大教授、破壊力学）
次に機械工学の専門家が維持基準の必要性について述べた
が、明快で説得力のある内容だった。その要点は、
○事故の大半は、維持管理の不良による。
○現行の法令では、製造時の性能が維持されなければなら
ないが、物は使えば必ず劣化（脆化）し、寿命がある。
非破壊検査から劣化の程度を評価し取り替えや修理を行
う基準（維持基準）が必要である。つまり、欠陥があっ
ても無害と判定されれば使用を継続できるようにするべ
きである。
○このような維持規格は、日本以外ではすでに導入してい
るのに日本だけ規格がない。（唯一スイスには独自の規
格はないが、米・英の規格を採用している）
○日本機械学会には同様の基準があり、検査と評価の技術
そのものは確立している。
上記維持規格の必要性は、素人にも十分理解可能であると
も感じられた。むしろ、他国がすべて採用しているような確
立された技術が、なぜ日本では採用されていないのかが疑問
として残った。
（３）「今後の検査のあり方」
斑目春樹氏（東大教授、原子力工学）
斑目氏が述べた論点は、次の通り。
○検査においても重要なのは、科学的な合理性を維持する
ことにある。
○国は一部しか検査しないで全体の安全を言っているに過

ぎず、国が検査しているから安心というのは、建前に過
ぎない。
○検査はできるだけ自主的にし、国はその姿勢を監督する
ようにするのがよい。
○品質保証体制の不備が問題を誘発した。
○東電が行ったことは倫理的な問題である。
○感情論でなく科学的・合理的な追究をしないと原発は維
持できない。
２．社会・環境部会チェインディスカッション「原子力コミュ
ニケーションに必要なもの」（市民公開フォーラム）
１３：００〜１５：３０
座長：北村正晴氏（東北大工学部）
これは、学会の「社会・環境部会」の主催による第９回チェイ
ンディスカッションとして行われたもので、そもそも社会・環境
部会という部会が原子力学会に存在すること、市民とのコミュニ
ケーションが研究課題としてとりあげられていること、を初めて
知り、新鮮な気持ちであった。「原子力」は、物理分野における
最大のＳＴＳ問題であり、専門家と社会との連携という視点が必
要不可欠なのは周知である。どうせ専門家は素人になど耳を貸す
まいと、インターネットで簡単にアクセスできる原子力学会の
ホームページさえ、これまで見ようとしなかった自分の姿勢を少
し反省した。
フォーラムは、２人の非会員の講演と、コミュニケーションが
専門のコメンテーターによるまとめのあと、フロアとのディス
カッションが行われたが、一般の立場の参加者として戸惑いを感
じたのは、学会の原子力そのものの専門家の発表がないことで
あった。講演者はＴＶ関係者と地元住民であったが、こちらとし
ては別に学会に来なくてもそれらの言い分には接することができ
る。質問はむしろ学会関係者にしたかった。しかしこれは、専門
家側が一般市民の意見を聞くためのフォーラムと考えれば納得が
いく。講演と質疑応答の要点は以下のとおり。
（１）講演「マスコミから見た２１世紀のキーワード」
糠沢修一氏（福島テレビ常務取締役 報道制作・技術担
当、）
○成熟した国家において、不正をおおいかくすことはでき
ない。
○日本や国際社会にとって、食糧とエネルギーをどう確保
するかが２１世紀の最重要問題であり、そのためには原
子力利用は不可避である。
○日本では危機管理に関する問題がこの１０年に集中し、
社会の危機を感ずる。
○大組織における無責任のワースト３である「他人事」「棚
上げ」「先送り」がまかりとおっている。
○核心は倫理の問題にある。
氏の話は重要な点を衝いてはいるがややまわりくどく、原
子力の問題が一般論の一例として語られているような歯がゆ
さを感じた。
（２）講演「市民の立場から専門家にお願いしたいこと」
林 久美子氏（双葉郡連合婦人会長）
福島第１原発の地元婦人会長である林氏は、歯切れ良く地
元住民の立場を代弁した。
○地元は県内でも最も立ち後れた地域であったが、原発導
入後大きく発展し、導入したことについては喜んでいる。
○事故が他県であっても他人事でなく、いつももやもやと
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した不安を感じている。
○見学や学習会を多数行ったが、発電のしくみはわかって
も、複雑な構造は何度聞いても理解できない。
○国の発表はつねに「信じる」だけであるが、トラブルは
しょっちゅうあっても、「事故ではない」「事故は起き
ない」と言われるだけ。
○どうであれば安全なのか、地域住民に理解できるように
考えて欲しい。
○自分たちで納得しながら考えていきたい。
氏の話しぶりから、「信頼したいのにできない」でいる住
民たちの苦悩が伺えた。
（３）コメント 別府庸子氏（姫路工業大環境人間学部教授）
コメンテータの話でとくに印象に残ったのは、whistle
blowing（告発）が企業内部でなぜ機能せず、社会に対する
形でしか機能しなかったのか、という指摘であった。
（４）フロアからの質問紙による質疑応答
一部を以下に示す。
Ｑ．内部告発はなぜあったのか？
Ａ．告発者が解雇されたから
Ｑ．規制が厳しすぎると、逆にモラルの低下が起こるので
は？
Ａ（林）心の問題。自分たちは東電に何も迷惑をかけて
いないのに、東電はなぜ私たちに迷惑をかけるのか。
Ｑ．メディアのあり方について
Ａ（北村）学会の中にはメディアのあり方が悪いという
声が多くあるが、それをいう前に自らが改善の努力を
すべきだ。
Ａ（糠沢）内部告発はよほどのことがなければ起きない。
メディア側として、ＴＶのワイドショーなどに週刊誌
並の過激な報道をする傾向があるのは事実で過剰な内
容の報道は批判されてもよい。
Ｑ．市民への説明の方法について、いろいろな提案がある
が？
Ａ（林）どれがよいというのではなく、市民にもいろい
ろな人がおり、いろいろな方法があってよい。
Ａ（学会員）安心するためのコミュニケーションは、結
局個人的であらざるを得ない。
Ｑ．福島での発電は、福島に本社のある会社がすべきでは？
Ａ（糠沢）その前になぜ首都圏の電力を福島と新潟で供
給しなければならないのかが問題。
技術的にはおおむね安全なのだろうが、それが不正に
つながり、社会的安全が失われた。
国がもっと踏み込んで安全対策をすべきで、電力側だ
けが責任を取らされているのはおかしい。
Ａ．地方自治体／地方が遠慮しすぎで、そうならない体
制を国やマスコミが保証しなければならない。
このセッションは２時間半にわたるものであったが、決して十
分な論議がなされたとは思えない。!のセッションで専ら問題と
された維持基準の欠如という技術的に本質的な問題点に触れられ
なかった。安全性を伝えるためのコミュニケーションが重要視さ
れながら、技術論の核心が伝えられなければ、システムがブラッ
クボックスのまま、信頼するかしないかだけの問題になってし
まって、これまでとなんら変わりないことになる。
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地元の婦人会長が訴えたように、市民はできるだけ具体的に知
り、自分の力で理解して納得したいと願っている。それに答えな
い限り、技術と市民の間のギャップは埋められないだろう。現場
に直接身をもって関わる技術者にとっても、それは不幸なことの
はずだ。
「安心」は、システムがいかに完璧かを語られることによって
ではなく、現場がさまざまな矛盾を抱えながらそれをひとつひと
つ解決していく姿勢を真摯に語ることによってこそ得られるので
はないか。
まとめとして、原子力学会に参加後、次のようなことを感じ
た。
○原子力の研究開発から利用が始まってすでに４０年近く経
つのに、安全確保を含む全体的な運用システムはまだまだ
不完全である。
○専門家が考える安全と、社会が認識する安全との間に大き
な差があり、その差を狭めるのは相当の困難を要するだろ
う。
○巨大システムを運用するには強大な組織と複雑なソフトウ
ェアが必要でなり、個人の力は相対的に弱まって、システ
ムの硬直化と独走を招く。それを統制するソフトウェアが
ハードウェアに比べて遅れている。
○専門家と一般市民のコミュニケーションは、技術とはまた
別の問題であるが、安全性に関する問題を解決するには、
技術と同等の重要性をもつ。
○真に国民の理解が得られなければ、どんな優れた技術でも
実施できない状況になりつつある。
今回の事件とそれに対する各セクターの取り組みが、「科学技
術の民主主義体制」を構築する流れの一ステップとなることを期
待したい。
｣．東電問題に対する高校生の反応
以下は平成１４年９月１８日、郡山高校普通科２年の理系２ク
ラス６６名に対して実施した「東電問題に関する緊急アンケー
ト」の集計結果である。後にその傾向の簡単な分析を述べる。
なお、同校のある郡山は、東北線沿いの中通りに位置し、東京電
力第１・第２原子力発電所のある浜通りとは地理的にも心理的に
も異なる地域であり、同一の県内ではあっても原発の周辺あるい
は地元という意識はない。
《註》※一部複数回答および無答の設問があり、回答の合計と
回答者数は一致しない。
※回答時の資料として事件の第一報を伝えた朝日新聞朝
刊８月３０日版の一面のコピーを配付した。
※アンケート実施前には原子力の事情について詳しい説
明はしていない。ただし設問５）については、プルサ
ーマルと燃料リサイクルの意味、プルサーマルの安全
性について他国では実績があることなどを簡単に補足
説明した。
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＜東電問題に関する緊急アンケート＞

（郡山高校物理教室）

８月末、東京電力⑭が、福島第１および第２原発において、過
去に検査結果をごまかし、原子炉内の部品にひび割れがあるのに
ないとして報告し、修理せずにそのまま運転していたという事実
が発表されました。次の各項目について、あなたはどう思うか答
えて下さい。
質問１）東電も国（保安院）も、小さなひび割れならあっても
安全だから大丈夫といっていますが、あなたはどう思いま
すか。
!小さなひび割れでも修理しなければ危ない
２８
"小さなひび割れならまだ修理しなくても大丈夫
０
#自分ではわからないが専門家が大丈夫というなら
そうなのだろう
１
$専門家が大丈夫といってもやはり危険性はある
２７
%その他（
１１
その他の内容例：○トラブルを隠すことは危険性を暗示して
いると思われる。○そんな考えなら福島県でやる必要な
し。○（以下略、殆どが、上の!か$に準ずる）
質問２）仮に使用しても大丈夫な程度の小さなひび割れである
ことがわかっているとします。しかし検査基準には、この
くらいのひび割れなら使ってもよいという規定はまだない
ため、報告すると修理しなければなりません。そのために
は長い間原発を止めなければならず、修理にも莫大な予算
がかかってしまいます。
!安全とわかっていてもやはり基準に従って修理し
なければならない。
４２
"安全とわかっているならわざわざ報告しなくても
良い。
１
#報告して修理はするが、基準が改善されるよう主
張すべきである。
１５
$報告はするが、基準が間違っているのだから修理は
断るべきである。
２
%その他（
４
その他の内容例：○報告はするけど、安全なら修理は必要な
い。○予算も何も、まず運転を止めるべき。命を失って
からでは遅い。など
質問３）上のことは、２年前に発覚したのに、東電も国も住民
や県知事にさえ知らせませんでした。事実と安全を確かめ
てから発表しようとしたといっています。
!２年間も発表せず、県民をだまし続けてきたのは
許せない。
２６
"詳細が確かめられるまで発表できないのはやむ
を得ない。
２
#専門家が安全だというならお任せしてもよい。
０
$素人にもきちんと知らせてことを進めるべきであ
る。
３１
%その他（
８
その他の内容例：○安全だといっても命にかかわるので許せ

ない。○明らかに事実隠蔽の大うそであると思う。○事
実を確かめている間に何かあったらどうする？ ○素人
に知らせると、混乱を招く恐れがあるから知らせなくて
いいと思うが県知事には知らせるべきだと思う。○要す
るに東電も国も何一つ住民のことを考えていないのであ
ろう。など
質問４）原発が止まると電気エネルギーが供給されないため、
国民みんなが困る、だからなるべく止めない方がよい、と
いう主張についてどうおもいますか。
!エネルギーをできるだけ有効に使うため、よほど
のことがなければ止めないようにすべきである。 １
"安全性を重視し、少しでもトラブルがある場合は、
コストがかかっても万全を期するべきである。
４３
#経済の発展のためには原発をできるだけ推進すべ
きである。
２
$経済優先をやめてエネルギー消費量を減らし、原
発に頼らない努力をすべきである。
１３
%その他（
８
その他の内容例：○エネルギーのむだな消費を減らして今ま
での生活ができるよう改善すべきである。○エネルギー
が供給されないのと、事故になって多くの人が亡くなっ
たりするのはどっちが大変なのかによる。○福島の場合、
原発での電気は福島県民には供給されない。それなのに
危険な目にあうのは理不尽だと思う。だから万全を期す
必要はある。など
質問５）国は、ウラン燃料から得られるプルトニウムを再利用
するプルサーマル計画をすすめていますが、福島県知事は
安全性への疑問から再検討を求めています。
!核エネルギーのリサイクルと言われるプルサーマ
ルに協力したほうがよい。
８
"現在のウラン燃料に加えて、さらに危険なプルト
ニウムを使用するのは、やめた方がよい。
５
#プルサーマルの技術には反対でないが、住民や県
民との信頼関係がまず必要である。
２７
$現在の核エネルギーの使用自体を減らすべきだ。 １３
%その他（
１３
その他の内容例：○安全性の再検討はとても大事、万全な体
制を整えて国民の理解を得るべき。○安全性と信頼があ
れば協力する。○お好きなように。○東京の中心でやっ
たら国も反対するだろう。○こういうトラブル隠しがあ
ったさなかにプルサーマルをいうのは言語同断。○他の
発電を考えるべき。○このような事件が起こった以上、
無理である。
質問６）国や電力会社との信頼関係について
!現在でも十分信頼していいと思う。
０
"だいたいは信頼できるがいまひとつ安心できない。２１
#現状では信頼関係を作るのはかなり困難である。 ３１
$国や会社のいうことはこれからもまったく信頼
できない。
１０
%その他（
３
その他の内容（省略）
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質問７）あなたは、原子力の関係者に対して、どんなことを言
いたいですか。次の３者について自由に書いて下さい。
!原子力技術の専門家に対して
"電力会社に対して
#国に対して
$すべての関係者に対して
（回答記載略）

考えてみれば、昨今の社会では国会議員をはじめ、食品会社や医
療現場、官公庁での不祥事が頻発し、専門家を含む諸権威に対す
る一般の不信感は頂点に達している感がある。そのような社会状
況を背景とした一般の専門家に対する心証が、未来の科学技術者
の育成にもたらす影響の大きさを考えるとき、他人事ではない問
題の深刻さをこのアンケートによって思い知らされることになっ
た。

質問８）その他、疑問なこと、言いたいことがあったら遠慮な
く書いて下さい。
（回答記載略）

以上
＜アンケート結果の分析＞
このアンケートの結果を見て驚いたのは、高校生の電力会社、
国、さらに専門家に対する明確かつ深刻な不信感である。それは
ある程度予想されたものの想像以上であった。これは近未来の国
民の科学技術観につながる可能性を秘めている上で十分示唆的で
ある。
○質問１）より、「小さなひび割れ」の許容性について、回
答は明確に「許容できない」、「専門家が安全といっても
信用できない」ことを示している。維持基準の根拠である
「安全なひび割れ」の存在を認める回答はゼロである。維
持基準はたとえ理論的に正当だとしても一般には受け入れ
られない可能性が高いことを伺わせる。
○質問２）より、「安全とわかっていても修理すべき」とい
う判断が多数であるのは、科学的信頼性より、社会的信頼
性が重視されるべきであることを示唆している。
○質問３）より、国民ないし素人に情報を伝えないことは、
事業者や国や専門家に対する明確な不信感につながること
が読みとれる。
○質問４）では、経済性偏向の政策展開に対する明確な拒否
の表明が読みとれる。
○質問５）では回答がかなり割れている。どちらかというと
信頼関係のもとにプルサーマル実施は可能であるととれ
る。
○質問６）では、国・事業者に対する信頼関係構築について
かなり否定的である。
○質問７）、８）に対しては主に怒りと不信感に基づく多く
の回答が寄せられた。
※紙面を考慮し記載を省略した部分については、筆者に直接
問い合わされるか、または全文が掲載された「月刊エネル
ギー」（２００２／１１月号、日刊工業新聞社）を参照さ
れたい。
このアンケートの対象は、原子核の理論についてはまだ学習し
ていないものの、物理を履修している理系の生徒である。した
がって、その反応として、原子力政策を進める国や事業を実施す
る企業に対する信頼感と、自分たちの将来に無関係ではない科学
技術の専門家に対する信頼感の間には一線が引かれるのではない
かという予想があった。しかし、上の質問１）の結果において、
「専門家が大丈夫といってもやはり危険がある」という意見が多
数を占め、「専門家が大丈夫というならそうなのだろう」という
意見は１名に過ぎなかったことは、科学技術について教える立場
としてやや衝撃的であった。
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コンセンサス会議この一年

――実施、論評、拡散

木場隆夫 ( 総合研究開発機構／科学技術への市民参加を考える会 [ＡＪＣＯＳＴ])
１．コンセンサス会議の実施と普及活動
2002年の日本におけるコンセンサス会議の動向を記す。3月に
2001年度の遺伝子組換え農作物（以下、GMOと略記）のコンセ
ンサス会議のまとめが発表された。これは農水省がスポンサーと
なり、（社）農林水産先端技術産業振興センター（以下、
STAFFと略称）が事務局となって行われていたもので、市民に
よる会合自体は2001年内に終了したが、そのまとめは2002年に
入って行われた。このまとめは外部の評価者による評価が含まれ
たことが特徴であった。この意味については後述する。
同月、AJCOSTにより『コンセンサス会議実施マニュアル』
が刊行された。これは1998年に「遺伝子治療」、1999年に「高
度情報社会――とくにインターネット」の２つコンセンサス会議
の経験をもとにして、コンセンサス会議の普及のため簡便な手引
きとして作成されたものである。内容は、第一部はコンセンサス
会議とは何か、第二部は会議を開くための心がけとノウハウにつ
いての説明である。コンセンサス会議をより信頼されるものとす
るため、運営を中立的なものとし、手続きに公平をはかり、外部
の方に様子がわかるような透明性を保つことが必要であるという
ことから、そのための仕組み、用意、心がけをまとめた。6月８
日に『マニュアル』を使って、コンセンサス会議を考えるシンポ
ジウムが東京で開かれた。
9月から１０月にかけて、農水省がスポンサー、STAFFが主
催となって、GMOに関する第三回目の市民会議が行われた（会
議の名称はコンセンサス会議と明示されていないが、コンセンサ
ス会議の流れをくむものである）。今回は、以前のGMOのコン
センサス会議に参加した市民パネリストを対象に公募を行い、市
民パネリストを選出したという特徴をもつ。つまり過去のＧＭＯ
のコンセンサス会議に出席した経験者が市民パネリストになっ
た。本会議は、従来から市民へのGMOに関する情報提供が要望
されていたこと、国民との共通理解の醸成や信頼関係の構築を図
るため「リスクコミュニケーション」のあり方が重要とされてい
たことが背景として開かれた。GMOに関して市民が求める情報
の共有とリスクコミュニケーションについて市民の理解と提案を
とりまとめることが目的とされた。市民による会議は４回（6日
間）行われ、その結果「市民の理解と提案」と題する５ページの
文書が発表された。市民パネリストは遺伝子組換え農作物につい
て健康、環境などについて市民が不安を抱いていることを踏ま
え、食の安全に関する情報を共有すること及びコミュニケーショ
ン（正しい情報の発信と理解）の促進を提案した。
私の印象では、コンセンサス会議の実施自体は回数を重ねら
れ、そのつど新たな工夫が加えられるなど会議開催の熟度は高ま
り、社会的な認知も固まったといえる。他方、逆に９０年代末に
初めて行われた頃に比べれば、「コンセンサス会議」を実施する
というだけでは、社会的インパクトは薄まった。
２．相次ぐ論評
2002年は、コンセンサス会議を題材とした研究や論評が多
かったと特記できる。コンセンサス会議の度重なる開催は、まず

ＳＴＳ論者の論評の題材となった。以前、本会のYear Bookﾕ
98において、コンセンサス会議に関する投稿が集中したことが
あった。それにも増し昨年は何冊かの本にとりあげられるまで
になった。また学会でも議論された。
（１）５月、松本三和夫著『知の失敗と社会』（岩波書店）
が出版された。松本氏は、ＳＴＳ研究は科学、技術、社会にま
たがる学際的研究であるが、学際研究にはそれぞれの学問分野
の問題が相乗して不毛化する可能性があると指摘したうえで、
知の失敗を回避するためには、自ら抱え込む構造的な問題点を
明らかにする仕組み（負の自己言及）が必要と説く。そしてＳ
ＴＳには、エリート路線と大衆路線があるが、いずれも負の自
己言及過程が確立されていないとする。コンセンサス会議は大
衆路線と位置付け、参加する専門家や非専門家の選定に問題が
あることなどをあげ、「日本では、コンセンサス会議とは、政
策立案、実行にあたる主体が民意反映の装いが必要になったと
きにそのような装いを御意のままに提供する手段となる可能性
を不断にはらむ。」と指摘する（同書p.244）。民意反映に名
を借りた利益誘導を行う状態になりうるという。現在のコンセ
ンサス会議は、負の自己言及を満足するものではないとする。
そのような失敗に陥らないため、同氏はおおむね以下のように
提案する。コンセンサス会議の議事録をすべて事後的に公開し
て検証できるようにすること。そしてその検証により適正でな
いおそれがあった場合には同一の争点について独立に開催され
るもう一つの「対抗コンセンサス会議」を実施して、お互いの
結果を比較できるようにすること（同書pp.255-258）。
ここで、コンセンサス会議を企画・実施をした経験がある私
の印象を少し述べる。私には同氏の雄大かつ緻密なＳＴＳの理
論を正確に論評する力はない。松本氏の懸念は否定しえない。
松本氏の主張は理論的には否定しないが、現実提案としてはい
ささか困難を感じる。どの程度まで、負の自己言及を用意しな
ければいけないのかわかりかねるのである。コンセンサス会議
は、きわめて複雑な仕組みのものであり、会議の運営は、問題
の性質、参加者の要望や特性により柔軟に対処しなければいけ
ない。例えばコンセンサス会議の議論はいくつかの班に分かれ
て同時並行的に議論したり、班編成を必要に応じてシャッフル
したりというのが日常であって、それについてすべての発言者
の内容を議事録にとるのはおよそ曲芸技と感じられる。極めて
多くのコストをかければそれも不可能ではないかもしれない
が、そこまで議事録作成体制に費用をさけるかは、かなり疑問
である。そもそも国会の質疑のようにすべて議事を公開という
ことにした場合に、しろうと市民がどれだけその条件に賛同
し、コンセンサス会議に参加するか、そして討議の自由闊達さ
が保障されるかは、わからない。市民パネルは、公的な議論を
すると同時に、個人的な事情に基づく話をすることに参加の一
つの価値がある。プライバシーについても配慮は必要だ。
最初にコンセンサス会議を開催したときには、市民が科学技
術に関する議論に参加するだろうか、という大きな懸念があっ
た。それが、何とかこれまで市民の熱意ある参加を得られて開
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催してきているというのが、現実であり、精一杯のところであ
る。もとより現状で良しとするわけではなく、多々改善すべき点
はある。繰り返すが松本氏の懸念はもっともであり、議事録作成
の提言は貴重であるが、では直ちにそうできるであろうか。
また、「対抗コンセンサス会議」の提案は、意味は明瞭であ
る。サッカーや野球であれば、他会場で同時間帯に別のゲームを
行い、他の試合の結果を前提とせずに自分のゲームに打ち込むこ
とができる。しかしコンセンサス会議の場合は、同一テーマにつ
いて会議を２つ行ったら、２つの会議の参加者は、当然他方の会
議の様子に大きく影響される。ましてや同一スケジュールで行う
ことなどありえない。この提案の意味はわかるが、事実上困難
だ。
しかしながら、この対抗コンセンサス会議のアイデアに沿うよ
うな事例は実は偶然ある。それは1998年に日本で行った遺伝子
治療のコンセンサス会議と、1995年のデンマークにおける同じ
テーマのコンセンサス会議である。デンマークのコンセンサス会
議の報告書を英語でみたのは、日本の会議が終わった後のことで
ある。したがってデンマークの事例は全く、日本のコンセンサス
会議には影響を及ぼしていないと考えられる。デンマークと日本
の遺伝子治療のコンセンサス会議の意見は大筋において似てい
た。主な類似点は、市民パネルが、遺伝子治療の将来性の不明確
さ、遺伝子治療のリスクの不明確さ、遺伝子治療にカウンセラー
やアドバイザーが必要と指摘したことである。また、総じて現行
の遺伝子治療には問題は感じてないが、将来的には研究が進むと
問題が生じるかもしれない懸念を有したことも両市民パネルに共
通である。デンマークと日本の相違点もあったが、基本的に市民
の意見には類似点が多くみられた（木場:1999）。
（２）４月に出版された金森修・中島秀人編著『科学論の現
在』（勁草書房）の中で小林傳司氏は、専門家と一般市民の間の
コミュニケーションに注目し、科学コミュニケーションを見直す
べき必要があると主張する。その一例としてコンセンサス会議を
とりあげた。およその論旨は、科学は、限定された条件の下で、
抽象的な知識をもたらす。しかし、智恵や地域についての知識と
いう次元では、無力であることがある。コンセンサス会議におい
て市民のもつ智恵や地域知を、専門家が市民から学ぶというのが
一つの有用なパターンだと指摘する。そして、現状の科学技術の
専門家が、社会とのかかわりに無頓着に養成されていることを正
すべきとする。専門分化が著しい科学技術の専門家間の媒介者
も、その一種である。同氏は、コンセンサス会議の結果をいかに
政策に反映するかという論点については、市民の提案をそのまま
政策に反映することには消極的な見解を示す。市民の提案に「媒
介の専門家」などによる補正と洗練を加えることによって、正統
性を高めることなどを述べる。科学と政策の関連が緊密になって
いると認識し、「科学論は科学の政治学に踏み込むことが求めら
れる」とする（同書p.145）。
さらに１１月に出版された小林傳司氏編『公共のための科学技
術』（玉川大学出版部）の中で再びコンセンサス会議がとりあげ
られる。2000年のＧＭＯのコンセンサス会議のファシリテー
ターを務めた経験から、専門家と素人市民の意識のずれについて
詳細に述べている。例えば、コンセンサス会議において、市民が
提起する課題に専門家が答えられなかった場面があることを強調
する（同書pp.166-171）。市民を含めた関係者間のコミュニ
ケーションが有用であるとする。同氏はこのコンセンサス会議は
農水省の委託によるため、何らかの行政の意図に会議が左右され
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るのではないかという疑念をもたれうるという。私には、これは
前の松本氏の懸念と共通と考える。小林傳司氏は、2000年の会
議に参加した人々の間では、そのような不信は払拭されたであろ
うと述べる。しかしコンセンサス会議の主催者の意図的利用とい
う危険性への対策として、同氏は会議の運営の様子をすべて観察
する評価者を置くことをあげる。それが信頼性を確保する道と提
案する。
この提案は、2001年度のGMOのコンセンサス会議の報告書で
実現することとなった。この報告書は本文の冒頭で触れたもので
あるが、評価者の小林信一氏の観察記が載っている。これまでコ
ンセンサス会議の中立、公正を担保する仕組みとして独立的な運
営委員会（あるいは企画委員会）の設置、部分的な公開が行われ
てきた。会議の「密室性」を解くため、外国では評価者を置く試
みがあったが、従来、日本ではなかった。今回が本格的に評価者
を置いた初ケースと思われる。「エバリュエータの視点」と題す
る観察記は、同会議は、概ね成功で、公正性、中立性にも問題は
なかったとしている。
小林傳司氏が前著でふれた科学論の政治への転回に関しては、
コンセンサス会議はいわゆる「円卓会議」の方式であり、一種の
熟慮型民主主義の理想形に近いと示唆し、期待をかける一方、同
氏は、このような理性的ともいえる公共空間のもつ脆弱さへの危
惧を付け加えている（同書pp.175-181）。
（３）11月16日には科学技術社会論学会の大会において、参
加型テクノロジーアセスメントのセッションが設けられ、コンセ
ンサス会議やパネル制度を論点として含んだ以下の発表がなされ
た（発表者名と題のみ。事前に学会のHPに掲げられたプログラ
ムによる）。
牧慎一郎 「コンセンサス会議制度設計試論」
大熊和彦・猪瀬秀博・伊東慶四郎・藤沢姿能子・斉藤文子・上
田昌文
「社会技術としての『パネル』制度の位置付けと課
題」
土屋智子 「コンセンサス会議にみる科学技術コミュニケー
ションの課題」
若松征男 「開かれた科学技術政策形成支援システムの開発」
塚原修一 「パネル制度の諸類型」
小林信一，細野光章「コンセンサス会議の実験 ―『遺伝子組
換え農作物を市民が考える会議』の評価」
（４）中島秀人氏は12月に発行された論文で、問題解決指向型
の科学技術においては、解くべき問題の設定が重要であり、それ
は社会の諸分野からの課題解決の要請という文脈で決まることを
重視して、コンセンサス会議によって適切な問題設定がなされう
ると示唆する。コンセンサス会議における専門家と非専門家の対
話と相互作用が、従来みえなかった問題を可視化することがあ
り、それが新たな問題の文脈設定をする可能性があるとする（中
島：2002）。
３．拡散
以上はSTS界における言論であるが、科学技術以外の他の領
域、例えば政策決定過程、においても、コンセンサス会議は事例
として参照された。また、科学技術政策に関して市民参加の他の
方法も追求され、コンセンサス会議はその考えの下敷きを与え
た。
近年、さまざまな事故・事件などにより、技術的専門性につい
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て疑問が呈されたことが一つの背景である。それは、古くからの
問題だが、日本でそれに対し真正面から取り扱うような社会実験
は稀であったため、コンセンサス会議は、市民参加の手続きを考
えるうえで注目された。いまや政策決定過程に、市民をいかに組
み込むかを各行政分野で模索しているようだ。コンセンサス会議
は、分野を越え、形を変えて、市民参加の方法や政策決定過程の
思考の素材となった。この意味で「拡散」したと私は考える。も
う一つの意味は、これまではコンセンサス会議の現場を知る人に
よってコンセンサス会議の議論がされたが、上に述べた状況の
中、コンセンサス会議の部分的な理解だけをもって語られるよう
な場面が増えてきたことに関する。極端にいえば、コンセンサス
会議が、「コンセンサス」という言葉と、「会議」という言葉
と、「市民参加」という言葉を合体させたところのイメージとし
て、流通しかねない状況ともいえる。各人が適宜自分の見方でこ
の言葉を使いかねない。コンセンサス会議の意味が、「拡散」し
つつあるとも私は感じる。
（１）科学技術以外の分野への拡散
市民参加を進めようとする研究や活動は無数に行われてい
る。私の知る限りにおいては、PI（public involvement）
フォーラムというNPOがあるが、そこでは公共事業などでの決定
に関して市民参加を促進するためのワークショップ手法を研究し
ている。行政や政治、社会工学、情報工学者、シンクタンク、広
告業界等の方々が参加している。ここでもコンセンサス会議は注
目されている。市民参加を論ずるにおいて、情報や知識の偏在が
非常に多くの分野で問題となっていて、コンセンサス会議はこの
問題に格好のヒントを与えるものとなっているのである。
司法制度という分野でさえ、来年から裁判員という陪審ある
いは参審を市民が務めるという制度ができることに関して、「市
民が開く裁判員制度公聴会」の席上、市民参加によるコンセンサ
ス作りという点で、コンセンサス会議の経験について若松征男氏
は発言を求められた。
このようにコンセンサス会議は日本における市民参加の先駆
的事例であった。しかし、裁判員制度が実際に始まれば、日本に
おける市民参加は、裁判員の経験の観察が中心となるということ
も考えられる。
（２）科学技術政策への市民参加の方法の模索
原子力安全委員会は、7月、都内で「リスクと、どうつきあ
うか」という一般参加者を交えた討論会を開催した。工学、リス
ク研究、原子力、ジャーナリスト等がパネリストであった。小林
傳司氏がコーディネーターを務めた。コンセンサス会議のファシ
リテーターを務めた手腕に期待された。
社会技術研究プログラムにおいても、市民参加と合意形成に
より社会的技術的問題の解決を図ろうという意図の研究が立ち上
がりつつある。「開かれた科学技術政策形成支援システムの開
発」では市民パネルの用い方に工夫を凝らすことで、より多彩な
市民参加のあり方を探っている。また、次年度からは、廃棄物減
量による循環型社会へ向けての市民参加・社会的合意形成の方法
論を開発するというテーマが採択されている。
福島県では、一昨年からエネルギー政策について県民の意見
を聴く会を開くとともに、エネルギー政策検討会を設け、有識者
との意見交換を精力的に行ってきた。昨年９月に中間とりまとめ
を行い、その中に政策決定のプロセスが話題として取り上げら
れ、人々の議論の仕方の一つの例としてコンセンサス会議が説明
されている（福島県：2002）。私の考えでは、コンセンサス会

議が紹介されることは良いが、それがもし現在のエネルギー政策
の難問を解決する方策とみられれば、それは過剰な期待というこ
とになろう。
以上の多くのコンセンサス会議への言及について、蛇足では
あるが私の解釈を少し述べたい。コンセンサス会議における議論
の中立性を担保する方式及びその政策的位置付けについては、こ
れまでも疑問が呈されたところであるが、松本氏は改めて厳しく
その点を「知の失敗」という観点から突いてみせた。それとは異
なり、小林傳司氏は、コンセンサス会議に第三者的評価者を置く
という、よりコンセンサス会議に好意的で現実性が高い方式を提
案した。この違いは、コンセンサス会議の中に身を置いたことが
あるかないかという経験の違いによる面も幾分はあろうかと思
う。また、いろいろな分野でコンセンサス会議が言及されるにつ
れ、その意味が希薄になっている。今後もコンセンサス会議の見
方が人によって異なることに注意しておくべきであろう。
市民参加の様々な方式も模索されており、将来的にコンセンサ
ス会議が、科学技術についての他のパネルシステムに変化した
り、他の政策分野での応用などによって、姿を変えて日本の社会
の中に入っていくことは考えられる。市民が参加し、まともに議
論することがどれほど大変で、ときにはどれほど不毛であるか、
しかしどれほど貴重であるか、は参加した人でなければ容易には
理解できないだろう。コンセンサス会議において、市民と専門家
が対等に議論できたことは事実として貴重である。市民が対等に
議論し、意識の共有の機会が増えることが、専門家と市民のコ
ミュニケーションの土台となることであろう。コンセンサス会議
は、科学技術という最も専門的な分野における専門家と市民の対
話の試みであったが、それには幾多の困難がある。現在の状況だ
けをとらえて、否定的にみるべきではない。むしろ、各分野で市
民参加が行われるような社会になったときに、コンセンサス会議
のより良い実践がなしうると思う。実践と理論のクロスオーバー
が必要である。

文献
木場隆夫,「コンセンサス会議の社会的意義についての考察」,
『総合政策』（1999）,１巻2号,pp.229-241。
中島秀人「科学論再考」，『アステイオン』2002年58巻 特
集 平等と公正（ＴＢＳブリタニカ）,pp.111-125。
福島県エネルギー政策検討会,『あなたはどう考えますか？ 〜
日本のエネルギー政策〜』(,2002),pp.32-39。
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リスクをめぐる専門家たちの"神話"
平川秀幸（京都女子大学）
先々週末（10月5日）、原子力安全委員会が開いたパネル討論
会「リスク社会で安全を得る−原子力は特別なのか−」に行って
きた。会場は自宅からチャリで10分ちょっとの京都リサーチパー
ク。7月に東京で開かれたパネル討論会「リスクと、どうつきあ
うか−原子力安全委員会は語りあいたい」に続く二回目の討論会
だ。ファシリテーター役の小林傳司さん（南山大学）からの誘い
で、会場からの質疑応答でいろいろツッコミしてくれという半分
「サクラ」としての参加だった。
討論会の中身だが、午前中は統計学者の竹内啓先生（明治学院
大学国際学部教授）の講演。1時間ちょっとの時間、歯切れのよ
い調子でトントンと話を進める竹内さんの要点として、特に拾っ
ておきたいのは以下の点だ。
1.（リスクに関する）確率や期待値の計算は、人と人との間の
社会的な関係のなかでは全面的には通用しない。たとえば人は、
「その確率は本来小さかった」ことを理由に、ある行為の責任を
逃れることはできない。たとえそれが非常に低い確率の出来事―
「不運」―であっても、その「不運の分配」（不運な出来事に対
する責任の分配）は、被害にあった人だけに負わせてはならず、
個人よりは企業、弱者よりは強者の側により多く振り分けられな
ければならない。
2.原子力発電所の安全性について少なくとも危惧があり、他方
で国民全体に対するエネルギー供給を確保するという課題がある
中でどのような政策を決定するかは、根本的に「政治的決断」の
問題であり、行政担当部局や、責任主体のはっきりしない技術専
門家たちの「科学的判断」だけで行なわれてはならない。
3.社会的に大きな影響をもつ可能性のある事象について、「そ
の確率は0.001」だというような計算をするのは技術専門家の役
割だとしても、それを「十分小さいから無視してよい」とか「無

視できない大きさだから再検討しよう」と判断するのは、一つの
「政治的決定」であって、その結果については政治的に責任がと
られなければならない。その点で、リスクのように不確実なこと
についての意思決定では、誰がどのような手続きで決定し、その
責任を誰が取るのかを明確に定めたルールが必要である。
4.リスクを含む社会的行為の決定について完全に「合理的な」
あるいはどのような立場・意見・信条等々とも無関係な「中立的
な科学的判断」というものはありえないことを前提にし、その上
で一人一人が真剣により多くの専門家の意見を聞き、主体的に判
断して決定を下すプロセスに加わることができることが、民主的
社会におけるリスク問題にかかわる合意形成のルールであり、
人々に対して責任を持って具体的な行動計画を提示し、人々の賛
成を求めることが政治的指導者の義務である。
竹内さんがこのように言い、ここで特にそれをピックアップし
ているのは、現実のリスク問題をめぐる専門家たちの言説が、こ
れとは違う方向に向いているからだ。ご存知の人も多いかと思う
が、1995年の高速増殖炉もんじゅの事故を初めとして、1999年
のJCO臨界事故など、原子力事故が相次ぐなかで、この国の原子
力業界は、政府も専門家も一様に「原子力にもリスクはある」と
いうことを盛んに強調するようになってきた。遺伝子組み換え食
品など、他の分野でも同様だ。下のグラフは、日外アソシエーツ
のデータベースMAGAZINE PLUSで調べた1990年から2001年
までの11年間の雑誌記事タイトルにおける「リスク（risk）」、
「リスク評価またはリスクアセスメント（r i s k
a s s e s s m e n t ）」、「リスクコミュニケーション（r i s k
communication）」の３語――リスク単語――の登場頻度の変
化だ。5月にベルリンであったワークショップ「科学と民主主
義： 科学、技術、政治」で小生が報告した"The Recent Rise of

（表）和雑誌記事タイトルにおけるリスク単語の登場頻度

14

STS NETWORK JAPAN NEWSLETTER Vol.13 No.3

Risk Analysis in Japan: Tension between Technocratization
and Democratization in the Governance of Science and
Technology (PDF70KB)"で、余興で作ったみたものである。
「リスク」のなかには経済的・経営的な意味でのリスクも含まれ
ていると考えられるが、いずれの単語も、もんじゅ事故のあった
1995年を境に登場頻度が急増しているのが分かるだろう（表参
照。「リスクコミュニケーション」は登場回数が全体として少な
いのだが）。
こうした変化は、以前は「原子力発電所は安全です」の一点張
りで、市民の前ではリスクの「リ」の字も口にしなかったことか
ら考えれば、ある意味大きな進歩といえるのだが、大きな問題点
を抱えているのも事実である。
とくに問題なのが、「××が起きる確率は10-6です」とか、あ
るいは「原子力発電所の事故よりも自動車事故の方がずっと確率
（リスク）が大きい」というような「確率論的リスク論」の言い
回しに潜む、偏狭な「技術主義的リスク論」というべき傾向だ。
偏狭だというのは、それを持ち出すことによって、確率計算には
収まらないリスク概念の広がりや、技術の評価に関わるさまざま
な政治的・倫理的・経済的・文化的な「社会的要素」がそっくり
そぎ落とされ、隠されてしまうからだ。もちろん確率計算をする
技術的専門家の役割としては、まさに確率計算をすることが本務
だし、それなしには規制政策は成り立たないのだが、困ったこと
にそれがそのまま行政における政策決定全体を覆い尽くし、その
背後にある（原子力産業界などの）政治的・経済的な利害さえも
隠されてしまう傾向があるのだ。
ちなみにこのような技術主義的リスク論の問題点は、原子力に
限らず、遺伝子組換え生物（GMO）や化学物質のリスクをめ
ぐってもいたるところで現れている。そして、この点で興味深い
のが、欧州のイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン
五カ国の科学技術論（STS）の研究者たちの共同研究プロジェク
ト「欧州における農業バイオテクノロジーに関する一般市民の認
知」（Public Perceptions of Agricultural Biotechnologies in
Europe: PABE）の報告書Public Perceptions of Agricultural
Biotechnologies in Europe: Final Report of the PABE
research projectである。あまりに日本のリスク談義にもあては
まるところが多い結果なので、週末を利用してその抜粋要約
「GMOに対する一般市民の認知に関する10の神話」を作ってみ
た。
この報告書で特に興味深いのは、政策立案者や科学者などが抱
く「GMOに対する一般市民の認知」についての見方には、実は
経験的事実の裏づけの無い「神話」がたくさんあるという分析結
果だ。「一般市民の認知（public perceptions）」というと普通
は、一般市民は科学技術について無知なので、その認知は間違っ
ていると専門家が主張するのがお約束なのだが、PABEの結果は
その反対なのである。以下は、PABEが指摘している専門家たち
の「10の神話」のリストである。
神話1：根本的な問題は、一般市民が科学的事実に無知である
ということである。
神話2：人々は、GMOに対して「賛成」か「反対」かのどち
らかである。
神話3：消費者は医療用のGMOは受け入れているが、食品・農

業に利用されるGMOは拒絶している。
神話4：欧州の消費者は、貧しい第三世界に対して利己的に振
る舞っている。
神話5：消費者は、選択の権利を行使するために遺伝子組換え
表示を欲している。
神話6：一般市民は、誤って、GMOは不自然なものだと考え
ている。
神話7：市民が規制機関を信用しなくなってしまったのは、
BSE（狂牛病）危機の失策が原因である。
神話8：一般市民は「ゼロリスク」を要求しているが、これは
不合理である。
神話9：GMOに対する一般市民の反対は、倫理的または政治的
な、「他の」要因によるものである。
神話10：一般市民は、事実を歪曲する扇情主義的なメディア
の従順な犠牲者である。
先にも言ったように、これらのなかにはGMOだけでなく原子
力の場合でもよく言われることがたくさんある。一番典型的なの
は「神話1」だろう。つまり、一般市民がGMOや原子力に反対す
るのは、彼らが科学技術に無知だからであり、反対は単なる感情
的反応に過ぎず、したがって、ちゃんと科学的事実を理解しても
らえばみんな賛成するはずだ、というものだ。その結果、推進さ
れるのが、「リスクコミュニケーション」の名のもとに進められ
る「国民の皆様にご理解いただく」キャンペーン――専門家や役
人が定義した「リスク」や「安全性」についての科学的・技術的
な情報や知識の一方的な啓蒙活動――であったり、さまざまな科
学教育政策の振興策だ。しかしPABEは、このような考え方は、
一般の人々がなぜ反対するのかの理由を完全に見誤っていると批
判している。
というのも、PABEの調査結果によれば、一般市民は、確かに
科学的・技術的なことには無知かもしれないが、科学技術の専門
的知識とは全く種類が異なる別の知識や疑問をもとに、賛否を判
断しているのであり、感情的に反発しているわけではないからで
ある。下のリストは、PABEがフォーカスグループという調査手
法で「一般市民」のサンプルとした人々が、GMOの評価をする
際に重視していた疑問点である。（フォーカスグループとは、あ
る共通項をもつ10名前後の人々を集め、そのグループに対して質
問をして、ディスカッションをしてもらうのを調査員が観察する
ことによって調査をする手法である。ある特定の人々の考え方な
どを知りたい場合に用いられる。）
*なぜわれわれはGMOを必要とするのか？その便益は何か？
*GMOを利用することで利益を得るのは誰なのか？
*GMOの開発を行うべきだと決定したのは誰か、またどのよう
にしてか？
*GMOが市場に出回る前に、どうしてわれわれは、その食品へ
の利用についてもっとより良い情報を与えられなかったのか？
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*どうしてわれわれは、GM製品を買うか買わないかの選択に
ついてもっと効果的な手段を与えられていないのか？
*規制当局は、GM製品の開発を行いたい大企業を効果的に規
制するのに十分な権力と能力を持っているのか？
*規制当局が課しているコントロールは、有効に適用されてい
るのか？
*リスクは真剣に評価されているのか？それは誰によってどの
ようにしてか？
*長期的な潜在的影響は評価されているのか、それはどのよう
にしてか？
*解消できない不確実性や未知の事柄は、意思決定のなかでど
のように考慮されているのか？
*予見されない有害な影響が生じた場合の救済策としてどんな
プランが立てられているのか？
*予見されなかった被害が生じたときには誰が責任を負うの
か、どうやって責任を取るのか？

このリストから明らかなとおり、フォーカスグループの参加者
たちが重視していたのは、GMOやそのリスクの科学的詳細に関
する問題ではなく、その開発・利用・評価・規制・意思決定のさ
れ方やその主体、利害関係や責任関係など、実に「社会的」な問
題だったのであり、それらに関する判断は、企業や専門家、規制
当局などの振る舞い（行状）に関する経験から導かれていたので
ある。要するに、GMOを推進する専門家や政策立案者と、それ
に反対する一般市民の間にあるのは、GMOやリスクに関する科
学的・技術的知識の「量的格差」ではなく、知識の種類と問題枠
組みの「質的なすれ違い」なのであり、いくら一般市民に科学的
知識を啓蒙しても、上記の問題群に対する答が否定的なものであ
る限り――たとえば意思決定が不透明だったり不正や虚偽が相変
わらず行われつづけていれば――反対論が消え去ることは無い
し、そもそもこれらの広範な問題群に正面から答えず、狭い科学
的・技術的なことばかりを言い立てつづけること自体が、専門家
や行政に対する不満と不信を増殖させるのである。
神話1に続いて、第二にここで取り上げたいのは「一般市民は
ゼロリスクを要求しているが、これは不合理である」という神話
8だ。これは日本でもしょっちゅう見聞きされるもので、人に
よっては「ゼロリスク症候群」などと「病気扱い」した侮蔑的表
現までしていることもある。まぁ、確かにどんなものであれ多か
れ少なかれリスクはあるのは当り前であり、もしも本当に人々が
ゼロリスクを望んでいるとすれば、この非難は的を得ているとい
えるだろう。しかしPABEの調査結果では、人々はゼロリスクな
ど要求していないのだという。いいかえれば政策立案者や専門家
の方が、「一般市民はゼロリスクを求めている」という「ゼロリ
スク神話」に囚われているというわけだ。
まず第一に、フォーカスグループの参加者たちは、「自分たち
の人生がリスクに満ちており、リスク同士、あるいはリスクと便
益とのあいだで釣り合いをとらねばならないということを完全に
分かっていた」し、さらにいえば何事にも「不確実性」があると
いうこと――たとえば科学的なリスクの評価結果にも不確実性は
あるということ――も彼らにとっては至極当り前のことだったの
だという。そんな彼らが求めていたのは、ゼロリスクではなく
て、行政や専門家が、「リスクは無い」と言い切ったり、その基
盤にある科学的判断の不確実性をちゃんと認めようとしない傲慢
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な態度を改め、意思決定のなかでもっと真剣に不確実性を考慮す
ることだったのである。
このようなすれ違いは筆者もあちこちで見聞きしているが、一
つとても印象に残っているのは、数年前に、東海大地震の震源域
の真っ只中にある原子力発電所をかかえ、いわゆる「原発震災」
を懸念している静岡県の浜岡の住民グループと、当時の科技庁の
原子力安全委員（？）との討論会の一場面だ。さっきも書いたよ
うに、95年のもんじゅ事故以来、原子力業界も「原子力にもリス
クはある」ということを公言するようになってきているわけだ
が、この討論会でもそうだった。科技庁の専門家曰く、「皆さ
ん、どんなものにもリスクはあるんです。それを認めないことに
は対話は成り立ちません。」傍聴していた筆者は、「何、今更、
寝ぼけたこというとんねん？それこそ運動側がずーっと言ってき
たことやないかい」と内心ツッコンでいたら、案の定住民グルー
プから「それこそわれわれが言い続けてきたことであり、『絶対
安全だ』と言いつづけてきたのはあんたらじゃないか」という
ツッコミ。ものの見事にその専門家は「ボケ役」をやってくれた
わけだ。
ちなみにさっきも書いたように、リスクの存在を認めるように
なったこと自体は大きな進歩であり、ようやく同じ土俵で対話が
できるようになったといえるかもしれないが、話はそう簡単では
ないだろう。一般の人々と専門家とでは、その「リスク」の捉え
方はずいぶんと違うはずだからだ。専門家にとってリスクといっ
たら、"10-6"というような「ある望ましくない事象が発生する確
率」であり、科学的に評価可能なものだったりするのに対し、普
通の人の感覚でのリスクの概念では、科学的評価自体がもつ「不
確実性」――現時点での最良の科学を用いても予見できない未知
のことが起こりうるという「科学の無知」や、今正しいとされて
いることがいずれ誤りだと分ったり、正しいリスク管理の方法が
あっても人が間違ったり機械が誤作動するかもしれないという
「可謬性（fallibility）」も含めた不確実性――がけっこう大き
なウェイトを占めているのではないだろうか。もちろん専門家に
よる科学的なリスク評価でも、不確実性の程度を吟味することは
必須なのだが、普通の感覚から考えるものと比べればずっと狭
い。となれば、「リスク」といいながらも、そこに含まれる広い
意味での不確実性を専門家や行政が十分に考慮していない――少
なくとも、していないように見える――限りは、相変わらず彼ら
の態度は「絶対安全です」というのと同じくらい傲慢に見え、不
信を育てるばかりで対話は成り立たないに違いない。
ところで「専門家のゼロリスク神話」については、もう二点付
け加えるべきことがある。一つは、「フォーカスグループの参加
者たちは、不確実性は避けられないという現実を考えれば、長期
的には予見せざる影響がありうると考えていたため、技術開発を
進める理由が善いものであることを要求していた」というPABE
の結果である。つまり参加者たちは、絶えず「一体何のために開
発しているのか」「どんな必要性があるのか」「その目的は何な
のか」という疑問に立ち戻っていたが、それは彼らが、想定され
ているその技術の目的が、自分たちを不確実性に曝すのに十分な
ほど重要なものかどうかを疑い、ちゃんと吟味するための手段を
求めていることを示しているのだという。いいかえれば彼らに
とってGMOの評価で重要だったのは、専門家たちが重視する
「リスクと便益のつりあい（リスク-ベネフィット分析）」――こ
の場合には、リスクも便益も定量的に計算され比較される――で
はなく、「不確実性と必要性・目的とのつりあい」なのであり、
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しかも、その評価は、専門家にお任せではなく自分たち自身でし
たいというわけだ。ついでにいえば、私見では、そうしたつりあ
いを重視する裏には、「そもそもいろんなリスクに満ちた現状
に、なにゆえ新たにリスクや不確実性をわざわざ付け加えたりす
るのか」という疑念もあるんじゃないかと考えられる。つまり
「ゼロリスク」ではなく、「これ以上のリスク増加ゼロ」を人々
は求めていて、仮に増加させるなら、それに見合うだけの「理由
（便益・必要性・目的）」を納得のいくかたちで示せ、というわ
けである。
もう一つ、これはPABEの報告書では直接触れられていないこ
とだが、技術を評価するときには、不確実性と「責任」のつりあ
いも重要だと考えられる。つまり、さっき引用しておいた
「フォーカスグループの参加者たちの主要な疑問」にもあるよう
な「万が一何か被害が生じたときには誰がどんな責任を取るの
か？」「そもそもそれは誰かが責任を取りきれるものなのか？」
という結果責任（liability）や、そのような被害が生じないよう
に、開発者や規制当局がきちんとリスクを調べ管理する遂行責任
（respondibility）とその能力（capacity）の問題である。技術
に対して人々が否定的になる理由には、このような責任問題につ
いて、これまで開発者や規制当局がきちんと対応してこなかった
し、また過去の失敗から学んでもいないように見えるということ
も含まれていると考えられるだろう。
いうまでもなく、このようなPABEの分析は、日本の原子力を
めぐる論争にもそのまま当てはまる。この点で、先の討論会で竹
内さんの話に並んで興味深かったのは、午後の土屋智子さん
（(財)電力中央研究所経済社会研究所主任研究員）の報告。彼女
は社会心理学の立場からリスク問題を精力的に研究している方
で、しばしば技術の「推進派」の人たちが持ち出す「科学的に正
しい専門家の『客観的リスク』」と「素人の個人的主観でしかな
い『リスク認知』」という区別を捨てて、専門家の側の「リスク
認知」のバイアスについても分析した研究を発表している。
そんな土屋さんの報告には、面白い論点がたくさんあってとて
も勉強になったのだけど、ここでは質疑応答のときに小生がした
質問に関連して、次の二点を取り上げておく。一つは、科学技術
一般について、それを評価するときにどういう点を重視するか
を、原子力の専門家、バイオテクノロジーの専門家、電力会社の
社員、一般市民（＝科学技術の非専門家）の４者に尋ねた結果
だ。そこにはいろいろな側面があるのだが、なかでも際立ってい
たのは、原子力とバイオの専門家、電力会社の社員の３者は、数
ある項目のなかで技術の「社会的必要性」を重視する割合が、一
般市民と比べて非常に高いという結果だ。で、直ちに思いついた
のが、「この社会的必要性の重視は、『評価』の局面ではなく、
その技術を社会に向けて『正当化』する局面――世間を『説得』
する局面――で重視されているのではないか」、そして「必要性
を重視するといいつつも、実はその必要性が本当に世の中にとっ
て必要なことなのかは吟味されていないじゃないか」という疑問
である。そこで早速、土屋さんにこの疑問をぶつけ、評価の文脈
と正当化の文脈を区別できるような調査結果はありませんか、と
尋ねたところ、そうした調査はまだ無いとのこと。「うー、それ
は残念」と思ったら、土屋さんの横に座られていた竹内さんか
ら、「科学者や技術者は、自分は社会に役立つことをやっている
というが、そのことと、本当にそれが社会に役立つかどうかは別
のこと」という主旨のナイスフォロー。これには、おもわず心の
中で拍手喝采！

ちなみにコンセンサス会議など市民参加型のテクノロジーアセ
スメント（参加型テクノロジーアセスメント：Participatory
Technology Assessment）の老舗、デンマーク技術委員会
（Danish Board of Technology）の"Communication about
risk: Let laymen lay the foundations"（リスクのコミュニケー
ション―素人に土台を任せよ）で、参加型テクノロジーアセスメ
ントのエッセンスを次のように定めている。
今日、技術に関係するリスクの評価と規制は、逆立ちした
やり方で行われており、このやり方をひっくり返す必要があ
る。専門家によるリスクの分析から出発する代わりに、まず
素人が専門家のために問題を定式化してやることから始める
べきである。そして、評価対象になっている技術の有用性
を、リスクの分析と評価の語られざる前提としてしまう代わ
りに、有用性そのものの価値に関する議論をリスクに関する
議論と結びつけるべきなのである。
それから、もう一つ土屋さんの報告で面白かったのは、「原子
力で専門家や行政は『予防』にばかり全力投球し、万が一の対策
への関心が薄い」という指摘で、実はこれは見事に、午後のパネ
ル討論の議論にも表れていた（竹内さん、土屋さん以外のパネ
ラーには、日本原子力研究所原子炉安全工学部長の阿部清治さ
ん、東京大学大学院工学系研究科教授で原子力案全員会安全目標
専門部会部会長の近藤駿介さんという原子力の専門家がいたが、
二方の話はやはり予防面に偏っていた）。で、その点を指摘しつ
つ小生が質問したのは、先の「不確実性と責任のつりあい」とい
う論点にもつながるもので、「大事故が万が一起きたとき、晩発
性の障害が出たときの補償の可能性はどうなっているか」という
ことだった。つまり、即発性の障害なら、因果関係の証明はわり
と簡単で補償が得られる可能性は高いが、何年、何十年もたって
からの障害の発生はそうはいかないだろうという懸念だ。なにし
ろ「ガン」のような病気の原因は、放射性被爆以外にもたくさん
あり、事故から長年経った後では、裁判に持ち込んでも「事故に
よる被爆が原因であるとはいえない」といわれて敗訴する可能性
大アリだからだ。これに対する近藤さんからの回答は、「被曝線
量が推定できれば、そこから因果確率で因果関係を主張できる」
というものだった。
ちなみに、時間の関係もあって、この件についての質疑応答は
この回答をもらったところで切れてしまったのだけど、小生とし
ては、この回答はまったく不十分で、被害を被る可能性のある
人々を安心させるものは何もないと思っている。まず第一に疑問
なのは、被曝線量の推定は、誰が、誰の採ったデータに基づいて
行うのかだ。1999年のJCO臨界事故の時だって、少なくとも国
のウラン加工工場臨界事故調査委員会（以下、事故調）（議事
録）が発表した線量データは、国とは独立に推定した市民運動側
（JCO臨界事故総合評価会議）のデータと食い違っており、（当
然ながら）国側のデータの方が線量が小さかったりする。総合評
価会議のメンバーの弁護士・伊東良徳氏の『世界』2002年11月
号掲載の「置き去りにされた地域住民、安全性 ―― JCO事故か
ら三年」によれば、核分裂で発生した放射性物質――それは周辺
住民によって吸引され体内被曝を起こしているかもしれない――
の放出量を行政も事故調も特定しておらず、特定のための努力も
十分されていないのだという。放出量の特定には、臨界に至った
ウラン溶液の分析が一番有効だが、それは非常に不完全な仕方で
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たった一回しか行われず、しかも、JCO臨界事故総合評価会議が
再分析を再三要請したのにもかかわらず、事故調はウラン溶液を
旧動燃に再処理させてしまったのだというからとんでもない。そ
れじゃただの証拠隠滅じゃん、と誰もが疑うのは明白だろう。
さらにもっとひどい話は、賠償に対する事故の当事者JCOの態
度だ。JCOは、「風評被害」を受けた企業に対しては計147億円
あまりの賠償金を支払っている一方で、周辺住民に対しては一切
賠償を拒否しているのだという。住民には、居住者５万円、勤務
者３万円の「見舞金」のほかには休業損害２日分、健康診断費用
１回分、事故により汚染されたとして廃棄した衣服代のみを、他
の一切の請求をせず、しかも示談内容をマスコミなどに公表しな
いことを条件に支払うというのだそうだ。実に「ありがち」のこ
ととはいえ、なんともエゲツない所業である。そして、JCOが賠
償を拒む理由というのが、これまた公害問題などではおなじみの
「住民の健康被害と被曝との因果関係が明確でないから」だとい
う。（ついでにいえば、事故後、当時の科技庁は、住民の健康被
害と被曝との因果関係の立証責任は住民側に課し、かつその基準
は厳しくしろという「御ふれ」を出したといわれているが本当だ
ろうか？）
しかしながら、伊藤弁護士が指摘しているように、「賠償すべ
き損害は、被曝と相当因果関係にある損害ではなく、事故と相当
因果関係のある損害である」はずだ。なにしろ147億円もの賠償
金が払われている企業の損害は、「風評被害」という、被曝した
かどうかは無関係の「事故の発生という出来事そのものによる損
害」なのだから、住民に対してだけ被曝との因果関係を持ち出す
のは、明らかにアンフェアなダブルスタンダードである。企業の
風評被害を賠償対象と見るなら、放射線被曝の生物学的影響とし
ての健康被害だけでなく、事故の発生そのものによる「被曝した
かもしれない、将来ガンになるかもしれない」という不安やスト
レス、PTSD（心的外傷後ストレス障害）など心理的障害はもち
ろんのこと、心理的なものから来る身体症状だって賠償対象とす
べきだろう（普通の交通事故では、事故によるうつ病や自殺も相
当因果関係がすでに認められているそうです）。さらにいえば、
たとえば「婚姻差別」（被曝しているかもしれないからという理
由で結婚できなくなるということ）という「人間に対する風評被
害」だってそうだろう。「被曝線量が推定できれば、そこから因
果確率で因果関係を主張できる」という回答がいかに不十分なも
のか、それが決して人々を安心させるものではないかが、この
JCO事故への国や企業の対応を見るだけでもよく分るだろう。
ついでにいえば、「被曝と健康被害」のように因果関係の範囲
をおもっいっきり狭く生物学的なもの、あるいは「自然科学的な
もの」に絞ってしまい、「社会的因果性」を無視してしまう傾向
は、「技術主義的リスク論」の根本的問題の１つでもある。リス
ク論では一般に、「望ましくない事象が生起する確率」としての
リスクを定義する際に、「望ましくない事象」として「人の死」
が使われている。しかし、被害を被る側からすれば、望ましくな
い事象には、「生きた心地のしない」底無しの不安や、「死んだ
ほうがまし」なPTSDや差別の苦しみなども入る筈だ。ところ
が、不安やPTSDのような心的障害や差別のような社会的事象
は、当然ながら客観的な定量化がとても難しいか不可能であり、
定量的なリスク評価には乗らず、定量性を金科玉条とする技術主
義的リスク論に縛られている限りは、そのための事前対策がたて
られることもない。
そのような定量的リスク論の土俵をはみ出た（広い意味での）
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リスクに対処するのに必要なのは、まさしく竹内さんが指摘して
いるような、民主的な「政治的決定」を通じた「不運の分配」と
いう正義の行使しかないはずだ。弱い者、傷つけられた者が泣き
を見るのではなく、自然科学的因果関係があろうとなかろうと、
それが証明できようとできまいと、強い者、傷を負わせる原因を
作りだした者がより多くの責任をとるということ、そうしたこと
の法的・道義的ルールがなければならないのである。昨今、たと
えばBSE（狂牛病）の発生以降、原子力だけでなく食品部門でも
「科学的なリスク評価」の重要性が説かれ、業界政治的な力関係
に事実が歪められてきた今までの規制政策の恣意的運営を改める
意識が高まってきている。それはそれで大いに歓迎すべきことな
のだが、しかしその一方で、科学的リスク論ばかりが先走り、
「正義論」が忘れられたままになってしまうのではいかという不
安は、このJCO事故に対する国や企業の対応を見ると、ますます
募るばかりである。
最後に、今回の討論会のような原子力安全委員会の姿勢につい
て言っておくと、少なくともかつての不透明で権威主義的な態度
からすれば、その姿勢は明らかに前向きのものとして評価した
い。もんじゅ事故以降、確かに原子力行政は学習しているし、ま
ともに未来を考えている役人もいるのも確かだ。ただ、それは、
原子力の安全性、さらにはそもそも国のエネルギー政策全体のな
かでの原子力の位置付けや「必要性」の論議まで視野に入れた視
点――市民運動側の視点はまさにそれだ――から見れば、あまり
に歩みがのろい。今回の討論会が、そうしたより根本的な議論の
場の創出につながっていくことを強く期待するし、科学技術論
（STS）として自分もその責任を負う大きな義務があるな、と思
う次第である。
＊なお、本文は平川氏より許可を頂いて、氏のウェブサイト
<http://www.cs.kyoto-wu.ac.jp/˜hirakawa/news̲remarks/
index.html>より転載したものである（編集委員）。
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メディアの中の立花隆 ――「知の巨人」立花隆を考える――
薗田 恵美 (神戸大学立花隆研究会 <http://www008.upp.so-net.ne.jp/emi̲sonoda/
index.htm>）
以下は立花隆を批判した主な書籍・記事である。

福田雅章「立花隆の研究」（『宝石』・1998年）
新田均「イデオロギーに陥った立花隆」（『正論』1999年）
佐藤進『立花隆の無知蒙昧を衝く』（社会評論社・2000年）
斎藤美奈子「彼らの反動 明るい退廃時代の表象アイドル論 立
花隆」（『世界』2001年）
谷田和一郎『立花隆先生、かなりヘンですよ』（洋泉社・2001
年）
別冊宝島Real『立花隆「嘘八百」の研究』（宝島社・2002年）
（寄稿者：浅羽通明、菊池信輝、野田敬生、小浜逸郎、朝倉喬
司、宮崎哲弥、佐藤進、粥川準二、斎藤環、天笠啓祐、塚原東
吾、大月隆寛）
斎藤美奈子『文壇アイドル論』（岩波書店・2002年）p157〜
188

これらの批判を全て読んだ私には、
「果たして立花はこれらの多くの批判に値する人物であるとい
えるのか？」
という疑問が生まれる。
立花の主なフィールドは週刊誌ジャーナリズムである。週刊誌
の記事は玉石混交、正当な評価を受けるに値する記事もあれば、
マユツバものの記事も確かにある。よくもまあ、と言いたくなる
ような、それこそほんの少しのネタから、根拠のないことをもっ
ともらしく並び立て、大きな記事にしている、そんな記事は確か
に、ある。
ジャーナリズムの世界ではよくある話、なのに、どうして立
花だけがこうも批判されるのだろうか？
それはやっぱり、立花が「知の巨人」としての権威を持ってい
るからではないだろうか。
そしてその権威には、なにか気持ち悪いものが潜んでいるに違
いない。
上に挙げた立花批判を全て読んでみて、彼に対する批判はおお
かた出揃ったのではないかと思う。そうでないとしても、これ以
上アラ捜しをしてもあまり意味が無いだろう。そこで私は今まで
の批判とは異なるアプローチを試みようと思う。
私がこの立花隆研究を始めた当初から、なぜこの人がここまで
権威たり得るのか、という疑問がつねにあった。もっと言えば、
なぜ立花の本は売れるのか。
ところが今までに出た、どの立花批判もこの問いには答えてく
れない。
立花が売れる理由。この問いに対する答えから、現在のジャー
ナリズムの特質を垣間見ることが出来るのではないだろうか。
消費者のニーズに合った立花の本
立花の著書の読者層を考える時、立花の記事や著書が理系の
学者達に読まれているとは考えにくい。（実際に「科学者」と呼
ばれる方々に話をうかがってみても、立花のことを知らない、あ

るいは知っていても読んでみたいと思わない、という答えが返っ
てきた。）一般のサラリーマン、あるいは学生などが主な読者層
であると考えられる。立花の書く記事が掲載される雑誌を考えて
みても、『週刊文春』『文藝春秋』『週刊現代』『SPA!』『週
刊朝日』『週刊読売』・・・といった、どちらかといえばオジサ
ン向けの雑誌だ。
では、なぜ彼ら（彼女ら？）は立花を読むのだろうか？
彼らは別に、専門家になりたい訳ではない。日常の話題を提供
してくれるものとして、ひいてはちょっとした教養、として
(？)、雑誌や本を読む。もちろんみんながみんなそんな理由では
ないかも知れないが、特に週刊誌を読む動機として、事実をつぶ
さに知りたい、というのは考えにくい。それなら専門書にあたる
だろう。彼らは｢とりあえず｣の｢知識(らしきもの)｣を手に入れた
いだけなのではないだろうか？
今の時代に何が起こっているかを知りたい。でもややこしい本
は読みたくないし読んでいる時間もない。だからこそ、ベストセ
ラーやニュースなどの要約をしてくれるサービス、メールマガジ
ン、さらには要約ソフト、などが登場するわけである。
そんな時代に立花は｢知｣という名の商品を提供する。
それは手軽で簡単。時間をかけなくとも結論が得られる本。し
かも「知の巨人」のお墨付きである。確かに、立花のテーマの選
び方には谷田や斎藤の指摘するような偏向があるのだが、政治経
済分野や脳死にしろ先端科学にしろ、最新の話題がテーマとなっ
ているので、興味をひく。そのうえ立花は文章が上手い。彼の文
章には読者を引き込む力があると思う。そしてわかりやすい。読
者は何らかの結論を得られたと言う満足感のうちに彼の本を閉じ
ることだろう。確かにここにはトリックがあって、谷田が批判し
ていたように、一見なんでもない文章でも何を言っているかわか
らない部分、誤っている、あるいは矛盾した部分は多いのだが、
読み飛ばしてしまえば、わかった気になるのだ。一連の立花批判
では、彼の文章を詳細にわたって検証しているが、大半の読者は
そこまで注意深く読まないだろう。おそらく、書いてあることを
ほとんど疑うことなく、わかりにくい部分があっても、そこは読
み飛ばされるに違いない。
「・・・正確に言うと、生物のあらゆる細胞には、エネルギー
産出システムを受け持つミトコンドリアという細胞小器官があ
り、そこではＡ、Ｔ、Ｇ、Ｃではない別の暗号システムを使って
いる。これは、進化のきわめて初期の段階に、別の暗号システム
を使う原始的生物がおり、それが酸素をうまく使うすぐれたエネ
ルギーシステムを持っていたので、環境に酸素が増えてきたと
き、現生生物が、それをエネルギーシステムとして丸ごと細胞内
に取りこんで細胞内小器官にしてしまったのだろうといわれてい
る。（中略）そしてこのことは、現生生物がみんなスーパーファ
ミリーという考え方に、いささかでも、修正を迫るものではな
い。現生生物はみなミトコンドリアを細胞内小器官として持って
いるという意味においても、同一のスーパーファミリーに属して
いるのである。（『21世紀 知の挑戦』）
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この短い文章の中に、二つも間違いがある。一つは、「ミトコ
ンドリアという細胞小器官があり、そこではＡ、Ｔ、Ｇ、Ｃでは
ない別の暗号システムを使っている」のくだりだ。正しくは、
「ミトコンドリアもＡ、Ｔ、Ｇ、Ｃの暗号システムを使ってい
る」。別にミトコンドリアは地球外生物ではない。
もう一つ、「現生生物はみなミトコンドリアを細胞内小器官
として持っている」というのも間違っている。バクテリアなどの
原核生物はミトコンドリアを持っていない。」（谷田和一郎『立
花隆先生、かなりヘンですよ』より抜粋）
これは、谷田が立花の文章を引用してきて、批判しているもの
だ。こうやって指摘されると、立花は高校の文系でも習うような
生物の知識を間違っているのだが、果たして読者のうちどれぐら
いの人がこのことに気付くだろうか？私は何も読者の生物の知識
について言っているのではない。速読をしていく時に、この誤り
は見落とされるのではないか、ということを言いたいのだ。立
花のここで言いたいことは、「現生生物はみな同一のスーパー
ファミリーに属している」ということだ。（実際、よく考えれ
ば、何の事やらわからないコメントである。谷田も引用部分の後
でこの「スーパーファミリー」が無意味であることを指摘してい
る。）暗号システムが云々、というところがわからなくても、そ
こはさらっ、と読んで、最後の結論だけを理解する。なるほど、
現生生物はみな兄弟なのだな、という程度の大まかな、イメージ
による理解。大まかだが、わかった気にはなる。読者のなかでこ
のような理解の仕方をしている人は、少なからず存在するのでは
ないだろうか。そして、大半の読者にとっては、それでいいの
だ。なぜならば、彼らが必要としているのは詳細な説明部分では
なく、結論の部分だからだ。そしてこの、大まかに理解したよう
な気にさせるような文章力、イメージを喚起する卓越したレト
リックの技法が立花の魅力なのだ。
このように、立花は現代の消費者のニーズに合った商品を提供
したわけである。最新の情報を手軽に読めて、何かがわかる(気に
なる)。それは、これまでに一般の読者が立花の探究心に感銘を受
け、立花ファンになりこそすれ、批判が出てこなかった理由の一
つであり、かつ立花の著書がベストセラーになった理由なのでは
ないだろうか。
もちろん、明らかな誤りが見落とされるのであるから、読者
の、情報に対するリテラシーも問題である。ではなぜ、読者は立
花を疑わないのだろうか。
立花の科学本とサイエンス・イメージ
いきなりだが、シャンプーのＣＭでよく出てくる「キュー
ティクル」。これは今や珍しい言葉ではなくなった。髪の毛がバ
サバサするなあ、という経験の原因として名前が与えられたこと
によって、「そうか、きゅーてぃくるを守るのね！」と目覚めた
女達が（男もいたかも）高価なトリートメント剤の消費をもたら
す。
それまで専門家しか知らなかった概念を引き出してくることで
説得力を持たすというのは、広告でよく使われる手法だ。ダイ
エット用食品の「脂肪の原因はセルライトだった！」とか、洗剤
の「酵素の力」など。栄養ドリンクの「タウリン2000mg配合」
などといった薬品名でもよい。多くの人は、セルライトがあるか
らどうなのか、酵素やタウリンが実際にどんな働きをしてくれる
のか、あまりよく知らない。それでも、これらの言葉はその商品
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が「何だか良さそうだなァ」と思わせるのに十分である。他に
も、「××研究所の医学博士××さんが推奨」なんてあからさま
なのもあって、それでもなんとなく、良さそうだなあ、と思わせ
る力がある。
これらは皆、サイエンス・イメージ による、サイエンスとい
う名の「権威」付けだと私は理解している。言い換えれば、消費
者が商品そのものの価値よりも、それに付随するイメージを判断
材料とするということを利用するうえで、サイエンスが持つイ
メージは格好の品質証明、すなわち権威なのだ。
サイエンス・イメージについては今後も研究を続けていきたい
と思っているが、ここでは立花とサイエンス・イメージとの関係
について考察しよう。
立花はゼネラリストであるとして有名になった。そして、彼は
もともと文系の人間であるにもかかわらず、理系の知識も豊富で
あり、科学ジャーナリストとしての仕事をこなしている、との評
価を一般に受けている。
では、科学について立花が語ることで、サイエンス・イメージ
が立花のイメージをも良くしているとはいえないだろうか。権威
ある科学を語ることが、立花本人にも権威を与える一因となった
のではないだろうか。前述した、イメージを判断材料とした消費
と同じように、書いていることそのものよりも書かれているもの
の持つイメージに読者が飛びついたことも立花の本が売れる理由
だと私は思う。そして、読者が立花の書いた科学本を疑ってこな
かったことも、その内容が権威である、正確には権威を社会的に
附与された、｢科学｣というものに対する絶対的なイメージがある
からではないだろうか。
ところで立花は、日本における理科教育の衰退を憂い、科学的
知識のない人間を罵倒してきた。「遺伝子組み換え食品」論争に
おいても例外ではない。『21世紀 知の挑戦』の中で、「組み換
え作物を食べると、その遺伝子がヒトゲノムに組み込まれること
はないのか」という消費者の質問に対して立花は、それを「荒唐
無稽」な心配であり、「無知蒙昧まるだし」であると扱き下ろし
ている。私には、なぜ消費者がその程度の知識しか持ち得ないの
か、というところに問題があると思うのだが、それはさておき、
この質問がなぜ出てきたのか、というところに注目しよう。この
質問は、質問者の持つ「遺伝子組み換え」に対するイメージその
ものを表している。この人は恐らく、組み換えとは実際何なの
か、どのような状況で起こるものなのかを知らない。ただ、「組
み換え」「遺伝子」という言葉の持つイメージに畏怖を抱いてい
る。
この質問者は誰かに似ていないだろうか？―そう、立花を書い
ているもののイメージによって評価してきた読者である。立花の
著書は、立花が無知蒙昧であるとして罵倒してきた人々によって
買われ、その権威を保証されてきたと言えば言いすぎだろうか。
メディアが育てたゴジラ！
こうして立花の権威はどんどん大きくなった。教養ある「知の
巨人」としての立花はメディアにおいて重宝されていると言え
る。とりあえず立花隆に聞けばもっともらしいことをコメントし
てくれるだろう、聴衆の受けもいいし…といったところだろう
か。早速今回のノーベル賞の話題でも立花はコメントを求められ
ている。しかしこのメディアでの立花の扱われ方は、「立花の権
威→売れるから使う→売れる→さらなる権威」といった具合に立
花のイメージを雪ダルマ式に大きくしたのではないか。そして読
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者はメディアによって作られた権威を、立花への正当な評価とし
て誤解し、ますます彼の著書の胡散臭さに鈍感になる。
立花自身が自らの発言の影響力に無自覚であることは当然責め
られべきであると思う。しかし、それと同時に、立花の発言の矛
盾や誤りに気付かず、あるいは黙殺し、都合よく使ってきたメ
ディアにもその責任があるのではないだろうか。といっても、Ｎ
ＨＫやＴＢＳが今さら立花を批判できないとは思うが・・・。
立花隆という人物の存在は、私たちに色々なことを問い掛けて
くれる。それは、科学ジャーナリズムという域にとどまらず、メ
ディア全体の問題として浮かび上がってくるように思う。まだま
だ議論の余地があると思う。今後は以前触れたＰＵＳ研究（立花
隆研究会ホームページ「ＰＵＳによる立花批判」参照）とも絡め
て、研究を続けていきたい。

会員の皆様には、各種情報をお寄せくださるよう
お願いいたします。特に，会員の皆様の関わられた
出版物，報告書の情報をお知らせください。また，
会員消息の項目も充実させたいと思っておりますの
で，お知らせください。今回も多数の方々から情報
を提供していただきました。ご協力どうも有り難う
ございました。
なお、情報は、事務局 <office@stsnj.org>宛にお
送りくださいますようお願い申し上げます。

STSNJメーリングリスト
のお知らせ
STS Network Japanでは、会員のみ参加いた
だけるSTSNJメーリングリストをご用意していま
す。
情報交換や議論に、幅広くご利用ください。
登録を希望されるかたは，事前に登録してある
アドレスで、お名前、ご所属、登録するメールア
ドレスを明記して、事務局 <office@stsnj.org>ま
でメールをお送りください。会員の方であるか確
認ののち、手動で登録いたします（しばらくお時
間をいただくこともあります）。
また、登録メールアドレスの変更は事務局
<office@stsnj.org> までお願いいたします。

書評 松本三和夫『知の失敗と社会』
加藤源太郎（神戸大学）
現代のＳＴＳ研究の源流の一つとして、科学技術が社会問題を
引き起こす罪人として扱われたことがあげられる。科学技術が引
き起こした「失敗」は、科学技術に対する盲目的な信頼から目覚
めるきっかけを与えた。そして、科学技術が社会とつながってい
るのだという主張を、いくつかの側面から展開するＳＴＳの諸議
論を導いたと言える。
科学技術がわれわれの生活に浸透してくるにつれて、科学技術
と社会のつながりをはっきりと感じ取れるようになったという点
は、科学に対する言及が社会的な側面を強調しなければならなく
なった重要な一つの契機としてとらえておくべきであろう。それ
ゆえ科学技術の失敗は、われわれの生活に直結した危険の原因で
あり、個々の失敗に対して技術や政策を批判する声は後を絶たな
い。近年注目されている｢失敗学｣は、単純な科学技術批判を脱し
て、同様の失敗を繰り返さないことこそが重要であるという立場
から、失敗についての研究を展開している。
本書もまた、事例となる失敗を詳説しながら、科学技術の問題
を取り上げてはいるが、単純な科学技術批判でもなく、実践的な
利害に目を向けた、いわゆる開発志向の失敗学を展開しているわ
けでもない。本書の主眼は、科学技術が引き起こす失敗の構造的
要因であり、それを人災でも天災でもない｢構造災｣と定義すると
ころにある（第1章）。構造災は、科学技術だけの問題ではな
く、科学技術と社会の境界に生起する問題であり、ＳＴＳ(科学技
術社会)の相互作用をきちんと認識すべきであると主張した上で
（第2章）、海洋の温度差によって発電する技術(OTEC)を事例と
して、ＳＴＳ相互作用系を分析する(第3章)。さらに、学問領域の
異種交配性と非専門家による異議申し立ての汲み上げという二点
を中心に、ＳＴＳの学問的潮流の問題点を指摘しつつ（第4
章）、｢知の失敗｣を回避・克服するために、知のシステム、すな
わち科学・技術・社会のあり方について、いくつかの提言をして
いる(第5章)。
科学技術の問題の本質を構造災と定義し、あえて「知の失敗」
と呼ぶ本書は、失敗学的な対処療法に留まらない。科学技術を利
用している以上、何らからの失敗は常に付きまとうものだという
視点は、カタストロフ的な事故には許されない。科学技術に付き
まとうリスクが問題になるのは、「開発上の失敗に学べ」といっ
た比較的小規模な失敗を対象としているからではなく、原子力に
代表される人類を危機的状況に陥れるような失敗というリスクを
対象としているからである。おそらく、ベック(U. Beck)の議論
では、この二種類の「失敗」が暗々裏に区別されている。その上
で、ベックは後者の大きな失敗に着目し、再帰的近代化の過程に
おける一つのトピックとして扱うのである。
ベックが提示するリスクの概念は、再帰的近代化という抽象的
な社会概念によって原因がブラックボックス化されているが、こ
のブラックボックス化に対して、科学技術の問題、すなわち科学
技術リスクを構造災としてとらえなければならないという本書の
視点は、補完的な役割を果たしている。ベックの議論は、それぞ
れの概念について明確で詳細な定義が与えられているわけではな
いので、慎重に扱わなければならないが、再帰的近代化、つまり
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近代の貫徹による近代性への再帰的影響が、社会の問題を惹起す
るというのだから、科学技術の進展によってもたらされた新しい
リスクの原因を、科学技術の進展をもたらした構造の中に見出そ
うとする構造災という概念設定は、リスク論としてもきわめて重
要な意味を持っている。
科学技術に対するリスクについての諸議論と比較してみると、
ＳＴＳでよく議論されているベックのリスク論だけでなく、ルー
マン(N. Luhmann)のそれにも近い点を見出すことができる。
「不知(Nichtwissen)」や「観察(Beobachtung)」といった概念
を駆使しながら、安全であると言うときにこそリスクが潜在して
いるのだと主張するルーマンの議論は、科学技術のリスクが、再
帰的近代化の科学技術システムにおける一つのバージョンである
ととらえながら、科学技術の未来に対する楽観主義的な感を否め
ないベックの議論とは大きく異なっている。
ルーマンのリスク論は、リスクと安全、またはリスクとリスク
回避という区別ではなく、リスクと危険（Risiko und Gefahr）
という区別が出発点になっているが、自分以外の人間やシステム
によって引き起こされるかもしれない未来における損害をリスク
としてとらえている。リスク論において専門家と非専門家の問題
が重要になってくるのは、まさにこの点であり、すべての人間が
自分にかかわるすべての事象に対して、一つ一つ決定を下すこと
など原理上不可能であるという単純な事実によっている。われわ
れが未来において被るかもしれない損害は、われわれの手の内に
はないのである。
さらに、ルーマンは「決定(Entscheidung)」という概念につ
いて、主体的な意志に基づいて結果が選択されたかどうかについ
ては関係なく、あるコミュニケーションがあるシステムに帰属す
ることができるととらえられるとき、そのコミュニケーションを
そのシステムにおける決定と考えるのである。すなわち、この意
味においては、科学技術の専門家が、社会との相互作用の中で、
何らかの科学的コミュニケーションに関与しているとき、好むと
好まざるとにかかわらず一つの事柄が結果として「選択」された
ときも、一つの「決定」としてみなされる。
この種類の「決定」に対しても、これまでのＳＴＳにおけるい
くつかの議論は、科学技術の専門家の説明責任を追求してきた。
一方で、科学技術と社会の相互作用を主張しながら、他方では科
学技術によって引き起こされる問題に対する説明責任の根底を、
科学技術システムに、とりわけ科学技術システムの内部に帰属す
る「専門家」にだけ求めようとしている議論も多い。科学技術に
おける決定の問題を、専門家と非専門家の議論に還元することは
きわめて意義深いが、本書の構造災という視点は、専門家と非専
門家の二項対立を越えて存在する本質的な問題をも射程に入れて
いると言える。帰責を明らかにすることができる人災や、不可避
の天災ではなく、システムによって引き起こされる構造災は、も
しかすれば人災かもしれないが、問題の所在でさえも明らかにな
らないような、まさに「知の失敗」ということになる。知の失敗
において専門家は無力である。何が危険であるかを決定するのが
専門家であるとすれば、専門家の専門的視点を越えたところにあ
る危険、すなわち本当の意味でのリスクに言及するためには、ど
のように危険が決定されているかという「知の構造」に光をあて
ることが必要である。
本書の提言を実践ベースに乗せるためには、議論の余地があ
る。なにしろ、実現を遠ざけている当の実体こそが知の構造なの
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だから。知の構造それ自体はおそらく非専門家によって変革され
ることを許さないだろう。しかしながら、定型的な科学技術批判
では問題解決に至らないことが分かり始めた今日、本書の議論
は、失敗についてだけでなく、科学技術の問題についての広い議
論に、新しい地平を切り拓くことになるだろう。そして、ＳＴＳ
という観点から科学技術をとらえることの意義について、再度考
える契機を与えることにもなるだろう。

会費納入について
このニューズレターが入っていた封筒
のラベルに関する説明
お名前の右下に、会費の支払い状況などを示し
ております。例えば、

「01,02未」と「02未」は、それぞれ該当年の
会費（3500円）が支払われていなことを表しま
す。前者に該当の方は、今年度中に会費のお支払
いがなければ、それをもって脱会の意志表明と受
け取らせていただき、以後Newsletterの発送を中
止します。

「02不足」は、お支払いいただいている会費が
3500円には不足しているもので、「不足」の後の
数字が不足金額を表わします。お手数ですが差額
分お支払いください。

「臨時」は、「夏の学校」への参加者など、何ら
かの理由でSTS Network Japanに関係がある方
に、臨時にお送りするものです。この期間は通常1
年間ですので、送付が始まって1年以内に入会の手
続きをとられなければ、以後Newsletterの送付を
停止させていただきます。

会費は以下の口座にお振込みください。
郵便振替口座 00170-1-63708
加入者名 STS NETWORK JAPAN
（年会費 3,500円）
なお、振込用紙の通信欄に以下の点を明記してく
ださい。
(1)何年度会費（新規入会の方はそうお書きくださ
い）、(2)お名前、(3)ご所属、(4)ご連絡先(住所・電
話番号・e-mail)
※新規入会の方の会費は当該年度のものとして扱
わせていただき、何月の入会であれその年のニュー
ズレター全4号分と、イヤーブックが送付されます。
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STS研究会情報
STSNJメーリングリストや会員の方の公開HPにより集められた研
究会情報のうち、特にSTSに関連の深そうなものを集めました。
■第７回公共哲学研究会＋科学技術社会論合同研究会（共催）
プログラム
日時： 2003年2月1日（土）〜2日（日）
場所： 東京都目黒区駒場4−6−1（駒場リサーチキャンパス）
東京大学先端科学技術研究センター13号館１F教授会室
地図<http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/map/map-j.html>
＜第１日目＞ 2月1日（土）
13:30−15:30 科学技術と公共性（仮題） 小林傳司（南山大
学）
15:30−15:40 休憩
15:45−17:45 科学的合理性と社会的合理性 藤垣裕子（東京
大学）
18:30−
懇親会
＜第2日目＞ 2月2日（日）
10:00−12:00
専門性と共同性 木原英逸（国士舘大学）
12:00−13:00 昼食
13:00−15:00 予防原則と政治 平川秀幸（京都女子大学）
15:00−15:15 休憩
15:15−17:15 論点のまとめ（綾部）と総合討論
17:15−18:00 公共哲学全体研究会運営委員会
■文部科学省科学技術振興調整費（科学技術政策提言）
「科学技術倫理教育システムの調査研究」（研究代表者：新田孝
彦）
第二回推進委員会
日時：２月８日（土）１０：００〜１７：４５
会場：北海道大学学術交流会館第三会議室
（札幌市北区北８条西５丁目、北海道大学正門入り口左手、
札幌駅より徒歩7分）
１．ワークショップ「リスクコミュニケーションと倫理」
１０：００〜１２：００
講演１「応用生物工学における安全教育」
片倉啓雄氏（大阪大学大学院工学研究科）
講演２「化学工業のレスポンシブル・ケア活動」
坂 清次氏（三菱総合研究所安全技術部）
１３：００〜１５：００
講演３「リスク論の倫理的基盤」
廣野喜幸氏（東京大学大学院総合文化研究科）
講演４「企業倫理・コンプライアンスとリスクマネジメン
ト」
池田耕一氏（松下電器産業法務本部企業倫理室長・リスクマ
ネジメント室長）
２．進捗状況の報告・意見交換
１５：１５〜１７：４５
研究代表者による進捗状況の報告
推進委員、研究分担者、オブザーバーによる意見交換

３．懇親会
１８：００〜２０：００
（北海道大学百周年記念会館１階きゃら亭 会費3、500円）
問い合わせ先：
〒060-0810 札幌市北区北10条西7丁目
北海道大学大学院文学研究科倫理学講座
石原孝二
電話/ファックス：011-706-3062
携帯：090-3462-0348
email: ishihara@let.hokudai.ac.jp
■第147回土曜講座研究発表
●第147回
★2月22日(土）午後2時〜5時半
「劣化ウランと米軍の最新兵器、その暴力性」
◆講師：山崎久隆さん（劣化ウラン研究会代表、たんぽぽ舎運営
委員）
・会場：東京理科大学神楽坂校舎9号館3F933教室
飯田橋駅（JR、有楽町線、南北線、東西線）下車2分
（地図はhttp://www.sut.ac.jp/camp/camguide/
kagcamp.htmを参照）
＜呼びかけ文＞
劣化ウラン兵器は、原子力発電や核兵器に使用するウランを濃縮
する過程で生じる放射性廃棄物（劣化ウラン）を転用したもので
ある。その中でも特に劣化ウラン弾と呼ばれる戦車砲や機関銃弾
は貫通力が高く、また極めて安価に製造できるため、米軍を
中心に他国にも配備が進んでいる。湾岸戦争では米軍を中心とす
る多国籍軍が、ユーゴスラビア紛争ではNATO軍が使用し、周辺
地域が放射性物質に汚染された。未だに浄化されておらず、白血
病、癌、先天性の障害が広がっている。また、従軍した米軍兵
士も劣化ウランに被曝しており、本人とその子どもたちに影響が
現れている。今後、米軍によるイラク攻撃が行われれば、必ず劣
化ウラン兵器が使われると予想されている。今回の研究発表では
劣化ウラン研究会代表の山崎久隆氏をお招きし、劣化ウラン
兵器をめぐる歴史、被害と今後の予測について幅広い観点から解
説していただく。また、併せて昨年のアフガニスタンで使用され
た最新兵器についても触れ、現在の米軍の戦略と私たちにできる
ことを考える機会としたい。
問い合わせ先：
上田昌文 ( UEDA Akifumi )
科学と社会を考える土曜講座・代表
uedaki@terra.dti.ne.jp Tel : 045-532-1958
●土曜講座のHP：http://www.geocities.co.jp/NatureLand/
4190/
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今回も盛りだくさんの内容ですので、ゆっくりとお楽しみください。ちなみに、熟練編集委員K.S.さんが年
明け早々旅立ってしまったので、初心者S.O.が代行いたしました。未熟者ですがどうぞよろしく(S.O.)
↓印刷係から手書きのひとこと。
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STS NETWORK JAPAN 事務局
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
東京大学大学院総合文化研究科
広域システム科学系
藤垣裕子研究室気付
FAX:03-5454-6990
E-mail: office@stsnj.org
WebSite: http://stsnj.org/
郵便振替口座 00170-1-63708
加入者名 STS NETWORK JAPAN
（年会費 3,500円）
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