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STS Network Japan　春のシンポジウム

「科学技術社会論のルーマン」

　社会学者であるルーマンは、「信頼」や「リスク」といった科学技術社会論（STS）

においても頻繁に議論される概念についての著書を著しています。また、ルーマンの

思想の根幹を成している「社会システム理論」は、それ自体がひとつのシステムとなっ

ている科学や、科学と異なるシステム（法や政治など）との界面、科学とそれを内包

している社会との関係などにフォーカスを当てる STS にとって、検討の価値があるも

のに思われます。さらに、ルーマンの議論と相対することで、STS が前提としている

ものごとについて批判的な検討をおこなうことも可能です。

　そこで、今回はまさにそのような作業のために、「科学技術社会論のルーマン」と題

したシンポジウムを開催したいと思います。より具体的には、3 名の論者をお招きし、

話題提供・議論喚起をおこなっていただく予定です。

　皆様のご参加をお待ちしております。

日時：2012 年 3 月 25 日（日）　14:00 － 18:00

場所：東京大学駒場キャンパス 18 号館 4階コラボレーションルーム 1

      東京都目黒区駒場 3-8-1 

      （http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_17_j.html）

参加費：無料。申し込みなどは必要ありません。
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「科学システムと科学論」

　川山竜二（筑波大学）

ルーマンの社会システム理論、とりわけ「機能分化」と「セカンド・オーダー

の観察」を用いて科学システムをいかに記述することができるだろうか。ルーマ

ン自身も科学をひとつの機能システムとして検討しているが、ルーマン自身によ

る科学システム記述を批判し、科学システムの別様の捉え方を提示する。

「科学技術論から市民社会論への変容：信頼概念をたどりながら」

　加藤源太郎（プール学院大学）

科学技術論はいつしか市民社会論へと変容してしまった。どのような点で市民

社会論に変容したと指摘できるのか、またその変容はどのようになされ、その結

果としてどのような問題を生じさせているのかについて、「信頼」という概念を

導きの糸として検討する。

「ルーマンと“ディアボリックなもの”」

　三上剛史（神戸大学）

ルーマン独自の用語である“ディアボリックなもの”という観点から、（科学

技術社会論も含め）近代社会学の理論前提を批判的に吟味する。とりわけ、“ディ

アボリックなもの”が 3.11 以後のリスク社会や信頼、連帯、公共性などと、ど

のような関係にあるのかを示すことが主題となる。
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STS Network Japan　

総会のお知らせと研究発表会の発表者募集　
　

　STS Network Japanでは、3月25日（日）に総会、研究発表会を実施するにあたりまして、

研究発表会の発表者を募集いたします。研究者、学生、教員、実践家などさまざまな

立場からの研究発表の申し込みをお待ちしています。

　発表を希望される方は 3 月 17 日（土）24 時までに、STS Network Japan へ e-mail、

FAX または郵送により、氏名、発表題目、発表概要（300 ～ 400 字程度）をお送り下さい。

発表題目および概要は、プログラムの作成にあたって利用させていただきます。

　科学技術と社会にかかわる幅広いテーマでの研究発表を受け付けますが、テーマが

研究会の趣旨と大きく異なる場合には、発表をお断りする場合もありますので、ご了

解ください。また、不安をお持ちの場合は、事前にお気軽に事務局までご相談ください。

　研究発表の申込先は下記の通りです。なお、質疑応答も含めてお一人あたり 30 分～

40 分程度を目安にお考え下さい（申し込み人数によって多少の上下が生じてしまいま

す。予めご了解の程、よろしくお願いいたします）。

【研究発表会・総会】

日時：2012 年 3 月 25 日（日）10:00-13:00（研究発表会）、13:00-13:30（総会）

場所：東京大学駒場キャンパス 18 号館 4階コラボレーションルーム 1

【申し込み先】

e-mail: office@stsnj.org（タイトルを「研究発表会申し込み」として下さい）

FAX: 06-6850-6954（中村征樹研究室気付　STS Network Japan 研究発表会事務局宛て）

郵便：560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-16 大阪大学大学教育実践センター

　　　中村征樹研究室気付 STS Network Japan 研究発表会事務局宛て
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STS Network Japan　

関東学生・若手研究発表会のご案内　
　

　STS Network Japan では、3月 17 日（土）に関東 STS 学生研究発表会と題した学生、

および若手研究者向けの研究会を開催いたします。

　この研究発表会は、修士論文の執筆を終えた大学院生にその内容を発表する機会が

少ないのではないかという意識から企画に至っております。修士課程の学生の場合、

その後博士課程に進学する学生にとっても就職する学生にとっても、より多くの方の

前での発表と議論の機会があることは基本的に望ましいことと思います。

　また就職する学生の研究については、修論という形となった知見や情報が、そのま

ま埋もれてしまうケースも多く、もう少し共有できる機会があっても良いのではない

かと考えました。

　さらに、博士課程の学生や若手研究者の Work in Progress のための場としても機能

させたいと考えております。研究発表によって、学生・若手研究者間のネットワーク

の拡大とそれぞれの参加者への良い刺激という効果も期待できるのではないかと考え

ました。

　発表者は学生および若手研究者ですが、議論の参加者は学生・若手研究者に限定い

たしません。みなさまのご参加をお待ちしております。

　

日時：2012 年 3 月 17 日（土）　時間は WEB で後日お知らせいたします

場所：早稲田大学早稲田キャンパス 11 号館 703 号室

　　　（http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html ）

発表者：ただいま調整中です

        詳細は後日 WEB、メーリングリストでお知らせいたします

問い合わせ先：標葉隆馬（shineha_ryuma@soken.ac.jp）
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開催日：２０１１年８月２６日（金）～８月２８日（日）

開催地：高松センチュリーホテル

～全体プログラム～

8月 26 日

標葉隆馬・己斐裕一　文献紹介・検討　"Biocapital"　"Life As Surplus"

立花浩司「これからのライフサイエンス研究のありかたを考える」

見上公一「ポストゲノム時代の医療開発」

8 月 27 日

白井哲哉　「ゲノム研究者コミュニティでの倫理的・法的・社会的課題への対応

           ～ゲノム ELSI ユニットの設立・実践から～」

瀬戸山潤　「アイスランドに見るゲノム産業」

平井俊男「温暖化と感染症に関する教材」

講演

出口顕教授（島根大学）「生殖医療の代替策としての国際養子縁組 : 養父母になった北欧の国際養子たち」

岡山雅信准教授 （自治医科大学）「大規模地域ゲノムバンク /生活習慣介入研究

　　　　　　　　　　　　　　　 生活習慣介入への遺伝子情報の位置」

8 月 28 日

福本江利子「神戸医療産業都市構想：科学コミュニケーションの視点から」

森下翔「ラボラトリー・スタディーズ : 科学人類学は認識論を扱えるか」

春日匠「グローバル市民社会はバイオキャピタリズムを克服できるか」

STS Network Japan　夏の学校 2011

ポストゲノム時代の STS
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国内ではライフサイエンス分野の基礎研究への投資

が減っており、アカデミアではいわゆる人材余りが

生じている。また、ベンチャーの不成功や外資製薬

企業の撤退など、産業界との接続にも課題が残され

ている。これからもライフサイエンス不況が予測さ

れるなか、先端研究が社会に受け入れられるにはど

うすれば良いのかという話題提供がなされた。この

ような状況下では、研究の高額化との折り合いやイ

ノベーションの現実性など、STS 研究者が考えなけ

ればならない問題は多い。ライフサイエンスに係る

政策を決定する側、研究を実際に行っている側の両

方に欠けている視点や、数の原理に流されない声を

救い出す方法など、STS が提供できるものは確かに

ある。一方で、一度決まってしまうともう変えられ

ない政策に対して、STS の調査スピードが追いつく

のは難しい。それを後追いでやることに STS にとっ

てのメリットはあるのかなどが議論された。

　1 日目の最後は、見上氏がポストゲノム時代にお

ける医療開発の展開について報告した。まずポスト

ゲノム時代の特徴として、ラジャンやクーパーが著

書で取り上げたような身体がもつ経済的価値の変容

以外にも、医療制度をめぐる社会構造の変化や、人

体を管理・操作することに対する個人／社会集団レ

ベルでの衝動の生起など、並行して議論されるべき

点がいくつかあげられた。さらに、見上氏は再生医

療研究の現状を報告し、日本と海外との比較を行っ

た。日本では iPS 細胞や細胞シートといったこれま

での研究成果をもとに、個人の研究者を中心とした

一局集中型の拠点形成が特徴となっている。一方で

海外では、私企業を含め、多くの研究機関で分散的

に多様な研究が行われている。日本における医療開

発で、政府が研究資源の采配を一手に担っているこ

との利点と問題点について議論がかわされた。

＊＊＊＊＊

　2 日目は白井氏の報告からはじまった。白井氏が

関わっている、文部科学省の下でのゲノム研究支援

組織、ゲノム ELSI ユニットが対象とする課題をもと

に、論点の提供をしていただいた。ゲノム ELSI ユ

ニットが取り組むのは試料提供者に対するインフォ

ームドコンセントやデータの取り扱い、結果開示の

仕方、ゲノム研究のガバナンス業務の評価をいかに

行うかといった事項である。基本的には研究支援が

目的なのだが、セキュリティや個人情報保護との両

　2011 年度の夏の学校は、近年の生命科学と社会を

めぐる動向を主なテーマとして「ポストゲノム時代の

STS」と題し、香川県高松市の高松センチュリーホテ

ルにて開催した。ヒトゲノム解読の完了前後で変容を

遂げたライフサイエンスの研究実践および社会との関

わりについて、STS が扱ってきた論点を振り返るとと

もに、これからどのような問題にいかにして取り組む

べきか検討を試みた。

＊＊＊＊＊

　1 日目のプログラムは、『ポストゲノム』を巡る STS

の議論では何が話題になってきたのかを振り返るべ

く、ポストゲノム時代の生命科学と社会の関係を取り

上げた 2 冊の文献の紹介と検討からはじまった。まず

標葉氏がカウシック・S・ラジャンの『バイオ・キャ

ピタル』（塚原東吾訳、青土社）の内容の紹介を行った。

同書は昨今の生命科学の進歩とともに生起してきた生

命の様態を、「生資本」という概念を用いて記述して

いる。同書が書かれる背景となった、米国におけるバ

イオテクノロジー産業の変遷を踏まえつつ、生資本概

念の射程と限界が検討された。ラジャンの生資本論は、

ますます可操作化され商品化されていく人間の身体の

価値に関する新たな語りのモードを、文化資本や社会

関係資本といった、人間が持つ「資本」について扱う

従来の概念装置に接近させる役割を果たしている。続

いて己斐はメリンダ・クーパーの”Life as Surplus” 

(University of Washington Press) の内容を紹介し

た。同書は新自由主義経済とバイオテクノロジー産業

に共通した特性としての「投機」を一貫してとりあげ、

両者の発展の相互連関に対して、フーコーの労働と生

権力に関する議論を援用しつつ分析を加えている。グ

ローバル経済の新自由主義化の趨勢のなかで、従来の

福祉国家とは違った形で生命からの剰余価値の搾取が

なされるようになってきている。それを可能にしてい

るのは人工生命、生殖医療、再生医療といった新しい

技術である。ラジャン、クーパーともに、「ポストゲ

ノム」時代のエポックを人間の生への介入可能性の拡

大に見てはいるのだが、それはヒトゲノム計画の完了

によって一時にもたらされたのではなく、過去数十年

続く経済と技術進歩の歴史のなかで徐々に形成されて

きた生命観や社会制度による部分も大きいことが確認

された。

　続いて立花氏が、日本のライフサイエンス研究の現

状とこれからの展望についての考察を報告した。現在、

夏の学校 2011　実行委員報告書

夏の学校実行委員長　己斐裕一　
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ア諸国では 1960 年代後半から、国際養子縁組が行わ

れており、今日では、出生児数や人口 10 万人に対す

る国際養子の割合からみると国際養子受け入れ国の

上位一、二位を占めるほどである。国際養子の多く

は、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ出身であり、

そのため養父母や近隣の人々と「人種」が異なるこ

とは一目瞭然である。また養子縁組がスタートして

から 40 年以上経過している現在、成人した養子の

中には、不妊などのため自らが国際養子の養親にな

る者たちも出てきている。国際養子のアイデンティ

ティ認識や、親となった彼らが親子関係についてど

のように考えているかなどが、多数の事例とともに

紹介された。ヒトゲノムが解読され、生命が情報科

学のロジックで語られるようになった現代、人間の

生物としての特性は、遺伝子型と表現型の統計的関

係に基づいてシミュレートされるような新しい様態

を獲得しつつあるかもしれない。しかしそうしたな

かでも、国際養子縁組の当事者たちの語りは、人間

にとって遺伝子とは何かを常に問い返す必要性を再

認識させるものである。再生医療や不妊治療に役立

つ幹細胞研究の推進も含め、現代の科学政策の文脈

では、養子縁組はともすれば時代に逆行するものと

して避けられてしまう類いのものなのかもしれない

が、ポストゲノム時代を考えるうえでまったく無関

心ではいられない話題であるといえよう。

　岡山氏は地域医療学を専門とし、自治医科大学の

21 世紀 COE による全国地域ゲノムバンク推進事業に

携わっていた。同推進事業は、現在、JMSII プロジ

ェクトの中の生活習慣介入研究へと引き継がれてい

る。生活習慣介入研究のコンセプトは、日常臨床に

おける遺伝子情報通知効果である。現状では、例え

ばタバコによる肺がんのリスクに匹敵する健康リス

クを単体で引き起こすような生活習慣病関連の SNP

は発見されていない。そこで具体的には、患者や住

民への遺伝子情報の通知が、生活習慣改善につなが

るか否かを検証することを手がけている。しかし、

患者の行動変容を観察するには、どのようにインフ

ォームドコンセントを行うかが影響する。不利益の

文言、提供された試料からの偶然の発見の可能性も

インフォームドコンセントに盛り込むべきか否かな

どが議論された。また、遺伝子検査一般と健康保険

制度との組み合わせについても議論は及んだ。遺伝

子検査の結果を保険商品の設計に盛り込むことにつ

いては、既に米国では法制化がされている。しかし

逆に日本では労働者年齢層の健康データは保険会社

が握っており、医師の世界には届きにくいという現

実があるため、両者がすぐに接続されることは難し

いかもしれない。いずれにせよ、以前と比べてライ

フサイエンスが圧倒的にヒトを対象として扱うよう

になっているポストゲノム時代にあっては、特に生

命倫理の観点から、岡山氏のプロジェクトのように

地域に密着した病院や診療所で研究が行われること

立も考える必要があり、両者のバランスをどうとるか

という難しい問題にも取り組まなければならない。社

会や試料提供者との信頼関係を醸成するため、研究者

コミュニティでのポリシーを、中身だけでなくそれが

作られたプロセスまで含めて公開する必要があること

が指摘された。社会との信頼関係という意味で、試料

提供者の家族は個人のゲノムデータの公開に際しての

インフォームドコンセントの対象に入れるべきかどう

か、そしてそれはどこまで可能かといった点が議論さ

れた。

　続いて瀬戸山氏が、アイスランドでのゲノム産業に

ついての報告を行った。国のプロジェクトではなく、

企業が扱うゲノムバンク事業において、研究への期待

がどのように醸成され、どのように社会は協力してい

ったのか、研究を阻害する問題があるとき、国と企業

という要素はどのような違いを生むかなどが検討され

た。DeCode Genetics 社のゲノムバンク事業では、成

果を科学的正当性の根拠とし、それを次のデータ収集

の正当化に用いるという研究の自己産出が行われてい

た。しかし、医者・患者・市民・マスメディアとい

った種々のアクター間の立場的差異と、データベース

に対する認識の差異を埋めることは難しく、次第に

DeCode の研究と社会・医療との間の論理性や時間性

のギャップが表面化していった。ポストゲノム時代の

ライフサイエンス研究を語るとき、「投機」や「将来性」

といったタームが強調されるが、それらが果たすとさ

れる境界対象としての機能の限界を示唆する報告であ

った。

　平井氏は、温暖化に伴って日本へも広がる可能性が

指摘されている熱帯感染症についての高校生向けの教

材をもとに話題提供を行った。対立する説の存在する

問題圏について、自主的な調査をもとに自らの主張を

正当化する過程を学習させることが目的となる。議論

は、調べ学習の教材としての適切なデザインといった

テクニカルな内容から、気候変動という、異説や俗説

がさまざまなメディアを通して膾炙している問題を題

材として取り上げるのが適切かどうかといった質的な

内容にまで及んだ。

　2 日目の午後は、2 名のゲストを招いて講演をして

いただいた。島根大の出口顯氏に国際養子縁組につい

て、自治医科大の岡山雅信氏に臨床での実践を念頭に

置いたゲノムバンキングの実践についてと、大きく内

容の異なる組み合わせであったが、それだけに質疑応

答の部分での議論は多岐にわたって盛り上がり、実り

多い講演会となった。

　出口氏は人類学の観点から、不妊治療や臓器移植等

の医療技術が人間のアイデンティティ形成に果たす役

割や身体の商品化について研究してきており、現在は

その延長上で、生殖医療の代替策としての国際養子縁

組について北欧でフィールドワークを行っている。ス

ウェーデン、デンマーク、ノルウェーのスカンジナビ
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いう全体テーマが設定されていたが、参加者のなか

には、「ポストゲノム」という語に何か引っかかる

もの、あるいは難しさを感じた方が多かったようで

あった。「ポストゲノム」とそれ以前とを隔てるも

のが何であるのかについては、プログラム全体を通

して何度も議論の俎上にあがった。個人的には 2000

年（2003 年）のヒトゲノム計画の完了前後を一応の

区切りとするものとして特に深く考えず用いていた

語だが、ポストゲノム時代とそれ以前は、ライフサ

イエンスの研究実践とそれを取り巻く社会環境の両

面において、はっきりとある時点で切り分けられる

ものではなく、ましてやヒトゲノム計画だけを契機

として起きたリニアな転換であるととらえるべきで

はないことは、今回の夏の学校における多くの報告

や議論を通じてあらためて明らかになった。あくま

で科学技術政策、経済、市民社会といったさまざま

な部門がライフサイエンス研究とゆるやかに共生成

しつつ漸次的に生じた変化なのであり、その意味で

非常に STS 的な主題であることは間違いない。日本

では、「ライフイノベーション」が基本計画で謳われ

てはいるものの、ゲノムや幹細胞の応用研究が海外

に比して進んでいない現実もあり、ライフサイエン

ス研究の展開は先が読めない状況となっている。し

かし、ポストゲノムをテーマとして生み出された一

連の STS 的な研究群は、今後も科学技術一般につい

て考察する際に豊かな含意を持つことになるであろ

う。

　参加者は非常に幅広いバックグラウンドを持つ

方々であり、あらためて STS コミュニティの外延の

多様さを感じた。それにも関わらず議論の際には活

発に意見が交わされ、実り多い時間となった。招待

したゲストも含め、昼食や懇親会などで、じっく

りと議論を深め、またネットワーキングを行うこと

ができていたように思う。すべての参加者の皆様、

発表者の皆様、そして運営を手伝っていただいた

STSNJ の皆様に深謝いたします。

のメリットは大きいであろう。

　＊＊＊＊＊

　最終日の冒頭は福本氏の報告であった。神戸医療産

業都市構想を例として、トップダウン型の資源配分や

マネジメントではなく、地域をスタート地点とした科

学振興のあり方がどう立ち現れているかを検討した。

現在、神戸市沖の人工島ポートアイランドには既に

200 社以上の関連企業や研究機関、病院が集積してい

る。すでに多大な資金が投じられた当該事業は、市民

への還元を課題としている。現状では市民とのコミュ

ニケーションは PR 活動中心であり、「市民参加」はコ

ホート事業への参加を指している。PR に限らないコ

ミュニケーションを、「地域」や「クラスター」を活

用しつついかに実現するかについて議論が行われた。

自治体としてのクラスター作りと、科学振興としての

事業の方針決めなど、同事業はいくつかの部分に分割

でき、それゆえ、目指されるべき科学コミュニケーシ

ョンも重層的なものにならざるを得ない。ただでさえ

資金源が分散しているなかで、市民参加が求められる

度合いには場面ごとに差が生じることが指摘された。

　森下氏は、ラボラトリースタディーズと STS がいか

に接続され、協働されうるかの可能性についての考察

を、自身のラボラトリー研究における経験を踏まえつ

つ報告した。STS の基本的な方針が、科学的合理性を

最大限重視したうえで社会的合理性を重視することな

らば、ラボラトリースタディーズは科学的合理性のレ

イヤーを切り出し、STS における主題設定の方法論の

ひとつとして、分析の開始点の発見に資することがで

きる。特に、ライフサイエンスも含めた科学研究全体

が課題解決型へと移行していくなかで、科学の不確実

性を評価する一手法たりえることが述べられた。

　春日氏からは、バイオキャピタリズムへの抵抗の形

態の可能性という主題で話題提供をしていただき、議

論を行った。多国籍の製薬企業やバイオベンチャーも

含め、国家を超えた形でアジェンダを持つアクターが

増加し、主権が流動化するネグリ的な「帝国」へと世

界が移行するなかで、STS 的な視点はいかにしてマル

チチュードと共闘できるかが討論された。ライフサイ

エンス関連では、バイ・ドール法やチャクラバティ裁

判、WTO ／ TRIPS 体制といったパテント構造の強化の

なかで、個々の人間の身体に対する自由が低下してき

ていることが指摘された。そのなかで特定の権力関

係に与することを避けつつガバナンスを行っていくの

が、STS 的視野に基づく戦略のひとつの方向性である。

　以上、3 日間にわたって活発な議論が展開された。

参加者は 20 名程度であった。

＊＊＊＊＊

　今回の夏の学校は、「ポストゲノム時代の STS」と



10     STS NETWORK JAPAN   NEWSLETTER  Vol. 22 (2)

まに、社会的な責任を背後に感じながら、ひとまず

「科学技術と社会に関連すること」を語り合う、そう

いった場としての STS。我々は「当然」社会に何事

かを提案すべきであり、「当然」学問であるべきであ

り、「当然」学際的であるべきである。このような混

沌とした、政策提言でも学問でも学際的プロジェク

トでもない何かとして、STS はまさに作動中のよう

である。そうして持ちこまれる多様な立場と思惑の

中で、STS を自己産出できるようなセントラル・ド

グマが存在するとすれば、それは何なのであろうか。

多様な立場の統合的有機体として、STS は一つの機

構たりうるのだろうか。

　多様性を持ち込みつつ、多様性を喪失させようと

する試みによって STS は、分化とか未分化と言っ

た過去の有機体的比喩を受け付けない、新たなる

organization となるかもしれない。それは混沌とし

たものから整然とした機能分化に達する過程と言う

よりも、あらかじめ存在する整然とした機能分化を

別の形で再構築する試みであるからだ。その作業そ

れ自体が合成生物学的であり、こう言って差し支え

なければ「ポストゲノム」の有機体イメージとどこ

か重なっている。すでにあった何かを対象として理

解する試みから、その対象それ自体に手を加えるこ

とで理解したり、有用性を目指す試みへとシフトし

た学問的探求（いわゆる mode2）と、それに伴って

変化してきたであろう、対象としての有機体観とが、

STS の隠喩的姿なのかもしれない。

　ポストゲノムの STS は、作動中の科学に直接に関

与しつつ、科学のあり方を理解しようとする化学生

物学的側面と、作動中の科学をより有益な方向に導

こうとする合成生物学的側面とを合わせ持った領域

と言うことができる。しかし一方で、それ自体が自

己を絶えず組織化しつつ、STS とは何であるのかを

理解しようと試み、より有益な STS を目指そうとす

るような有機体でもある。

　もちろん以上が軽率な隠喩であるという批判は承

知の上であるが、そのような有機体としての STS の

中に、一つの分化した機能として参加できたことは

貴重な経験であったと感じている。最後に、この機

会を恵んでくださった実行委員の己斐さんに、特に

感謝の意を表したい。

STS という多様性の坩堝の中で

京都大学大学院

森下翔

　風の噂ならぬネットの噂に STSNJ の夏の学校が開

催されると聞き、修士も二年目になりながら、STS

に関連した講演会に何ひとつ参加していないという

事実にそこはかとない焦燥感を抱きつつ、今回の参

加を申し込んだところ、「発表者の枠がたまたま一

夏の学校 2011　参加者の感想

STSNJ　2011 夏の学校に参加して

神戸大学国際文化学

福本江利子

　今回、初めて夏の学校に参加させていただきました。

まだ学部生で、指導教員に行けと言われて申し込みを

したものの、参加前は不安も大きかったです。参加し

てみると、みなさんとても気さくで、セミナー中もセ

ミナー外でも色々なお話をうかがわせていただきまし

た。自分の拙すぎる発表にもコメント・アドバイスい

ただき、本当にありがとうございました。

　ライフサイエンス研究者コミュニティの中でもたれ

ている今後の展望や、地域の医療体制の変化など、新

たに知ることも多く、夏の学校を通じてとても勉強に

なりました。また、見上公一さんや白井哲哉さんにお

話をうかがう中での、研究者コミュニティの方々によ

る今後のライフサイエンス研究の展望の悲観的な面に

ついての話が印象に残っております。「ポストゲノム」

時代のライフサイエンス研究についての、悲観的なも

のを含むコミュニティ内部からの展望が、私が発表で

紹介させていただいた神戸医療産業都市構想など地方

自治体による生命科学や医療関連の産業・研究推進に

おいて、構想文書や一般への説明文書に十分には表れ

ていないのではないだろうか、もしくは研究者側と行

政側に十分共有されていないのではないか、などと考

えたりしました。

　参加の方々の研究内容や STS についてだけでなく、

研究生活や STS 研究者の方々のネットワークなどにつ

いても色々とお話をうかがい、学部生の身には大変参

考になり、また楽しく過ごさせていただきました。様々

な分野・立場の人たちが参加されていたことも、印象

的でした。みなさま、ありがとうございました。

STS in action

東京大学大学院

瀬戸山潤

 

　ポストゲノムの STS。自分の専門領域に関する数少

ない会合に参加できたことにまずは感謝したい。ゲノ

ミクスと社会学の言語とが入り乱れた三日間を経て行

き着いた一つのアイデアを述べて、感想に代えさせて

いただきたい。

　STSという領域に要求されることは実に多い。また、

STS に参加する人間の種類も実に多い。多分野から多

様な人物が参加し、共通言語を持つこともできないま
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枠開いているので何か発表してみないか」と誘いを受

け、ひとまず二つ返事で引き受けてみたは良いが、自

分の研究内容があまりにも今回のテーマであるところ

の「ポストゲノム時代の STS」という主題とかけ離れ

ていることに悪戦苦闘しつつ、「ラボラトリー・スタ

ディーズと STS」などという捻りのない最大公約数を

取ったタイトルを掲げ、半ば消化不良を感じつつも何

とか無事発表を終えることができ安堵した、というの

が当日の偽らざる感想である。

　STS という分野ほどその内包を確定することの困難

な学科も珍しい。今回の夏の学校も、サイエンスコミ

ュニケータから医療関係者、高校の教育者から人類学

者に到るまで、様々な発表者による講演・発表が行

われた。テーマであるところの「ポストゲノム時代の

STS」という論題を巡っても、ポストゲノムという言

葉が生命科学の分野におけるヒトゲノム計画以後の展

開を示唆するものなのか、はたまた Rajan の論ずるよ

うに生命という概念の資本化・商品化という事態に焦

点を当てたものなのかという、議論の基軸そのものが

論争の焦点となっていた。それぞれの発表者がそれぞ

れの立場から、それぞれの解釈の下で持論を展開する

極めて "STS 的な " 夏の学校という協議の場を、ポス

トモダン的な多様性の顕現として賛美するのか、議論

の中心を欠いたアノミー的状況と診断するのかは判断

が分かれるところであるにせよ、ひとつ身を以って感

じた事実がある。

　それは勿体ぶるのも滑稽なほど素朴な発見であるの

だが、各々が各々の専門性に対して責任を持ちなが

らよく勉強し、自らの主張の基盤を固めることに傾

注しなければ、いくら議論を交わしたところでお互い

の主張は発展しないということである。主張の多様性

が存在する場においては、人々は対話の中で議論の止

揚点を模索するという方向よりも、しばしば相手の主

張を打ち負かすというベクトルに傾斜しやすい。ある

教育学者は批判的思考 (Critical Thinking) というモ

ノの考え方の持つそうした性向に注意を促し、対話

の場において人々は洗練された思考 (Sophisticated 

Thinking) を行わなければならないと主張したが、

STS の場においてもまさにそうした思考の形態が求め

られているのであろう。私自身、STS という文脈にお

いて、自分が身を投じているラボラトリー・スタディ

ーズという研究にどのような意味と価値があるのか、

改めて真摯に問い直さなければならないと感じ、今回

は身が引き締まる思いがした。非常に貴重な経験をさ

せて頂いた関係者の皆様方に改めて感謝の意を申し上

げたい。
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に訳すのが主に定着しましたので、内在史に対して

外在史という表現を使っております。内在史という

のはデータと理論と、理論構築とその修正と発展と

いう理論的な側面を経て、歴史を追いかけていこう

とする立場というのがそうです。それが Internal 

history of science と呼ばれるものです。それに対

して external history of science、外在史といえ

ばそれは結局、社会経済的な、あるいは社会思想も

含めてもいいかもしれませんが、科学の理論やデー

タとは直接関係のないと考えられるようなところの

分析も必要であるというのが、ざっと概括的な定義

になります。ゲッセンの仕事はその出発点を形成す

るものであり、しかもニュートン力学が対象になっ

ていたので、これは大変大きな私にとっては衝撃を

与えました。

　それからもう一つはこれもマルキシズム的な立場

ですけれども、J. D. Bernal と、これもイギリスの

物理学者として、これはお父さんも確か物理学者だ

ったと思いますが、大変いい仕事をした人の息子で

あるバーナルが 1939 年という年に、『科学の社会的

機能』、Social Function of Science というタイト

ルの著作を発表いたしました。日本語ではこれもた

いぶ時間がたった後で、坂田昌一さんの他の翻訳で

勁草書房から翻訳が出ました。

　この書物は、科学が持つ社会的機能を、これはタ

イトルからして実にそうですけれども、科学の持つ

社会的な機能ということに着目しているということ

自体が、これは非常に早い時期の言及であったとい

うふうにわれわれは読んでおりました。

　これらの立場、どちらも明確に唯物史観的な立場

の発言に対して、ご承知のロバート・Ｋ・マートン

が登場します。この K はキングなのですね、不思

議なものなのですね。実際、社会学のキングとい

われた人ですが、彼が 49 年に Social Theory and 

Social Structure という本を発表いたしました。

これはみすずで森東吾さん他の訳でかなり厚い本

ですけれども出版されまして、私たち一生懸命読

んだ覚えがあります。その最後の節というか章が、

Sociology of Science という章立てになっておりま

して、これをみすず書房のこの訳本では「科学の社

会学」と訳されていて、まだ「科学社会学」という

言葉としては定着していなかったことを示していま

す。

　ただマートンのこれもまたいわゆる Mertonian 

Thesis と呼ばれる科学史の一つの有名なテーマとい

村上：ご紹介頂き…、あまり紹介していただかなかっ

たのですが。でも私自身、STS とどこまでどういう形

でコミットしてきたのか自分でもよく分かりません。

それからこの年になると、あまり将来を考えることよ

りは、過去を振り返ることぐらいしかできないという

いろいろな限界があります。

　しかしこういう機会に呼んでいただいて話をさせて

いただくのは大変光栄ですし、STS と呼んでいいかど

うか分かりませんが、過去に個人史のような形で自分

と STS のかかわり合いの節目節目であったような出来

事ないしは著作その他をご紹介しながら、比較的若い

方が多いだろうと思いましたので、そういう昔話も時

には聞いておいてもいいのかなという気もいたします

ので、そのようなことで責めをふせぎたいと思います。

　言ってみれば、STS 的なということで私にとって最

初の衝撃は、これは皆さんよくご存じだと思います

が、このゲッセン（ヘッセンと呼ばれていた時代もあ

り、私などはヘッセンと覚えたと思いますが、ドイツ

語読みをしていたのでしょうね）ですが、訳の労をと

られた秋間実さんが「ゲッセンと書きましょう」と言

われて、そういうことになったはずです。1931 年の

ロンドンの第２回科学史会議で発表されて、これは確

か Science at the Cross Road という「岐路に立つ、

あるいは、十字路に立つ科学」というタイトルで後に

英語で出版されたものの中に含まれております。実は

彼はソ連で粛清されてしまいます。

　ご承知だと思いますが、私たちがまだ若かったころ

の 1974 年に日本で国際科学史会議が開かれた時に，

当時のソ連からカピッツァ（Kapitsa ＝物理学者のカ

ピッツァの息子です）、あるいはミキュリンスキーと

いうような人たちを中心に、ソ連の大デリゲーション

が日本を訪れました。

　その時にゲッセンは何故粛清されたのか、そのころ

は全く分からなかったのです。私がその名前を挙げる

と、彼らは横を向いて沈黙して全く語ってくれません

でした。どういう理由で粛清されたのか、これはここ

にいらっしゃる梶先生の方がご存じかもしれません。

　とにかくゲッセンの著作の基本は、このタイトルか

ら既にお分かりのとおり、社会経済です。つまりマル

キシズムの立場からすれば、下部構造と上部構造とい

う時に、下部構造的な分析がニュートン力学ならニュ

ートン力学にも必要であるという考え方で、結局それ

はやがて外在史、external history of science、に

繋がる考え方でした。日本ですと、「外在」という言

葉は何か変なんですけれども、「外在史」というふう

20 周年記念シンポジウム「STS 再考」基調講演

　2010 年 3 月 27 日（土）に STS Network Japan20 周年記念シンポジウムが開催され、村上陽一郎氏に基調

講演を行っていただきました。ご講演の全文と質疑応答を掲載いたします。
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うか、トピックスになるのですが、1938 年彼の Ph.D 

Thesis が 17 世紀のイギリスにおけるピューリタニ

ズムと科学の関係を表現したものでございます。こ

れは皆さんたぶんご存じのことだと思います。それ

がいわゆるマートン・テーゼ。いうまでもなくウェ

バー・テーゼの焼き直しという形で語られていたト

ピックスであります。ウェーバーの、私はそういう

のを略すのは大嫌いなのだけれども、「プロ倫」と略

されて、われわれが学生のころはとにかくプロ倫を

読んでなければ学生失格だと言われたわけですが、

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の

なかのあの有名なテーゼ、つまりこれもものすごい

乱暴な概括をすればプロテスタント的な倫理が資本

主義の勃興に対して少なくともプラスの影響を与え

ているというテーゼに対して、マートンのテーゼは

イギリスの 17 世紀のピューリタニズムが当時のイギ

リスの近代科学の成立に少なくとも濃厚な関係があ

るということでありました。その後、マートン・テ

ーゼを巡る非常に濃密な論争に発展いたします。あ

の有名なイギリスの、どちらかというと左翼的な歴

史学者として知られるカー（Carr）などが、非常に

鋭い批判を浴びせかけたりいたしまして、このマー

トン・テーゼと呼ばれるものは必ずしも現在では科

学史の世界でそのまま受け入れられているわけでは

ありませんし、その後かなり多くの展開もありまし

た。

　ただここで初めて、言ってみれば、科学者の社会、

scientific community という概念が登場いたします。

これは社会の中の一つのサブ・コミュニティであり

ますが、下位社会でありますけれども、その下位社

会である科学者の社会を社会学的に分析していこう

というモチーフが自覚的に現れたと申し上げていい

のではないかと思います。私たちは少なくともそう

受け止めていました。

　だからそのピューリタニズムと科学の考え方、つ

まり 17 世紀、イギリスの科学と呼ばれている、つ

まり Royal Society を形成したようなニュートンを

よりどころとするイングランドの近代科学者と呼ば

れている人たちとピューリタンとの関係というわけ

ですから、ある意味では社会思想が科学へ影響する

という外在史的なにおいを持っているわけです。た

だマートンは、これは科学の客観性は保証されてい

るというふうに考えたいという姿勢を崩さなかっ

たという人でありますから、それがやがて Social 

Studies of Science という運動に引き継がれて行く

と申し上げていいと思います。

　これは Society for Social Studies of Science

が現在の 4S でありまして、今年の８月に日本で会議

が開かれることになりました。その 4S の領域を表現

するための言葉として生まれてきた Social Studies 

of Science というのが、どちらかといえばこの 4S、

もちろん現在の 4S はそういう限定はありませんけれ

ども、出発点は少なくともマートン的な社会学、科

学社会学をある程度受け継いでいるというふうに申

し上げていいのではないかという印象を私たちは持

っておりました。

　その後さらに島尾永康さんという科学史、化学史

の先生の訳された『リトル・サイエンス、ビッグ・

サイエンス』という本が創元社から出ました。これ

は著者がデレック・プライスという、何ともちょっ

と鼻もちのならない付き合いにくい男ですが、とに

かく 63 年という年に、日本語で出たのはもっと後で

すが、原著が 63 年に出ております。

いわゆる計量的、つまり scientometrics のような

考え方のきっかけを作ったものの一つというふうに

言われていまして、それが例えば現在の scientific 

index その他の科学情報学、あるいは藤垣さんの編

纂された科学計量学なんかの原点になるものの一つ

と考えられるような著作が日本に紹介されたという

ことも、一つの刺激だったように思います。

　ちょうどそのころに広重さんと中山さんのお二人

が、やはり科学と社会との関係についての自覚的な

著作を発表され始めまして、例えばこれはもう古典

中の古典になってしまいましたが、広重さんの『科

学の社会史』という、最初は中央公論社の自然選書

の一冊だと思いますが、後の岩波現代文庫版という

のも今は絶版になったようですけれども、岩波現代

文庫にも所収されたものでございます。

　それから大体 70 年代の終わりには、例えば、岩

波の「科学」という雑誌が特集を組んでおりまして、

最近の 10 年の科学と社会という特集号が組まれてお

りました。これに中山さんがかなりいろいろな形の

寄稿をしておられます。

　ですから 70 年代になると、科学と社会との関係

についての、いわばやや学問的な著作が日本語でも

現れ始めたと申し上げていいのではないかと思いま

す。そこへ時代が少し前なんですけれども、外在

史 External History と、内在史 Internal History

の壁を壊すという、そういうキャッチフレーズで

登場したのがクーン（Kuhn）の The Structure of 

Scientific Revolutions でございました。

　そしてこれをやっている間にわたしたちはポー

ランド人のフレック（Fleck）という人の、35 年と

いう非常に早いころに、ですから今の歴史で行く

とちょうどゲッセンのころ、ほぼ 30 年代ですから

大体そのころですけれども、これは英語で後にト

レン（Trenn）とマートンが編纂していた著作とし

て Genesis and Development of a Scientific Fact

という著作になって 79 年に出ました。これは前書

きをクーンが書いておりますが、このフレックの

Denkkollektiv という、これはもともとはドイツ語

の著作集なのでドイツ語で言っているわけですが、

これは確か英語でも Thought Collective いう翻訳で

このトレンとマートンの仕事の中では書かれていた

と思います。この Denkkollektiv というのが、結局

クーンのパラダイムというような概念の非常に先駆
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的な主張であったということが発見されたというこ

とになりまして、これはわたしたちもずいぶんさか

のぼって読んだ覚えがあります。

　そういう事態の中で、科学の持っている Internal 

History だけで科学が動いていくということに関し

ては、たぶんそうは言えないのではないかと。だか

らと言って、マルキシズム的な下部構造の問題だけ

で論題が処理できるかどうかということに対して

は、これまた否定的な立場という、そういう外在史

と内在史との区別を超えたような意味で社会と科学

の間の相互的な関係が、あらためて問題になり始め

るということがございました。

　それの一つとして、反マートン的とも言え

る、科学社会学として、例えば Sociology of the 

Sciences という A Yearbook 編纂事業が立ちあがり

ます。A Yearbook という、これはシリーズですから、

毎年ではないのですが刊行することになります。も

う既に何冊出ていますかね。とにかく一書棚いっぱ

いぐらいもう既に出ております。この yearbook の編

集に携わった、これは後で私も実はメンバーになる

のですが、この編集に携わった人たち、アメリカの

メンデルスゾーンだとか、エルカーナだとかテリー・

シンとか、ブョルン・ヴィットロックというような

人たちです。言ってみれば必ずしもマートン的では

ない科学社会学の運動を始めた。それが 1977 年のこ

とだったと、私の記録の中ではなっております。

　この場合は、お分かりのように、Sociology of 

the Sciences という複数形になっているということ

です。つまりここでは Sociology の相手になってい

るのは、そこまでのマートン的な科学社会学で当然

のことながら、完全に暗黙の前提だったわけですが、

サイエンスと言えば natural science だけを指して

いたわけですけれども、ここでは natural science

ばかりではない、いわゆる社会科学の Sociology も

当然入るという、あるいは人文学の Sociology だっ

てあり得るということです。

　従ってそういう意味ではマートン的な科学社会学

が Scientific Community という、これはクーンに受

け継がれて、もちろん言うまでもないことですけれ

ども、マートン的な Scientific Community と、クー

ンの Scientific Community とは少し意味が違います

けれども、Scientific Community というものを相手

にする Sociology としての Sociology of Science

と、必ずしも人文学なんかの場合にはそういう

Scientific Community がどこまで明確な形で形成さ

れているか、疑問が生じます（クーン自身そういう

わけですから）ので、マートン・パラダイムかたら

逸脱があることになりましょう。

　つまりクーン的に言えば、パラダイムによって、

パラダイム dependent な Scientific Community とい

うのがむしろクーンの主張の中にあったわけですか

ら、そういう意味ではクーン自身言っているように

人文学が恐らくパラダイムというのはなかなか形成

されないという立場に立てば Scientific Community も

形成されないことになるわけですけれど、それを超え

た議論をしようということです。それが Sciences とい

うところにいわば象徴されているというところを気付

いていただきたいということです。

それからここに至って初めて、サイエンスの他にテク

ノロジーが当然の対象になるという考え方が出てきま

す。先ほど、ちょっとご紹介したテリー・シンですけ

れども、テリーはご承知の方はご承知かもしれません

が、盲目の研究者でいつもヨーロッパを旅行する時は

飛行機も盲導犬と一緒に旅行していますが、テリー・

シンは基本的に技術史の分野で極めて大きな仕事を重

ねてきた人です。このように技術を対象から外さない

ことです。

　それからもう一つサイエンスとテクノロジーの社会

への影響。つまりマートン・テーゼで言えば、純粋に

言えば、さっきのも言っているピューリタニズムと科

学との関係でしたが、科学が社会に対してどういう影

響を与えるかという、あるいは科学技術が社会に対し

てどういう影響を与えるかということにむしろ力点を

置いた研究を次々に載せ始めて、この Yearbook は次第

に特集主義を取るようになりまして、一つのトピック

スを使って一冊編むということをし始めます。

　ちょうどそのころに、日本ではロバート・マートン

の『科学社会学の歩み』というのが 80 年代の初めに成

定薫さんの翻訳で出ました。これは後に英語でも確か

単独で出たと思いますが、もともとはマートンの著作

の一部であったものを成定さんが翻訳してくださった

わけです。これは大変要領の良い科学社会学へのイン

トロダクションになりましたし、さらに成定さんが後

ろに書いている後書きの部分というのは、その後の科

学社会学的なアプローチの解説をかなり詳しく書いて

おられます。理系の方はいらっしゃらないと思うんで

すが、でももし理系の方がいらっしゃったら、ぜひ一

度お読みいただくことをお勧めしたいと思います。

　なぜそういった一つの科学社会学的なアプローチが

生まれてきたんだろうかということを考えてみますと、

マートンの原点というのは先ほどから申し上げている

ように科学者の社会の社会学的な分析、これが原点で

あるわけです。これは計量科学的なアプローチという、

Scientific metrics もまた同じ構造を持った学問だと

申し上げてもいいと思います。

　しかし考えてみると、マンハッタン計画以降の 20 世

紀後半の科学は極めて技術的な性格も備えるようにな

ってきているということです。そこに出て来たのがマ

イケル・ギボンズ（Michael Gibbons）とブョルン・ウ

イトロック（Bjorn Witrock）の編纂した Science as a 

Commodity という著作ですが、吉岡さんたちが『商品と

しての科学』というタイトルでこれも翻訳をなさいま

した。つまり科学が外部社会に、Scientific Community

の外にクライアントを設定できるようになってきたと

いうのが 20 世紀後半の科学の持つ基本的な特徴であ

るわけです。もちろんその Scientific Community の内
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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。

  「09,10 未」と「10 未」は、それぞれ該当年の

会費（2000 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。

　「09 不足」は、お支払いいただいている会費が

2000 円には不足している場合で、「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

分をお支払いください。

  「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　2,000 円）

　振込用紙の通信欄には、(1) 何年度会費（新規

入会の場合は、そのように明記してください）、(2)

お名前、(3) ご所属、(4) ご連絡先 ( 住所・電話番

号・e-mail) を明記してください。

　※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

ニューズレターが送付されます。

会費納入について

ニューズレターの郵送先に関わる情報、すなわちご住所の

変更、ご所属の変更、お名前の変更などがあった方は、変

更前と後の郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、

e-mail アドレスを事務局あてに、郵送か Fax, e-mail　

<office@stsnj.org> にてお知らせください。また、STSNJ

の WebSite<http://stsnj.org/cgibin/application/> にお

いて、会員情報の変更を行うこともできます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　庶務（名簿担当）からのお願い

　　　　

部に限局された知的営みとしての科学というのも今

ももちろんあるわけですけれども、その商品として、

commodity として売れるようになってきた科学を社会

がそれを商品として買い取る状況になった時に、その

科学と社会との関係というのは、私はよくプロトタイ

プとよく言うんですが、それまでのような本来的な科

学と社会との関係とは全く違った次元を生み始めたと

いうことが、こういう科学社会学の２つの側面がかな

り鮮やかに対立まで行かない、対立ではないのですけ

れども並立、併存するようになってきた理由の一つで

はないかというふうに、当時、私は思いました。

　例えばスティーブ・ウールガー（Steve Woolgar）が

言った Turn to Technology というテクノロジー観と

いうのがあるのです。彼の書いた Social Shaping of 

Technology という有名な本がありますけれども、これ

は 85 年ですから 80 年代ですけれども、80 年代になる

とやはり科学を技術として扱う、あるいは科学技術と

いう日本語の表現がぴったりくるような理解の仕方、

あるいはそういう理解を科学に対してすることが必要

だという意識はかなり強く浮かび上がって来たように

思います。

　それがやがてモード論という形で、これはそれこそ

われわれの原点みたいなものかもしれませんけれども、

先ほどのマイケル・ギボンズも編者になった、小林信

一さん他の方々が訳された『現代社会と知の創造』と

いう、このタイトルよりは「モード論とは何か」の副

題の方がはるかに分かりやすくていいんですけれども、

どうも『現代社会と知の創造』というのはなかなか覚

えにくいというわけでいつも困るのですね。でも、と

にかくこの中にいわゆるモード論として継承していく

ことになります。

　それでちなみに学会としては先ほど申し上げた 4S が 

The Society for Social Studies of Science が 75 年

に結成されます。ですからそれが国際的にも一つのメ

ルクマールになるのではないかと思います。70 年代の

半ばですね。

　それから 80 年代になって、いわゆる EASST という、

The European Association for the Study of Science 

and Technologyというこの組織が生まれてまいります。

4S の方は、ご承知のとおり Science and Technology 

of Human Values というジャーナルが基本的なプロッ

トの主役として活動していくことになります。

　それで私自身はちょうど80年代の後半にA Yearbook

の連中と、特にメンデルスゾーンとか、ウイトロック

はスウェーデン人ですが、彼は Swedish Collegium 

for Advanced Study in the Social Sciences、SCASSS

という institution をウプサラに立ち上げて、そこで

大変ヨーロッパのこういう方向性を持った人たちを糾

合する役割を果たしてきました。彼はもともと教育学

の人ですけれども、科学教育のようなことが本来的な

仕事だった人です。

　しばらく私も Yearbook の編集委員としてよくパリだ

とか、そうですね、ウプサラもよく行きましたけれども、
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というような所で編集会議をやっておりました。ウ

イトロックは今でも現役ですし、今やノーベル・ミ

ュージアムの責任者になった、スヴァンテ・リント

クヴィストという人物がいます。彼はストックホル

ム工科大学の技術史の教授だったと思います。この

ような人たちがスウェーデンを一つの拠点としてか

なり活発な活動を続けてまいっております。

　どちらかといえば、私が入るのですからそうなの

だと言えばそうなのですが、相対主義的な科学観と

社会学的なアプローチとの融合という方向性でさま

ざまな Yearbook を出してきたわけですが、現在でも

続いております。最初、ライデルだったんですけれ

ども、今はライデルじゃなくて、私もオーガナイズ

したのが５年ぐらい前ですので、ちょっと分かりま

せんが、今はもしかするともう少し安い出版社が出

版元かもしれません。

　先ほどのモード論が出まして、これがかなり大き

な転換点というか、科学社会学に対する一つのかな

り大きな衝撃だったように思います。この言って

みれば、結果がというと少し言い過ぎかもしれませ

んけれども、それが 1999 年の世界科学会議ですか、

World Conference of Science に日本からもずいぶ

ん多くのデリゲーションが出掛けて行ったと思いま

す。私は実は行かなかったのですが、そしてブタペ

スト宣言が作られるわけです。

ここで大変有名な科学の四つの、あれ何ですかね、

モードじゃないしアスペクトでもないし、四つの科

学なのですね。一つが「知的な世界を広げて行くた

めの科学」。これが本来の科学の姿ですね。それに

対して第二が「平和のための科学」。第三番目が「開

発のための科学」、そして四つ目が「社会の中の、

そして社会のための科学」、つまり Science in and 

Science for Society という表現になっています。

　これは私は少し皮肉を言いましてね、平和のため

の科学も開発のための科学も、どちらも社会のため

の、あるいは社会の中の科学ではないか。だった

ら、あえて言えば Science for Science の他には、

Science for Society でいいではないかと言ったら、

それは内状を知らない人の発言だなんて怒られまし

た。さんざん苦労した当時の執行部、当時の執行部

のプレジデントは日本の吉川弘之さんだったわけで

すが、開発途上国の人々に説得的にするためにはど

うしても平和のための科学と、開発のための科学と

いう特定した表現が必要であったということだった

そうです。そういう内情があってあの四つになった

そうです。

　とにかく世界の科学者が集まってかなり大きなイ

クス（ICSU）というのは、要するにそれぞれの国々

の主要なアカデミーが加盟している国際学術団体で

す。正式に日本語で何と言ったか忘れましたが。そ

れとユネスコが主催した巨大な会議だったんです

が、そこに集まった科学者が、言ってみれば初め

て自覚的に社会のための科学というものを認めまし

た。つまり科学の技術的な性格を科学が必然的に持た

ざるを得ないということについて自認したと言っても

いいということです。その意味では私は画期的なこと

だったと思います。

　そういう意味で、つまり Scientific Community の

中でひたすら実験室にこもって科学的な営為だけをや

っていれば科学者として済んでいるという事態ではな

くなっているということを科学者が初めて自覚的に表

現した出来事だったというふうに考えています。そう

いう出来事へと結集して行く。つまりここではモード

論をどういう形で受け入れられるか、受け入れないか

は別にして、明らかに技術的な側面を強く備えた科学

と、それからひたすら 19 世紀にはラール・ プール・ラ

ールという、つまり「芸術のための芸術」という言葉

があったわけですが、それと同じように Science for 

Science、Science pour Science というもので科学はあ

るべきであるという考え方のせめぎ合いの中から、こ

れは両方とも認めなければならないという Scientific 

Community の言ってみれば決断がここに表現されている

というふうに見て取ることができるように思います。

　後は個人史の動き、つまらないことですけれども。

私が東京大学で 89 年に先端科学技術センターにラボ

を立ち上げて中島秀人さんを、当時の言葉で言えば助

手として来ていただいて、初めてそのラボが始まるわ

けです。いろんな苦労がありましたけれども、そんな

ことはどうでもいいんですが。その中で中島さんが頑

張って、当時、東工大の社会工学の院生だった松原君

とかというような若手の人たちが集まって、この STS 

Network Japan を作られるのを脇から見ていました。少

なくとも邪魔はしなかったよね。

　そのラボでは科学技術倫理と Risk Assessment のよ

うなことで、これもやはりそういう意味では現在の STS

のテーマの少なくとも一部にはなっていると思います。

という問題でそのラボは続けておりました。私の任期

が来た時に、私は RCAST を辞めました。それで ICU へ

移って、科学・技術・社会というものをカリキュラム

化することを始めました。全学共通科目としての「科学・

技術と社会」という、これは大教室でのあらゆる学生

たちに開かれたものと、特論１、２とセミナーという、

とりあえずのプログラムで発足して、2001 年にはステ

ィーヴ・フラーを特論のゲストプロフェッサーとして

呼ぶこともできました。その時のフラーの影響はかな

り多くの人々に残ったのではないかと思っています。

一般聴衆：僕は参加してなかったのです。

村上：あなたはいなかった、そうなのですね。でもそ

の後、フラーの所にドクターを取りに行く人たちが続々

と増えました。それで実はその前に、例の SPRU、サセ

ックスの Science Policy Research Unit。SPRU は既

に Science Policy の日本からのかなり多くの研究者を

受け入れてくれていました。ですからそこで博士号を

取って、確か東工大にも一人入りましたね。そういう

Science Policy ではフラーよりも前に既にサセックス

が一つの拠点として日本人の若手研究者の養成にも力
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を尽くしてくれていたというふうに申し上げていい

と思います。

　そんなことで振り返ってみますと、私は STS に対

してどこまで何をしてきたかというのはほとんど

何もしてこなかったような気もしますが、一人の

歴史を目撃していた人間として witness としての

資格はあるのではないかというふうに思っていま

す。そんなことから、そういういわば何て言うかな、

preliminary な時代を経て、今、科学技術社会論学

会もできましたし、そこの学会と STS の Network 

Japan との関係どうなるのかというのは私はよく分

からないんですが、分かっている人は分かっていま

すが、そういうことも含めて、今後若い人たちがど

こから入るにせよ、今のような過去の歴史を前提と

しながら、われわれがやれなかったことをどんどん

やっていっていただければ、それを目撃する楽しみ

もそんなにもう私に残されている時間はないかもし

れませんが、その楽しみもどうか皆さま奪わないで

いただきたいと思います。STS Network Japan の将

来に大きな期待を抱きながら、私のつたない話の締

めくくりにさせてください。ご清聴ありがとうござ

いました。何か質疑がありましたら。

司会：ありがとうございました。ただ今の講演に関

しまして質問などございますか。非常に明解なお話

だったので。

質問者 A：ICU で STS のプロジェクトを立ち上げた時

にいろいろな選択肢が、例えば計量経済学とか計量

社会学とかいろいろあると思うのですが、なぜ極め

て哲学色の強いスティーブ・フラーが適切だと思わ

れたのかというのをちょっと伺えるといいかなと思

います。

村上：正直言って、日本の大学に海外からゲストプ

ロフェッサーを頼む時に最大のネックは、例えば、

集中講義でもいいのですけれども、１学期間講義を

してもらうということは非常に難しいです。それと

ICU は集中講義をものすごく嫌うのです。それで幸

いなことに ICU は３学期制なのです。３学期制だと

すると３カ月フルに日本に滞在してくれれば１学期

間の講義がある程度ほぼ完結できるという条件の下

で来てくれそうな人をずっと交渉していましたら、

フラーがたまたま「日本にその時期なら行ってもい

いよ」と言ってくれたので、フラーに当たったので

す。実を言いますと。必ずしもフラーだけを目当て

にしていたわけではありません。いろんな選択肢が

あったんですが、ウイトロックも頼みましたし、そ

の他、ピーター・ワグナーも頼んだし、それからマ

ンチェスターにいたしょっちゅう日本に来ているか

らこれはいいかなと思っていた。

一般聴衆：マンチェスターのリチャード・ウィット

リィーではないですか。

村上：そうです。彼にも頼んだんですが、かなり時間

が合わないということでした。ですからあれ以来、特

論の海外ゲストプロフェッサーはとうとうつかまえら

なかったんです。私はそれを非常に申し訳ないと思っ

ております。そういう非常に内輪の苦労があったこと

を推測してください。

質問者 B：東大の先端研で研究室を立ち上げた時に、主

に科学技術倫理と Risk Assessment というテーマ設定

した経緯のようなものがもしあればというのと、もう

一つがその後に ICU に移られた時にプログラムのカリ

キュラム化を目指されたということで、やはりそこの

カリキュラム化を目指されたところの経緯というか背

景のようなものがございましたらぜひともお聞きした

いと思います。

村上：まず第一に RCAST の東大の先端研の方は、これ

はむしろ最初から決まっていたと申し上げていいと思

います。つまり上層部がそういう問題も先端研の中で

やってほしい、誰かいないかというので、教養学部に

いた私が名指されたというのが実情です。ですからそ

れは私自身のイニシアティブではなかったと申し上げ

ていいと思います。ただそれなりに指名される限りに

は、私もそれなりの関心はあったことは確かです。

　それから ICU では、やはり ICU という総合教養学部

的な大学、それは現在２年、３年の間にさらにその性

格を評価されたというふうに聞いています。総合教養

学部大学という所で自然科学にかかわりのあることを

やるとすると、もちろん ICU には今は理学科というの

がなくなったのですが、理学科はないですけれども、

物理 department はあります。

一般聴衆：理学科があって、その下に物理だとか情報

だとかあります。教養学部理学科は今はなくなったの

ですけれども。

村上：そのころはあったのですが、今はだからなくな

ったのです。理学科というのもなくなったし、だから

物理とか化学とか生物とかいうような department、学

科よりはより小さい教室単位は残っています。そうい

う中で一応、科学史と科学哲学の教科としてのコース

は、これは発足当時からあったのです。その他に、科

学社会学のコースを作ろうかと思ったんですが、それ

よりはもう少し広げて STS が最もふさわしいというふ

うに私は考えました。

　それで科学社会学、つまり科学史と科学哲学であれ

ば、これはよく academic twin と言われるくらいで、

アメリカの大学なんかではほとんど常に双子で考え

られていて、東京大学教養学部もそうなのですけれど

も、それに後からもう一人兄弟姉妹が加わるとすれば

科学社会学が加わるべきなのですが、三つ子になって

もいいのですけれども、その時の三つ子目を科学社会

学にしようかと思ったのですが、科学社会学というの
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はそういう意味では学生の関心を広く引くためには

やや狭いかなと思って STS の方を選びました。何と

かそれをプログラム化して、いわばサブメジャーと

して学生が取れるようにしようと努力をしたのです

が、私の在任中はなかなかうまく行かずにここにい

る方々も中にはそれがうまく行ってほしかった人が

いるのではないかと思いますが、大学院化も今のと

ころできずに、でも今、北原先生がいらっしゃって、

何とかそれをもう少しプログラム化する方向で努

力をしてくださっているという状況です。そういう

意味では STS を学部学生では少なくともメジャーに

取れるようなインスティテューションとして ICU が

近々なってくれるのではないかというふうに期待し

ております。

質問者 C：外在史的な話をもう少しお聞きしたいの

ですが。つまり STS の外在史とかですね。今日お話

になったのは割と STS の internal なお話だったんで

すが。特にお聞きしたいのは、70 年代とかなんです

けれども。それは日本だけではなくアメリカでもバ

リー・コモナーだとか科学者でありながら発信を続

けていた人たちと STS なりの誇りというのは少し違

うところにあったのではないかと思うんですけれど

も。村上先生が 70 年前後、公害の問題だとか、そう

いう時に科学と社会の問題についてまずは科学史と

いうか、研究者の関心はどうだったのかというとこ

ろと、村上先生自身がその問題にどう向き合ってこ

られたのかというのをお聞きしたいと思います。

村上：おっしゃったように 70 年代、さっき外在史な

ものと内在史的なものとの、いわば接点というか融

合点に向かって動き始めているころの状況というの

は、基本的にはまずは反科学論というのが非常に強

いインパクトを持って社会の中に展開しつつありま

した。科学者の立場で言えば、柴谷さん、そうです

ね。柴谷さんにはみすずから『反科学論』というそ

のものずばりのタイトルの書物がありました。柴谷

さんはその後、精華大学の学長なんかもされました

ね。一応、柴谷さんは現役の科学者ですが、しかし

その科学者の立場からの反科学論。あの反科学論を

どういう反科学論だと理解するかというのは、これ

もまた理解の仕方は幾つかあると思うのです。

　それからもう一つは、これは本当の歴史的な事実

にしかならないで、覚えていらっしゃる方はこの部

屋の中で何人いらっしゃるかよく分からないのです

けれども。例えば「朝日ジャーナル」という週刊誌

がありました。その「朝日ジャーナル」という週刊

誌は言ってみれば、ちょうど 68 年がいわゆる日大闘

争、それから東大闘争が始まった年であり、68 年に

たまたまその時私は上智にいたのですが、上智は上

智方式なんていう言葉ができてしまったように、学

生に占拠された校舎を機動隊を導入して排除してロ

ックアウトしてしばらく一切の活動を停止した上で

授業再開をするというそういう手続きを率先してやっ

た大学になってしまうのですが、そういうことが 69 年

です。東大の入学試験がなかったのが 9 年でしたね。9

年の２月、３月が確か東大の入試がなかった年です。

　ですから、そういういわゆる反近代ですね。学生た

ちの最大のモティーフは反近代なわけですね。その近

代の中には最も象徴的なものとして、科学や技術があ

るという状況の中で、例えば例の生命潮流とか、それ

からカプラのタオイズムとかいうような、何て言った

らいいですかね、近代に対する alternative を見つけ

ようという時に、自然科学の世界でも近代的なニュー

トン科学は今さらだけども、量子力学やその他もろも

ろの近代的な、あるいは遺伝子遺伝学もそうですけれ

ども、そういう近代的な科学に対してもう一つの道を

探ろうというのが alternative という言葉です。これ

はエネルギーなんかについても Alternative Path と

いう表現がされたりするわけですが、path というの

は道ですよね。今まで歩んで来た道と違う道をたどろ

うとか、そういう alternative を強く主張するという

方向が、これはアメリカで言えば西海岸です。つまり

東海岸はそれでもまだ近代の象徴で、それに対して西

海岸はいわば counterculture の世界。counter とい

うのは alternative から、東海岸のカルチャーに対し

て counter であるというので、ヒッピーとかそれから

さっきのタオイズムの物理学とかさまざまな反近代的

な alternative を探そうとする人たちが集まって、そ

してその中には結局強い学生運動に動いたところもあ

れば、ドラッグへ走ったものもあります。ドラッグは

アメリカの場合はベトナム戦争で帰って来た人たちが

自分たちのトラウマ、戦争における傷を癒すためにド

ラッグが非常に盛んになって行くわけです。それは一

つのモティーフだったわけです。それがさまざまな形

で広がって、例えばティモシー・リアリーなんてハー

バードの心理学者が LSD を使った実験を学生にやっ

て、官憲に追われるなんていう出来事も起こるわけで

す。ティモシー・リアリーは確かレーガンが The Most 

Dangerous Man in America と言ったという話が伝わっ

ています。私はリアリーという男は好きなんですけれ

どもね。リアリーの伝記みたいなものが出ています。

これは残念ながら日本語になっていませんけれども。

彼の書いた Neuropolitics という本は山形浩生さんの

訳で日本語になっていますから読んでみてください。

非常に奇妙な原著ですけれども、でもとにかくそうい

う人たちが alternative なことを求めてさまざまなこ

とをやっている時期が 70 年代だったんです。

　ですから近代的な科学に対して、私はどこの立場に

いたかと言うと、かなり多くの人々、科学者からは「反

科学論者だ」というレッテルを張られて、未だに張ら

れているのかもしれませんけれども。その alternative

を探す道の中に決して誤っていない道はあるというこ

とを主張し続けたという点では、そういう役割を果た

したと思います。だけどどこまでそれが社会的に影響

力があったかというと、たぶんきっとそれほどでもな
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かったのでしょう。　

　でもそういう外在史的な状況というのは確かにあ

って、それが一方では非常に強い科学の擁護論もも

う一方では生み出すわけです。そのせめぎ合いの中

で 70 年代というのはあったから、だからそのころに

出された、例えば Yearbook の中にもそういう反科学

論的な抵抗の強い内容の持った著作も、Yearbook も

２冊か３冊あります。ただ生命潮流はライアル・ワ

トソン、非常に奇妙な人でしょう、ワトソンという

人もですね。何かワトソンの話を聞くと、指先で注

射をする。こうやって刺すとね、わたしの指から何

か注射する時、何かがちゃんと伝わるとかですね。

それも実験するというので何かビニールを何枚も巻

いた上でやっているから確かに皮膚に痕跡が残った

とか何とかということから始まって、フィリピンの

呪術医とか、そういう人たちと。それからご存知か

もしれませんが、麻薬というか麻酔薬を使わない手

術なんかもやります。生命潮流は私が ICU の非常勤

講師をしているころ、学生たちの 90% が読んでいた

んです。ICU のすごいポピュラーだったのです。一

度アンケートを取ったら、そんな状況がありました。

80 年代の初め、70 年代の終わりぐらいにはそうでし

た。

　そういう状況の中でやはり「科学って何なのか」

ということをいろんな角度から問わなければどうに

もならないのじゃないかという事態は、70 年代は今

よりもっと切実だったように思います。それが今、

お話ししたような動きになっていったというふうに

思ってください。少し長くなりました。ごめんなさ

い。

司会：ありがとうございます。あとお一方ぐらいご

質問などあればと思うんですけれども。

質問者 D：今日は非常に興味深い話をありがとうご

ざいました。先生のお話の中でも内在的な見方と外

在的な見方というのは割と軸になっていたように感

じました。その時に一つ気が付いたのが、先生の思

想史というものを外在的な見方というふうに分類さ

れて、今日お話をされていたものですが、私もその

へんの思想史とかに完全にフォローできているわけ

ではないと思うのですが、思想史というと内在的な

見方というふうに規定して展開する歴史なりその見

方というものが幾つかあると思うんですけれども、

先生のおっしゃる内在的な見方と、外在的な見方に

ついてもう少しお話しいただければと思います。

村上：たぶんですね、思想史という言葉使いがちょ

っと危うい言葉使いだと思うのですね。思想史の一

つの言葉の、いわばヨーロッパ語に対応するものを

探せば、一つは history of ideas だと思うのです。

この history of ideas というのは、主としてラヴジ

ョイ以下、アメリカの研究者の中から生まれてきた

もので大きな事典さえあります。あの考え方はいわば

思想史としては内在的です。つまり思想史として一つ

完結しているという、そういう意味合いを持っている

ように思います。もちろんラヴジョイもそうですけれ

ども、さまざまな連関の輪という言葉を使いますから、

そういう意味ではたどって行けばいろいろな所にたど

り着くんだけれども、それでも思想、ideas としてはど

ちらかというと internal に扱います。先ほどから申し

上げている外在史的な使い方というのは、要するに科

学の歴史において科学の、科学部門の中で行われてい

るデータを集めて、そこから仮説を立てて、あるいは

仮説が先かもしれませんけれども、とにかくそれはど

うでもいいことで、要するに仮説を立てて検証してみ

て、干渉が起こったり、さまざまな事柄が起こってい

く、その中だけで科学の歴史は書ける。それを記述し

ていけば、起こったことをつないでいけば科学の歴史

は書けるという立場をとりあえず内在史と呼んだわけ

で、それ以外の要素が科学の中に入り込めば、それは

すべてわたしの先ほどからの定義では外在史だという

ふうに理解してくだされば、私は通りが良くなるので

はないかと思います。それが正しい理解かどうかは別

にして、少なくとも私の前提はそうだったというふう

に考えてください。

司会：ありがとうございます。それではまだいろいろ

ご質問とかご意見などもあるかと思いますけれども、

それは最後のパネルディスカッションの方に回してい

きたいと思います。では村上先生、どうもありがとう

ございました。
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編集後記

　今号では、例年の夏の学校報告に加え、遅くなってしまいましたが、2010 年に行

われた、20 周年記念シンポジウム 「STS 再考」 基調講演の全文をお届けいたしました。

　また、お手元につくのはギリギリになってしまうかもしれませんが、研究発表会や

春のシンポジウムもご案内させていただきました。皆様のご参加をお待ちしておりま

す (AE)。
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