


責任ある研究・イノベーションのための国際シンポジウム
International Symposium for Responsible Research and Innovation



近年、研究不正や生命倫理、東日本大震災への対応をめぐって、研
究者や研究者集団の社会的責任が大きく問われるようになりました。
また、途上国における適正技術のあり方や、研究支援者の役割なども
重要になっています。「責任」をめぐって研究者や研究支援者を過度
に萎縮させるのではなく、多様な関係者や市民を巻き込んだ自由な対
話や連携による研究やイノベーションに対する未来志向のアプローチ
が試みられています。これを推進すべく、このたび、米国アリゾナ州
立大学では責任あるイノベーションに関する国際的なネットワーク機関
（VIRI）を設立し、Journal of Responsible Innovationという学術誌を
新たに発刊する運びとなりました。
そこで、本シンポジウムでは米国、ドイツと英国から気鋭の研究者
による講演をはじめ、日本からも現状や課題についての話題提供を行
い、海外ゲストとのパネルディスカッションを通して「責任ある研究・イ
ノベーション」の今後のあり方について展望します。この主題でイベン
トが開催されることは日本でおそらく初めてであり、この国際シンポジ
ウムを契機として、日本でも新たな研究者・関係者の協働や連携によっ
て学際的な研究や実践が広がることを期待しています。

日時 2013年12月16日［月］13：30―17：30（受付開始 13：00～）

場所 大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館3階
 阪急電鉄・三和銀行ホール
主催 大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学教室
共催 文部科学省科学研究費新学術領域研究「ゲノム支援」
協力 大阪大学・京都大学「公共圏における科学技術・教育研究拠点」
 （STiPS）

Program 　 Index

［日英同時通訳あり］

 

13：30 - 13：35 開会   

13：35 - 13：40 開会挨拶　池田雅夫（大阪大学副学長）  ………………………………………………………… 6

13：40 - 14：20 講演1　Erik Fisher （Assoc. Professor, Arizona State University） ……………………………… 7
    科学における社会技術連携：責任あるイノベーションのためのキャパシティビルディング
    Socio-Technical Collaboration in Science: Building Capacities for Responsible Innovation

14：20 - 14：50 講演2　Torsten Fleischer （Scientific Staff Member, ITAS, Karlsruhe） ……………………… 14
    責任ある研究・イノベーションの実施における挑戦：どうすればできるか?
    Dealing with the challenges of operationalizing Responsible Research and Innovation:
    How could we make RRI happen?

14：50 - 15：00 休憩

15：00 - 15：30 講演3　Sally Randles （Senior Research Fellow, University of Manchester） ………………… 24  
    責任ある研究・イノベーションの制度化：大学の文脈
    Institutionalising Responsible Research and Innovation: The University Context

15：30 - 15：45 講演4　Barbara Rhode （Head of Science and Technology, EU Delegation to Japan） ………… 35
    国際協働における研究倫理
    Research Ethics in International Collaboration

15：45 - 16：00 講演5　加藤和人 （大阪大学大学院医学系研究科 教授） ………………………………………… 42
    生物医学における責任ある研究活動
    Responsible Conduct of Research in Biomedical Sciences

16：00 - 16：15 講演6　平川秀幸 （大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 准教授） ……………………… 46  
    日本における責任ある研究とイノベーション：成果とこれからの課題
    Responsible Research and Innovation in Japanese Context:
    Achievements and Future Challenges

16：15 - 16：25 休憩

16：25 -17：25 パネルディスカッション ……………………………………………………………………… 54  

    司会　吉澤 剛 （大阪大学大学院医学系研究科 准教授）

    パネリスト Erik Fisher、 Torsten Fleischer、Sally Randles、Barbara Rhode、 
       加藤和人、 平川秀幸

17：25 - 17：30 閉会挨拶



エリック・フィッシャー　Erik Fisher　
米国アリゾナ州立大学（ASU）社会におけるナノテクノロジーのためのセン

ター（CNS）、政府・政治・グローバル研究大学院 准教授。科学・政策と
成果のためのコンソーシアム（CSPO）にも所属し、リアルタイム・テクノロジー
アセスメント研究を推進している。新興技術の多層的ガバナンスを研究してお
り、「中流調整」と呼ばれる協働的・学際的アプローチの開発を通じて、科
学や工学における意思決定の社会的・倫理的側面がどのように広げられるか
についての理解を深めている。セントジョンズ・カレッジで哲学・数学を学び、
コロラド大学で古典学の修士号と環境科学の博士号を取得した。

トーステン・フライシャー　Torsten Fleischer
ドイツ・カールスルーエ工科大学（KIT）テクノロジーアセスメント・システ
ム分析研究所（ITAS）「イノベーションプロセスと技術のインパクト」研究領域
の副長、「ナノテクノロジー」プロジェクトグループのコーディネーター。ナノ
テクノロジー・新素材、エネルギー・輸送分野におけるテクノロジーアセスメ
ント、技術変化と社会変化の相互作用、イノベーションプロセスのガバナンス
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術のグローバル倫理、将来技術に関する市民対話、欧州における環境効率的
輸送の未来など、多くのプロジェクトに携わっている。1990年に物理学のドイ
ツ大学学位を取得。

サリー・ランドレス　Sally Randles
英国マンチェスター大学イノベーション研究所（MIoIR）上席研究フェロー。

新興技術、ガバナンス、社会に研究関心を持つ。ナノ生活用品におけるバ
リューチェーンや分散型ガバナンスに関する欧州第7次フレームワークプログ
ラム（FP7）NANOPLATプロジェクトにおけるマンチェスター大学の研究責
任者を務めた。現在は責任ある研究・イノベーションのための社会規範的ガ
バナンスフレームワークに関するFP7のRES-AGORAプロジェクトの研究責
任者である。ランカスター大学で経営科学修士、マンチェスター大学で都市
地理学と政治経済学の経営学修士および博士を取得。英国の地域経済開発
や東ロンドンにおけるコミュニティ開発に携わったほか、英国消費者団体雑誌
『Which?』の調査担当者および著者でもあった。

バーバラ・ローデ　Barbara Rhode
駐日欧州連合代表部科学技術部長。ハンブルク大学（ドイツ）卒業。ナイ

メーヘン・カトリック大学大学院（オランダ）修了。政治学博士。ハンブルク
のマックス・プランク外国私法・国際私法研究所に勤務。その後、ドイツ連
邦科学技術省において欧州評議会の「刑法による環境保護に関する条約」
の発足に関わる。欧州委員会研究総局では「科学における倫理」担当課長、
「多国間協力事業」担当課長を歴任。2009年9月から現職。書籍、記事等
の執筆多数。

加藤和人　Kazuto Kato
大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学教室 教授。京都大
学理学部卒業後、同大学院理学研究科理学博士。 英国ケンブリッジ大学博
士研究員の後、93年 JT生命誌研究館 SICP （Science Communication and 

Production） 部門・研究員。季刊誌『生命誌』の編集や展示の企画、ビデオ
制作を担当。96年4月 同アソシエート・ディレクター。2001年京都大学人文
科学研究所・文化研究創成部門・助教授、2004年大学院生命科学研究科兼
任を経て、2012年より現職。2008年より物質－細胞統合システム拠点連携准
教授。現在の専門は、科学コミュニケーション論・生命倫理。加えて、最近で
はバイオサイエンスの公共政策（ガバナンス）にも力を入れる。

平川秀幸　Hideyuki Hirakawa
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 准教授。1964年東京生ま

れ。89年国際基督教大学 教養学部理学科卒、91年東京工業大学理工学研
究科応用物理学科 修士課程修了、2000年国際基督教大学大学院 比較文化
研究科博士 後期課程博士候補資格取得後退学、京都女子大学現代社会学
部 助教授などを経て、06年から現職。博士（学術）。1998年末から2000年
まで、（財）政策科学研究所 客員研究員として、科学技術政策関係の調査プ
ロジェクトに参加。専門は科学技術社会論（科学技術ガバナンス論、市民参
加論）。共著書に「公共のための科学技術」（玉川大学出版部）、「科学技術
社会論の技法」（東京大学出版会）「科学技術ガバナンス」（東信堂）など。
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開会

吉澤　皆さん、こんにちは。「責任ある研究・イノベー
ションのための国際シンポジウム」にようこそお越し
くださいました。吉澤 剛と申します。大阪大学医学
部医学系研究科で准教授を務めております。今日は
モデレーターを務めさせていただきますが、国内外か
ら、研究者、多くの高名な方々が各部門からご参加く
ださったことを大変うれしく思っております。
このシンポジウムは3部構成となっております。ま
ず、海外のアメリカ、イギリス、ドイツ、それぞれ3名
の方々に「責任ある研究・イノベーション」というタイ
トルでの講演をお願いしております。2部は日本国内
代表ということで3名の方に、外国からの三つの講演
に対するお答えという形でお話をしていただきます。
また、日本の状況についての紹介、そして、日本とEU

の協力状況についてお話をしていただき、短い休憩の
後、パネルディスカッションとなります。講演者の方々、
そしてフロアの方々といろいろなやりとりをしたいと
思っております。ぜひ、このシンポジウムを楽しんでい
ただきたいと思います。少し長い午後になりますが、
最後までずっとお付き合いいただければと思います。
それでは、池田雅夫副学長に開会の挨拶をお願い

します。

責任ある研究・イノベーションのための国際シンポジウム

日時　2013年12月16日［月］13：30―17：30

場所　大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館3階 阪急電鉄・三和銀行ホール

開会挨拶

池田雅夫（大阪大学副学長）

大阪大学副学長の池田でございます。本日は「責
任ある研究・イノベーションのための国際シンポジウ
ム」の機会に際して、一言ご挨拶を申し上げます。
皆さまご存じのように、1999年のブダペスト会議に
おける「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」
以来、科学、そして科学者が社会の中でどうあるべき
かという議論がなされてきました。しかし、それは科学
者、技術者、医療関係者等の科学に携わる人々全体
に広がってはいないようです。研究やイノベーション
において責任のある行動が実践されておらず、研究不
正が起き、生命倫理や東日本大震災への対応などに
おいて、多くの問題が生じています。
責任ある研究・イノベーションという意識自体は、
決して難しいことではありません。抽象的には誰もが
納得するものだと思います。それを実際の研究・イノ
ベーションの過程に具体的に実装するために、大学が
なすべきことを考え、実行するのが大学人の責務であ
ると私は考えております。大阪大学は、本日の講演者
である加藤和人教授、平川秀幸准教授、そして司会者
である吉澤 剛准教授をはじめ、この分野の代表的な
研究者を擁しています。その方々を結集して、責任あ
る研究・イノベーションに取り組んでいきたいと思って
います。
本日のシンポジウムには、Arizona State University

のErick Fisher准教授、Karlsruhe  Institute  of 

TechnologyのTorsten Fleischer博士、University 

of ManchesterのSally Randles博士、駐日欧州連
合代表部のBarbara Rhode科学技術部長がお越しく
ださいました。大阪大学を代表して歓迎申し上げます。
皆さまとの議論が深まり、その成果が世界に広がって、
人と社会に貢献する研究とイノベーションが進むこと
を願っております。
以上、簡単ですが、私の挨拶とさせていただきま
す。ありがとうございました。

吉澤　池田先生、ありがとうございました。非常に勇
気づけられる思いです。それでは、最初のご発表を
頂きます。アリゾナ州立大学のErik Fisher先生です。
Fisher先生からは、「科学における社会技術連携:責
任あるイノベーションのためのキャパシティビルディン
グ」というテーマでお話しいただきます。

講演1

科学における社会技術連携：
責任あるイノベーションのための
キャパシティビルディング

Erik Fisher
（Assoc. Professor, Arizona State University）

吉澤先生、副学長、ありがとうございました。皆さ
んに「責任ある研究・イノベーション」についてお話し
できることを大変うれしく思います。［1-2］

比較的新しい科学政策の話題ですが、10年ぐら
いの間、展開してきて、世界中の人々が皆、同じよう
なResponsible Innovation、あるいはResponsible 

Development、そしてヨーロッパでは、Responsible 

Research and Innovation（RRI）というような形でも
称されるようになってきました。今日お話ししたいの
は、RRIには二つ顕著なところがあり、それによって過
去の科学の政策と違ってきているということです。も
ちろん既に国際的に採用されている科学政策がありま
すが、それと異なる部分が出てきているのです。
このスライドの下の方に示すように、一連のワーク
ショップ、シンポジウムが開催され、また、責任あるイ
ノベーションに関しては出版物も出されています。さ
まざまな活動も生まれています。これは政策面での活
動、研究面での活動もともに見られています。しかし、
責任あるイノベーション、もしくはRRIと呼ばれるもの
は、まだ流動的なところがあり、概念的な作業が残っ
ています。それがどのような範囲に影響を持つものな
のかということも分かっていないし、運用面での作業
も残っています。副学長からのお話にもありましたよ
うに、大学の組織内の構造的な意味でもそうですし、
新たな政策立案、既存の政策の修正においてもそう
です。さらに、科学者や、それを管理する側がどのよ
うな位置付けに持っていこうとしているのかということ
も流動的です。
従って、科学に関する過去に普及している政策との
比較で言うと、二つの点でユニークなところがありま

1-2

スライド下部の数字は、講演番号-スライドの頁番号 となっています。
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講演1　科学における社会技術連携：責任あるイノベーションのためのキャパシティビルディング

す。まず、RRIは、科学的な研究の社会的な役割を強
調しています。そして、他の政策はこれまでのところ、
科学者の役割として、専門的な研究の仕事に注目して
きたものではなく、例えば科学者は倫理的に仕事をす
ることが求められ、倫理的な原則に違反しないこと、
また、行動においては誠実さを持ち、盗用などはし
ないということが当然のものとして言われてきました。
RRIにおいては、社会的な文脈を考えなさいと言われ
ています。すなわち、彼らの研究のより幅広い意味合
いを考えなさいということです。それは非常にチャレ
ンジングな考え方でもあり、これからもお話しするよう
に、世界の中でも政策面で、あるいは教育プログラム
や研究プログラムの中でも、今、しっかりと固まりつつ
ある考え方です。
もう一つは、RRIは複数の科学政策のレベル、ス
テージを横断するものであるということです。従って、
ミクロレベルで科学の実践に焦点を置くだけでなく、
システム全体の概念として、幾つもの領域、科学のガ
バナンスの領域にも登場するものだということです。
［1-3］

ここで、少し背景の説明をさせていただきます。こ
れまでどのような活動が世界中で見られてきたのか、
一つのリストということで参考にご覧いただければと
思います。政策的な方向性として、まず2003年、責
任ある開発という言葉は特にナノテクノロジーに絡め
て使われてきました。また、アメリカの議会で立案さ
れ、ナノテクノロジーについて国の法律が誕生してい
ます。上の囲みの中には、その法律によってどのよ
うな影響があったのか書かれています。例えば戦略
的な計画、レポートの策定等も行われました。また、
2008年にはEUの行動規範も生まれています。これも
ナノテクノロジーに焦点を置いたものです。そして、ご
く最近、英国工学・物理科学研究会議（EPSRC）が
正式な形で枠組みをつくりました。
このような科学政策として有名なものに加えて、国
際会議や二国間会合も数多く開かれており、RRIの
活動が進んでいます。そのうちの一つをお話しする
と、2004年にさかのぼりますが、アメリカ、東京、ブ
リュッセルで、ナノサイエンスとナノテクノロジーの責
任ある開発においては国際的な対話が行われていま
す。その意味では、日本も最初のうちから関わってお
られるということだと思います。従って、この場でさら
に、これから先どうなるのかを一緒に考えられること
を大変うれしく思います。
また、研究面での枠組みを考えてみると、さまざまな

本や出版物などが出ており、RRIには何が必要かとい
うことを書いています。下の囲みをご覧いただくと、
幾つかの論文等でも触れられていることですが、四つ
の次元があるということです。Richard Owen、Jack 

Stilgoeらによると、RRIには「Anticipation（先見）」が
必要だということです。これは予測的に考えるという
Predictionとは異なるものです。そのような対応を取
りがちですが、必ずしも確実なことが言えないところ
があります。ですから、複数のあり得る在り方を考え
るAnticipation、そして、どのような条件であればその
ような結果につながっていくのかということを複数考
えるということです。二つ目は「Reflection（反省）」
です。すなわち個人が意識を広げるということです。
三つ目は「Deliberation（熟慮）」で、複数の価値観、
複数の視点を吟味した上で意思決定をするということ
です。そして最後に「Responsiveness（応答性）」で
す。すなわち、科学とイノベーションは、社会的な文脈
を考慮に入れた場合には、その文脈を広げることがで
きるということです。そして、一般大衆、市民の懸念す
るところを考えた場合に、不確実なところも出てくるか
もしれない、影響もよく分からないかもしれない。しか
し、研究者・科学者としては社会の中における考え方
や懸念を念頭に置き、科学技術として生み出されたも
のを、より社会の文脈に合ったものにしていく作業が
必要だということです。
それが第一です。すなわち、RRIはマイクロレベル
に焦点を置いた活動であり、科学のラボにおいて、ま
ずそれは実践に移されるものであるということです。
［1-4］

それでは、なぜ社会的な役割を考えなければいけ
ないのかということです。これまで世界規模で、各国
で、さまざまなレベルで科学という事業を非常に単純
な命題に沿って行ってきました。研究は社会に恩恵を
もたらすという考え方です。しかし、それには逆の点
もあって、研究はリスクも伴うものだという側面があ
ります。この暗い側面が、これまで所与とされてきた、
当たり前とされてきた文脈、すなわち政策立案者、ま
た、一般大衆が科学とはこういうものだ、研究とはこ
ういうものだと考えていたものにおいて明らかになっ
てきました。従って、予期しないマイナスの影響もあり
得るのだという理解があります。
研究の成果はなかなか予測しにくいものですが、そ

れは単に内部でいう科学的な法則だけでなく、社会的
行動や期待するところによって、研究の成果が形づく
られる側面もあるということです。

最後に、どのような問題にも複数の技術的な解決策
があり得るので、文脈を考えた場合、そのあり得る結
果を考え、さらに具体的、科学的な価値を考えた場合
には、より高い確度で技術的な成果を形づくることが
できるのではないか。それによって、社会的に好まし
い方向に持っていくことができるのではないか。それ
によって、社会にとっても経済にとっても、そして科学
という事業にとっても、持続可能性を持たせることが
可能ではないかということです。従って、ここで私が
申し上げたいのは、科学イノベーションには複数のレ
ベルがあり、さらに複数の機会があって、複数の形で
技術的な成果を形づくることが可能だということです。
それはラボの中でも、外でもそうだということです。こ
れは比較的新しい考え方だと思います。

1998年、米国の1万6000のラボを対象にした有
名な調査でも、ラボを社会的、政治的な機関として
捉えているところは非常にまれでした。しかし、右下は
National Nanotechnology Infrastructure Network

のポスターから取ってきたものですが、これに書いて
あることがRRIについて考えさせてくれます。ここでこ
の科学者が皆さんに向かって何を言っているかという
と、「私は、ラボの外において何が起きるのかという
ことも含めて、研究の全ての側面を常に検討する」と
いうことです。15～20年前ではこのようなことは考え
られませんでしたが、もはやこれなしでは考えることが
できない時代になっています。
それは、社会的な側面を研究の中にも組み込むと
いうことですが、社会と技術の統合は科学が責任ある
形で展開する一つの基盤となります。この統合は、い
わば技術的な専門家が自身の研究の社会的側面を研
究の重要な一部として責任を持って取り組むプロセス
であるということです。すなわち、研究者が社会的、
倫理的、あるいは環境面での研究の在り方について
本を書いて、外ではそれを発表するけれども、ラボの
中での研究のやり方は何も変わらないということでは
なく、研究、仕事のやり方も社会的な側面、あるいは
結果がどうであるかということを常に検討において実
践するということです。
［1-5］

これがいい定義かどうかは別にして、皆さんが懐疑
的であったとしても、アメリカにおいては連邦レベルで
法律がしっかりあります。それによって、社会と技術の
統合が促されています。社会的な研究をナノテクノロ
ジーの研究開発と組み合わせることによって、その研
究開発の方向性を決めさせるということです。それは
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法律化されているということが重要です。ただ、ラジ
カルな考え方だと思います。
同じようなことがヨーロッパでも見られます。12年

の間に、私と同僚で2,500件ほどの研究公募案件を
分析して、どのような形で統合が進んでいるのかを見
ました。社会と技術の統合を推進する形のものなの
か、そうでなかったのかということで分けてみたとこ
ろ、研究開発の公募案件においては社会と技術の統
合が打ち出されているものが増えてきています。すな
わち、12年間で絶対的にも相対的にも数が増えてき
ており、さらに、科学のコアの部分に広がっています。
社会的研究が物理あるいは工学の研究にも浸透して
いるということです。ということは法律もあり、実施も
されているということです。
［1-6］

それでは、現実はどうか、いい考えかどうかという
ことです。さまざまな協働がある場合、社会と技術の
統合が研究においてある場合、何が起きるのか。NSF

（アメリカ国立科学財団）の資金の下にSTIR（Socio-

Technical Integration Research）と呼ばれる研究
プロジェクトがあります。「stir」とは、撹拌する、混ぜ
合わせるという言葉ですが、これを頭文字としました。
自然科学と社会科学の融合がどれだけ進んでいるの
かを見ようというものです。
世界中で20名の社会科学者と人文系の研究者に、

ある一定期間、ラボで過ごしてもらいました。研究室と
しては30施設、そして13カ国で行われました。日本、
北米、ヨーロッパ、中国、韓国も含まれています。そこ
に組み込まれた社会科学者は、12週間、研究室で過
ごし、ただそこで何が起きているかを観察するだけで
なく、見たことについて質疑も行い、対話もします。な
ぜそのようなことをやっているのかということなどにつ
いても教えてもらいました。
これは中流調整（midstream modulation）というプ
ロトコルに従って行いました。社会科学者が入り込む
ことによって、何がいいことになるか、悪いことになる
か、研究開発が恩恵となるのかどうかということなど
を見ようとしました。もちろんそこには、社会と技術の
統合を推し進める可能性が探られました。また、科学
的側面と社会的側面の間に相乗効果を生み出すこと
が可能かどうかを評価することが目的でした。その結
果、社会研究と科学的研究の間には相乗効果があり
得るということが分かりました。科学の研究者は当初、
少し懐疑的でもあり、心配もしました。時間の無駄な
のではないか、邪魔されるのではないか、少し混乱し

てしまうのではないか、また、やりにくくなるのではな
いかという心配が科学者側にはありました。
しかし、この研究も終わりの段階に差し掛かると、
調査をしてみたところ、中立もしくはプラスの答えが
返ってきました。例えば、150名ぐらいの科学者が30

施設において調査された中で、1～2例、やり方として
あまり良くないということで中止を迫られたものもあり
ましたが、あとは最後まで完了しました。
［1-7］

この12週間で二つのことが起こり得ます。ここで事
例として出すのは、アメリカの機械工学のラボで、環
境面、安全性の面での懸念が対話の中から出てくるよ
うになり、エンジニア自身がそのようなことを口に出
せるようになったということです。社会科学者の方か
ら持ち出したのではなくて、科学者からどのようなこと
があり得るのか、積極的に口に出すようになったとい
うことです。また、それについてどうすればいいのか
ということについても話をし始めました。非常にオー
プンエンドな形で、最初から何かを決めて、科学者に
何をしなさいということを言おうとしたプログラムでは
なく、このようなものはどうかという疑問をテーブルの
上に置いて、それに対して反応してもらって、合理的な
形で何をしなければならないか、意思決定をしてもら
おうという作業でした。従って、打ち解けてきた後で、
最終的には実験の装置も変えようということになりま
した。また、カーボンナノチューブをつくる際にも、そ
れを処分する際の実践においても変化が見られました。
社会科学者と話をし、新しい化学触媒がエンジニア

によって発見されたことで、もともとは失敗しかけてい
たプロジェクトが新たな息吹を得て復活したということ
もありました。ということは、社会的な関心事として、
通常であればあまり検討もされなかったようなことが
検討されるようになった。また、通常であればあまり
考えも及ばなかったような技術的な解決策も、それに
よって生まれるようになったということで、これは科学
と社会がともにウィン－ウィンであるということです。
もう一つの事例としては詳しくお話ししませんが、一
連の逸話があって、それによって社会に対する考えが
深まった、あるいは、倫理についてより深く考えるよう
になり、多くの場合はより良い科学につながったとい
うことです。それが常にそうなのかというと、必ずしも
そうではありません。ただ、右上の論文は、Nature誌
のごくごく短いオピニオンのコラムですが、編集者は、
自然科学と社会科学の統合によって研究は活発にな
るものだと書いています。

［1-8］

さて、ここに二つの棒グラフがあります。左側は5

人のグループで、オランダのバイオテクノロジー会社
において、先ほどお話しした中流調整というSTIRプロ
グラム用のプロトコルを使ってやってもらいました。右
側は、同じ会社ではありますが、通常のやり方でやっ
てもらったグループの結果です。
主要業績評価指標（KPI）で見ると、左側の中流調
整を適用したグループの方が全体としていい結果が出
てきています。ということは、概念実証されたというこ
とです。すなわち、実際に社会と倫理の側面をラボの
中に導入しても、科学には何ら有害なものはない、む
しろ助けになるということです。これは逆説的に聞こ
える部分もあるかもしれませんが、実際にそうした証
拠が出てきています。

30の研究をSTIRプロジェクトで整理している最中
ですが、既に報告されている18を見ると、プロトコル
どおりにやってもらったところにおいては、83%の割
合で意識が変わってきていることが分かりました。科
学者たちも自分たちがやっていることについて、より
高い意識を持って選択するようになり、潜在的な選択
肢の影響も考えるようになりました。それによって、よ
り良い立場でRRIという形での研究を推進できるよう
になったということです。
さらに、66%の割合で行動も変わりました。例えば
使う材料や装備、装置、そして使う化学物質、また研
究のデザインも変わったということです。そして、それ
もきっちりと責任を持って応答することの表れだと思い
ます。
［1-9］

RRIについて二つ目のポイントとして述べたいのは、
メタレベルの現象です。ミクロのレベルだけでなく、
また研究室内だけの事象ではなく、いろいろなラボ、
いろいろなサイトで変動する内容です。科学的なガバ
ナンスには三つの一般的な段階があります。一つが
上流で、これは研究に対する政策です。アジェンダを
設定する、優先順位付けをする、予算化をする、5年
計画を立てるといったものです。下流の段階は、規制、
科学あるいは技術の成果の使用、そしてそれを社会に
広めることも入ります。その間に、すなわち上流にあ
る政策と下流の規制との間に、中流と呼ばれるものが
あります。これはちょうど中間に位置するものですが、
見逃されて科学政策の中に入ってこないものが多い
です。ラボを科学政策の対象として捉えるだけでなく、
科学政策の担い手として捉えることも必要です。それ
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は新しく出てくる科学技術においてガバナンスの対象
となります。
［1-10］

よくスライドを見ると色が付いています。黄色い部
分は、既に実践されたRRIの一環になっているもので
す。予算や研究の評価、そして社会の参加、社会と技
術の統合などが変わってきて、これらの次元が責任あ
る研究・イノベーションの中に取り込まれるようになり
ました。そして、最終的にはこの公式なメカニズムが
全て黄色になることが必要です。ここに書いてあるの
は、責任ある研究・イノベーションに必要な全てのメ
カニズムで、これがメタのレベルの概念、現象です。
一つの研究者、あるいは一つの担い手、一つの実験
室、一つの実践、一つの組織にとどまるものではあり
ません。それは複数のレベル、複数のサイトにまたが
るものです。
そして、責任ある研究・イノベーションといった場合、

これは責任ある研究者や責任あるイノベーションの担
い手ということではなく、一つのシステムの特性とな
ります。メタレベルのアプローチにおいては、個々の
メカニズムを奨励しながらも、それらの間の調整を行
い、一方において、これらが反映できるような良き環
境づくりも必要となります。
［1-11］

STIRプロジェクトについて先ほど説明しましたが、あ
と二つ関わっている責任ある研究・イノベーションの
プロジェクトをご紹介します。一つが、VIRI（Virtual 

Institute for Responsible Innovation）と呼ばれてい
るものです。科学と科学知識に関わるもので、責任
あるイノベーションに関する仮想的なネットワーク機
関と呼ばれているものです。VIRIは新しい最近のプ
ロジェクトで、国立科学財団がやっています。Sally 

Randlesはヨーロッパに詳しく、そちらから他の説明も
ありますが、ここでは三つを目的にしています。まず、
一つは概念的、そして根幹的な脈絡で責任ある研究・
イノベーションを理解することです。これは理論ある
いは概念に対する取り組みです。
もう一方は、運営面での取り組みです。責任ある研
究・イノベーションを二つの側面から運営したいと考
えています。一つはネットワークづくり、そして既存の
新しいネットワークを北米、ヨーロッパ、アジアで支え
ていこうという取り組みです。第2は、一連の資料を
作り、それを広めていきます。それをトレーニングにも
使うし、あるいは研究者、イノベーターのための資料づ
くりになります。希望としては、これから数年をかけて

大阪大学とも、そしてヨーロッパの大学とも協力し、責
任ある研究イノベーションのコースをつくり、複数の国
を背景とした脈絡の下で運営したいと考えています。
これはオンライン化できると思います。インタラクティ
ブなコースとして、そして常に更新をする。また、実際
に対面の場もつくるということになります。これは常に
対話をつなげながら実践し、それぞれの環境からの事
例研究を持ち寄る場にもなります。このような仮想の
ネットワークができれば非常にいいと期待しています。
［1-12］

パートナーも既に幾つかあります。ドイツのカール
スルーエ、Fleischer先生も後でこれについてお話し
になりますが、先生のいるところもあります。より多く
のパートナーが参加できるような方法を今も構築して
いるところです。パートナーづくりに力を入れています。
［1-13］

最後のプロジェクトは、ジャーナルです。Journal of 

Responsible Innovation（JRI）です。現在、第1号の
中身を作っているところで、2014年春に発行されます。
ぜひ原稿をもっと出していただきたいと考えています
ので、JRIを皆さんも研究の発表の場として捉えていた
だきたい。そして政策のコメンタリーも寄せていただ
きたいし、また、いろいろな報告を寄せていただきた
いと思います。これは学際的なジャーナルです。幾つ
かのフォーマットがあり、その形で発表していきます。
例えば、責任ある研究・イノベーションの活動のデ
ザインや実施に当たって、それが常に公表されること
はありません。従って、それをJRIに送っていただけれ
ば、投稿として見ていきたいと思います。また、JRIとし
ては、ネットワークの強化もして、アイデアの批評、批
判の場にしたいとも思っています。政策決定者が、堅
牢で経験の裏打ちのある研究、イノベーションを責任
ある形でどうすればいいかという知識をここに求める
ことができると思います。
［1-14］

まとめとして、責任ある研究・イノベーションには特
徴があります。これはミクロのレベルでは、ラボなど
に焦点を当てて、政治のアクターにも目を向けている
ものです。一方において、多層的な特徴も取っていま
す。そして、複数のレベル、サイトが生まれるもので、
中間のラボだけでなく、上流、下流の部分が既存の科
学のガバナンスの一環として入ってきます。
最後に、われわれは現在、まだ能力強化の段階に

あると言えます。つまり、責任ある研究・イノベーショ
ンの定義と、それが何を必要とするかということを決
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めているだけではなく、自らの再編成をし、政策づく
りもしており、それと同時にわれわれが関わっている
活動は、さらに能力を高めながら、責任ある研究・イ
ノベーションができるような活動に結び付けるというこ
とで、いろいろ課題の多い部分です。結果としてまだ
存在しないものをわれわれが考えなければいけない。
まだ開発されていない科学や技術も見ています。そし
て、公的資金を使って、こうした努力にお金が入って
います。また、多くの場合、たくさんの費用も投じられ
ており、まだ解決されていない社会の問題に取り組ん
でいます。それによってきちんとやらなければ、社会
あるいは環境に問題が起き、科学的な取り組みにもマ
イナスの影響が起こってしまうというような問題に取り
組まなければなりません。
責任ある研究・イノベーションのためには、複数の

文化を越えていかなければなりません。今日、例とし
て出したのは社会科学者と自然科学者との間の大き
な二つの分断があるということです。C. P. Snowもこ
れを取り上げていますが、この大きな分断の中、その
存在は政策をつくる人たちもいろいろ考えてきました。
ラボにいても、自然科学的な研究など、いろいろ考え
ます。STIRはそれをどうすればいいかということを考
えています。シナジーが生まれるのではないかという
概念の下で、STIRは推進されています。
また、国の規制的文化、そして科学政策の違い、あ

るいは相乗効果、さらには類似性なども考えながら、
能力強化に当たらなければいけないということです。
それから、最後の点として、大学はこれからも重要

な役割を果たすことが必要です。概念的なインフラを
責任ある研究とイノベーションのためにつくると同時
に、組織的なインフラづくりにも大学は中心的な役割
を果たすことが必要です。さらには、実践にも力を入
れることが必要です。
ありがとうございました（拍手）。

吉澤　どうもありがとうございました。とてもいろいろ
なことを考えさせていただける発表だったと思います。
そして、RRIに関して、メタレベル、ミクロレベルでどの
ような考え方をすべきかというヒントも頂きました。そ
のような文脈でRRIを捉えることの慎重さも必要だとい
うこと、将来において、日本の大学もVirtual Institute 

for Responsible Innovation（VIRI）に参画すべきで
はないかと阪大としても思います。他のステークホル
ダーとも積極的に取り組みをしていくことが必要だと
感じました。

それでは、次に進みます。次の講演者は、Torsten 

Fleischer先生です。カールスルーエ工科大学の
ITASの教授で、科学スタッフメンバーです。それで
は、RRIをどのようにして実現するのかということで、
Fleischer先生にお話を伺います。

講演2

責任ある研究・イノベーションの実施に
おける挑戦：どうすればできるか?

Torsten Fleischer
（Scientific Staff Member, ITAS, Karlsruhe）

副学長、ご来賓の皆さま、大阪大学からご招待を受
けて大変光栄に思いました。下の娘は、ドイツ人と日
本人のハーフの友人がおりまして、日本語で始めてみ
たらと言われましたので、責任ある者としてその義務
をここで果たしてみたいと思います。しかし、後でもう
少し得意な言葉で話をさせていただきます。
「皆さま、どうぞよろしくお願いします」。いかがで
しょうか。何と書いてあったのか、どなたか訳していた
だければ幸いです。ありがとうございます。
カールスルーエ工科大学から参りました。カールス
ルーエ工科大学というのはハイブリッドな組織であり、
大学であるだけでなく、ドイツの国が支出する技術大
学と、国の研究センターを合体させたものでもありま
す。また、KITのITASというのは、古典的な大学の研
究所ではなく、研究所とシンクタンク、政治的な機関、
ドイツ・欧州の議会、ヨーロッパの加盟国、あるいは
欧州委員会などにも助言あるいは提言としてアドバイ
スなどを出していく立場です。
［2-2］

私からはErikのプレゼンテーションを受けて、最終
的にはそれにも沿った内容になるのではないかと思い
ます。もちろんイノベーションの歴史を追って考えてみ
るところから始めたいのですが、通常、科学と社会の
インターフェースにおいてさまざまな問題があると考え
るならば、歴史を振り返ることでそれを確認すること
ができます。二つないしは三つここに書いてあります。
左側は、繊維産業の労働者が職を失うときに、ラッ

ダイト運動という機械の打ち壊しを集団的に行いまし
た。真ん中は、19世紀半ばに英国では赤旗法という
ものがありました。全てのガソリン車の前には、この
ように赤い旗を持った人が危なくないように先導すべ
きということを決めた法律です。これが英国での自動

車産業の発達を妨げたと言われています。そして、右
側は1930年のケルンの航空ショーです。8年後に大
爆発したLZ129ヒンデンブルクの前身のようなもので
すが、何千人もの人が集まって見ています。
［2-3］

もちろん現在では、反原発運動もあります。1962

年のRachel Carsonの有名な『沈黙の春』から始まっ
た運動です。しかし、反原発運動はもちろんだいぶ
前から始まっているものです。ドイツのビュールでは
1974年に始まっています。スリーマイル、チェルノブ
イリ、そして福島の事故からだいぶ前にさかのぼって
ありました。一方で、技術に非常に魅了される人た
ちもいて、右上は2005年のフランクフルトの自動車
ショー、右下が2012年のミュンヘンでアップル社の
新製品を買うために販売初日に多くの人が並んでいる
ようすです。
［2-4］

批判的な市民の台頭がありますが、なぜかというこ
とです。Erikが先ほど言ったように、科学技術は日常
生活の切り離せない一部になっています。われわれ
は皆それに影響を受け、また、それに依存もしていま
す。このようなものがなければ不便であるという場合
もあります。それぞれの考え方、立ち位置というもの
があると思います。
平均で言うと、教育と富の水準が大半の先進工業
国で上昇しています。また、より自尊心を持つ人たち
がさまざまな政治体制、制度に対しても自分たちを強
く主張するようになりました。また、人々は技術による
予期せぬ悪影響、破滅的な失敗も経験しています。そ
れを背景に批判的になっているということもあります。
また、個人の好みや価値観に、より力点が置かれるよ
うになり、開かれた社会ではさまざまな機関、制度に
おける実践がより目に見えるものになっています。ま
た、制度に対する信頼が低下しています。また、多く
の市民が自らつながり、組織し、動員されることが増
えてきています。
［2-5］

もちろん、それらに対してさまざまな手段やアプロー
チが生まれてきています。その一つが法律です。技
術に関する法律は19世紀半ば以降、多々生まれてい
ます。先ほどの赤旗法もそうです。そして、制度化さ
れた形で、官または民の管理があります。例えばテュ
フラインランドの源となった蒸気ボイラー管理協会は、
1870年代から既にドイツで見られています。ルーチ
ン化して監督するというやり方です。

2-2

2-3

2-4

1514



講演2　責任ある研究・イノベーションの実施における挑戦：どうすればできるか?

また、特に第2次世界大戦後、研究技術開発に対
する公的資金の供給が広まってきたということがあり
ます。それから、議会あるいは議会以外でのテクノロ
ジーアセスメントが生まれてきています。そして、サイ
エンスリテラシーというプログラムで、例えば一般大
衆の科学理解や人文学理解のプログラムが教育の現
場で見られるようになりました。そして、NGOや市民
社会団体（CSO：Civil Society Organizations）といっ
たものが台頭しているということもあります。
また、研究技術開発における新しいコンセプトがあ

ります。ライフサイクルアプローチやグリーンケミスト
リー、グリーンエンジニアリング、そして安全なナノと
いうものもあります。それから、研究技術開発におい
てはパブリックコンサルテーションも使われるように
なってきて、一般の国民が参加する可能性が出てきて
います。
そしてRRIということです。新しいことが何かある
のかどうかというのは、これから見ていきたいと思い
ます。
［2-6］

先ほどFisher先生から話がありましたが、RRIは、
まずは研究技術開発政策として出発したものです。幾
つかご紹介すると、ナショナルリサーチカウンシルの
2006年のペーパーよりも前のものを先ほどFisher先
生がご紹介されましたが、似たような言葉は英国でも
EPSRCが2009年に出していますし、オランダのプロ
グラムは、具体的にRRIに焦点を当てたものが出てい
ます。これは単なる宣言にすぎないのか、測定可能な
のかということですが、いわば概念的な枠組みとして
研究とイノベーションを評価し、統治するプロセスが生
まれてきています。
［2-7］

そして、Jack StilgoeらがRRIに関して四つの要素を示
しています。先ほどFisher先生からご紹介がありました
が、Anticipation、Inclusive、Reflexive、Responsive

の四つです。後ほどもう少し事例を紹介していきたい
と思います。
［2-8］

しかし、それだけではなく、実際に科学者のグルー
プが推し進めてきたものがあります。新しいアプロー
チとして、SIM（Scientific/Intellectual Movement）
といわれる科学知的運動と呼ばれるものです。例え
ばVIRIもその一部として捉えることができます。科学
者がプログラムを生み出し、科学的、知的な変化をも
たらすべく、プログラムを運用する。それを日常的な

科学の現場でも適用し、新しいアイデアにも広げてい
くということです。
［2-9］

これは単にそれだけでなく、社会科学的な側面もあ
りますが、Boundary objectという表現があります。こ
れは科学的な対象です。Boundary objectとは、さま
ざまなグループの間のコミュニケーションを促進する
だけではなく、形づくるというようなものもあれば、共
通のアイデンティティを堅固なものとして守り続けてい
くという側面もあります。ですから、柔軟性を持つも
のもあれば、強固な部分を持っているということです。
正義、公正（fairness）の意味というのは、われわ

れはある程度理解することができます。また、持続可
能性もコンセプトとしてBoundary objectと言っていい
と思います。リスク、マーケット、イノベーション。イノ
ベーションのコンセプトは多々あります。それが何で
あるかは理解しているつもりですが、しかし、それを現
象として捉えるならば、さまざまな切り口があると思い
ます。ナノテクノロジーであったとしても、Boundary 

objectとして定義することができるということです。そ
れは謎めいたところもあれば、物事をはっきりさせる
ものでもあります。すなわち、どのようなアクターがい
て、どのようなアクションが必要なのか。そして概念
の背景には、さまざまな異なる立場を持つ人たちが関
わっているということがあり、それをBoundary object

と言うことができるかと思います。
［2-10～11］

全てのアプローチをここで紹介することはできませ
んが、Jack、Richard、Philの3名が生み出したとこ
ろがとても重要だと思っています。Richard Owenら
が、RRIで一つの枠組みをつくろうと試みています。
四つのキーコンセプトのAnticipatory、Inclusive、
Reflexive、Responsiveというところで、それはここに
定義されているので読むことはあえてしませんが、こ
こでは三つの例をお話ししたいと思います。Richard 

Owenらが提供した、どのような異なるアプローチがあ
り得るかということです。
［2-12］

最初はAnticipationに関わるものです。人工的なナ
ノ物質づくりに関わるリスクガバナンスということで話
をします。
［2-13］

ナノ粒子、ナノ物質というのは、責任ある研究・イ
ノベーションについて議論する際に、非常に良い事例
だと思います。RRIというのは、ナノテクノロジーが出

2-8

2-9

2-10

2-5

2-6

2-7

1716



講演2　責任ある研究・イノベーションの実施における挑戦：どうすればできるか?

発点となって出てきたコンセプトだからです。片や、ナ
ノ粒子というのは、研究としても非常に魅力がありま
す。アプリケーションとしても魅力的で、さまざまな目
的で、多くのプロジェクトで使うことができます。化粧
品や医薬品、環境浄化等々、いろいろな使い方があり
ますが、潜在的にナノ物質がどのような影響を持つの
かということにおいて、例えば健康面や環境面での影
響に関して脅威がないわけではありません。従って、
ナノ粒子を使いこなしたいと思いながら、やはり懸念
のないものではないということです。そこでRRIという
ことになります。役に立つもの、技術的に意味のある
ものを開発したいけれども、しかし、健康面、環境面
など、社会に対する大きなリスクは避けたいということ
です。
［2-14］

その一つの例として、ナノ物質はこのようなバラエ
ティがあります。棒、円筒、粒子、もう少し小さなもの
でナノシートといったものもあります。いろいろなバラ
エティがあって、全てを試験し、検証するわけにはいき
ません。リスクを古典的なツールで測ることはできな
いということです。
［2-15］

そこで、これを最初に考え始めたのはドイツのテク
ノロジーアセスメントオフィスでした。それがアメリカ
等にも広がっていきました。NGOは少なくともドイツ
では、2006年以降、これをフォローしています。これ
はナノダイアログという形で、さまざまなレベルで連邦
から市民のレベルに至るまで議論が進んでいます。
科学者、NGO、連邦政府、州政府など、このような
形で対話が進んでいます。ドイツでは、連邦レベルで
ナノコミッションというものがありました。連邦の機関
として、ステークホルダーフォーラムをつくったり、市民
との対話もありました。
［2-16］

そこで、予備的なリスク評価をヒューリスティックに
見ていきました。これは本格的なリスク評価ツールで
はありませんが、開発者、エンジニアに大枠を提供す
るものです。これを使って、自分たちが研究対象とし
ている材料をどのように分類するかということの取り
扱いです。これは幾つかの問題がリスク評価とつなが
るというアプローチで、そして、より大きな害が社会に
及ぼされることがないように見るというものです。
［2-17］

もう一つ出てきたのは、こうした交渉にも限界があ
るということです。規制のパラダイムには2種類ありま
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す。実際に規制の文言を書くに当たっては、二つの種
類があります。一方においては、ほとんどの産業、あ
るいはイノベーションを強く推し進める、こうした材料
をより積極的に使おうという対応です。もう一つは、
保護中心の省庁などは、社会の中でも市民組織のさ
まざまなグループや第三者も含めて、できるだけ予防
対策に力を入れ、注意深く進めたいという考え方で
す。この二つの考え方は、ヨーロッパでもドイツでもま
だいろいろ議論がされており、問題解決に至っている
わけではありません。ここに書いてあるように、ある
特定の規制についても、いろいろな立場が違っていま
す。そして、それぞれ相反するものがあります。
例えばアドホックで、リスク評価などを見ていくこと

もできます。そして社会での対応が必要になる部分が
あっても、まだもっと詰めていかなければいけないも
のもたくさんあります。
［2-18］

二つ目の例はInclusionということで、科学技術関
連の問題について社会でどのように語り合うかという
ことです。社会を巻き込むということになると、いろい
ろなものを考えますが、ここでは政策づくりに当たって
どのぐらいの関わりがあるかという度合いを見ていく
ということで、その限界なども分かるかと思います。
［2-19］

ここでは四つのアプローチを取り上げています。こ
れは必ずしも個々の参加型の手段というわけではな
く、どのようなレベルで人々が公的な社会の参加を政
府の活動とつなぎ合わせるかということです。
一つ目はexplorative（探索的）なものです。つま

り、研究の中にあって、研究者がやるもの、そして研
究機関が行うもので、アウトカムは主に研究組織が使
うものです。これがヨーロッパでは非常に多いもので
す。問題は政策決定においてこの結果を十分に吸収
していないということで、従って、政策決定との間の距
離を縮めることが必要です。
二つ目はinformational（情報的）なものというこ

とで、新しいプロジェクトはこのグループに入ります。
プロセスのデザインはサービス提供者あるいは研究
機関がやり、政策決定をする側はこれを使うことを望
めば使えるし、そうでなければ使わなくてもいい。こ
れは公的資金が入っていても、研究の企画者がやりま
す。従って、政治との間の距離はまだあります。
三つ目に、もっと興味深いのはintegrative（統合

的）というものです。アウトカムについては実際に政
策決定の中に盛り込まれるものです。このプロジェク
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トは、数は少ないですが、政策決定に非常に近いもの
です。政策決定者、そして政治的な関わり合いが最初
の設計の段階からあって、結果にも関係します。
四つ目はparticipatory（参加型）というものですが、

まだ実現されていないものがほとんどで、例外は一つ
だけです。実際に結果を政策決定者が取り入れ、そ
れを政策の中に実際に盛り込むというやり方です。こ
うした規範的な期待がさまざまな学者の中で出てくる
ということで、この参加型も最終的には出てくることに
なって、このようなアプローチが入っているでしょう。
［2-20］

ここに書かれているのは、現在のヨーロッパにおけ
る研究結果です。28加盟国に対してアンケート調査
を行いました。科学技術の意思決定にどのぐらい参
加していますかというものです。右上が28カ国の平
均です。地域差はありますが、団体の様子がはっきり
します。半分以上のヨーロッパ人は、科学技術に関し
ての意思決定に何らかの形で参加したいけれどもどう
していいか分からず、情報は求めています。緑の部分
は少し違うところがあります。例えば4%だけが自分
たちの意見に拘束力を持たせることが必要だと応えて
おり、13%はもっと積極的に関わりたい、そして39%

は意見を求められたいということです。この方向が必
要ではないかということです。
［2-21］

時間の都合で全部は出せませんが、次にプロセス
です。ドイツの市民の対話、将来の技術に関するプロ
セスです。これは政策決定に参加型のプロセスが入っ
たというものです。プレゼンテーションでは全部ご説
明できませんが、ここでは簡単にその結果がどうだっ
たかということを申し上げたいと思います。
［2-22］

プロセスの設計そのものは非常にうまくいきました。
市民は積極的な動機を持ち、積極的に入ってきて、知
識も豊かな人が多かったです。これは主に自分たち
の責任ある形での知識を持っていました。エネルギー
の変換やハイテク医療などが入っていました。そして
自主的に入ってきたということで、動機付けも高かっ
たわけです。ボランティアとして入ってきた人たちは、
何か差を付けたい、違いをもたらしたいという人でし
た。中には、自分の家の屋根にソーラーパネルを付
けて、エネルギーの対応をしたいという人もいます。
そして、市民たちは、政策決定者がつくった枠組み

をさらに変えたいという意欲もありました。また、市
民たちは非常に興味深い提案を政府やステークホル

ダーにたくさん出してきました。社会にも、市民同士に
も提案を出してきました。自らにもいろいろな提案を
出しました。
うまくいかなかった点は何かというと、ステークホル
ダーの概念がわれわれ以外にもありました。NGOが
このプロセスに役に立つと思ったけれども、そうでは
なかったということです。もう少し自分たちの視認性
に依存しました。例えばグリーンピースは脅威を感じ
ました。自らの正当性を問うからです。NGOが一般の
人を代表する声だと言ったとしても、人々が自分たち
の声を出してしまうと、自分たちの正当性がなくなると
いうことで、そうした問題を先に感じ取ってしまいまし
た。そして、市民の対話は自分たちNGOにとって脅威
ではないか、正当性が欠けるのではないかと考えてし
まったわけです。
もう一つは、科学者が非常にたくさん専門家として
入ってきました。そうした場合、批判にさらされる立場
（hot seat）にいたということになります。自分たち
の結果を出して、それを説明して、その判断も言わな
ければなりません。有力な科学者と市民の専門家と
の間でいろいろな議論があり、興味深い点がありまし
た。このプロセスは政治的な制度を取り込むことにな
りましたが、取り込み度合いはさまざまでした。成功し
た部分もあり、幾つかの意思決定の中には入ってきま
した。例えばドイツの研究政策などが、その中に取り
込まれたものもあります。
一方で、制度的に他の省庁から却下された部分も

あります。政府の中でもそれぞれの省庁が違う責任を
担って、責任が分配されています。例えば経済、ある
いはその他の省庁などにおいては、こうしたプロセス
全体に反対を唱えていました。つまり、自分たちの責
任の中に足を踏み入れるものだと思っていました。す
なわち、制度的に他のところからは無視されました。
また、ねたみ的なものもありました。公的な対話とい
うことになれば、自分たちの権威、すなわち科学技術
の意思決定ができなくなるのではないかという懐疑的
な面、あるいはねたみもありました。
三つ目の課題として、必要なときには政治判断もし

なければなりませんが、そうなると完全に対話をして、
それをどう同期させるかということが問題になってきま
す。政治での判断が特定のタイミングで必要ですが、
対話は非常に時間がかかるという問題もあります。そ
して、政策についての課題を随分前から時間をかけて
準備しなければいけないという問題もありました。い
ずれにしても、興味深い結果が幾つか出てきましたが、
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同時に解決すべき課題がたくさん残っています。
［2-23～26］

次に、「責任ある」というのはどういう意味かという
のも伝えたかったことです。これ自体も非常に面白い
テーマですが、時間の都合で飛ばさなければいけな
いと思います。
言いたかったのは何かというと、より細かいメンタ

ルモデルを使って、責任を一つの脈絡から取るという
ことが必要です。概念化されているものとしては、二
つのピース、あるいは三つのピース等の関連で、誰か
が何かに責任を持つという関係を示されるということ
があります。
［2-27～28］

例えば研究関連の問題について、誰かが責任を持
つなど、われわれはこれを四つのレベルにしたいと。
責任ということには四つのモデルがあると考えていま
す。これはある特定の状態との関連において、誰かが
何かについて責任を持ちます。すなわち、責任は社会
あるいは制度に帰属するからです。そして、ある特定
のルールがそれに関連します。そして、知識の状態と
も関連しています。これはかなり抽象的で、形式化さ
れたものですが、簡単に短い例を挙げていきたいと思
います。
自明の例として、責任はどうなるかということで、あ

る軸があります。科学者が例えばデータを公表して、そ
して社会、あるいは科学、学術界に責任を持って科学
的な基準やGOP（General Operating Procedures）
をつくり、GSP（Good Scientific Practices）などをつ
くっていきます。そして、その科学教育の一環として、
自分たちがそれについて知識を広めていって、それを
展開していくことが必要です。
他の状況ではもっと複雑になってきます。ナノ粒子

を使った場合、それを製品の中に盛り込んだ場合の
責任はどうなるか。同じロジックを使うと、ナノ粒子を
製品の中に入れたとき、その悪影響は何か、それが
分からない場合はどうすればいいのか、そしてそうな
ると、誰に対して責任を持つか。顧客や地域社会など
の製品が使われているところ、そして、社会全体ある
いは法的な枠組みに関してどのようなルールがあるか
を考えなければなりません。そして健康被害があった
場合、それをどのように証明するか、後になってそれ
が分かった場合にはどうすればいいか。そして、上市
したときに、その部分が分かっていなかった作用には
どのような責任を持つかということで、個々の責任を
科学者として考えるときには、そうしたことを考えなけ

2-26
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2-28

ればいけません。誰が何の責任を持つかというときに
は、この部分も考えなければなりません。
［2-29］

最後にまとめです。研究のRRIということで、リサー
チは括弧の中に入れていますが、ここで重要な点は、イ
ノベーションのプロセスの概念化の中で、既にリサー
チは入っているので、これは括弧としています。責任
あるイノベーションは、はっきりとした枠組みをこの中
に入れておくことが必要です。
まず、責任あるイノベーションということで、リサー
チのところは囲いで飛ばしています。これはまだ新し
いアジェンダであると言えます。本格的な、政治的な、
科学的なプログラムというよりは、まだ行動を取らなけ
ればいけない新しい課題だということです。
また、過去の経験から、社会、科学、技術の相互作
用をどのようにガバナンスしていくかということから学
ぶことができます。そして、これは学術的な研究だけ
にとどまるものではありません。社会科学的な取り組
みも入ります。その中にいろいろなアクターが盛り込
まれなければなりません。アウトリーチ的な形でイノ
ベーションを広げて見ていくことが必要です。議論の
中にアクターが入っていないこともありますが、そうで
あってはなりません。特に経済的なアクターも考えな
ければなりません。
そして、RRIは固定した指標や変数だけで説明でき

るものではありません。われわれがすぐに「研究者
を測りたい、指標をもってアウトカムを判断したい」と
いっても、RRIの場合はうまくいきません。固定された
指標だけでは不十分です。これは連続的な評価をし
なければいけないプロセスであって、アウトカムにつ
いてコミュニケーションを続けていかなければならな
い。その背景になる規範や価値も広めていかなけれ
ばならないし、その結果を公表したり、応用したりして
いくことが必要になります。
また、RRIは社会的には理想の集合であって、その
潜在性を今、示そうとしています。それによって、現在
の社会、経済的な現実を変えていく可能性があります。
最後に、これは政治、科学、そして社会の全ての領
域において、まだ地図のない部分に足を踏み入れた、
野心的な旅だということです。
ありがとうございました（拍手）。

吉澤　ありがとうございました。熟慮というものを重
要な要素として取り上げられました。責任というところ
が重要ですが、それについて十分お話を伺えなかった
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講演3　責任ある研究・イノベーションの制度化： 大学の文脈

のは残念でしたので、後ほどの議論でその点に戻りた
いと思います。
それでは、ここで短いブレークを取ります。再開は

3時とさせていただきます。

―休憩―

吉澤　マンチェスター大学のSally Randles博士、シ
ニアリサーチフェローから、「責任ある研究・イノベー
ションの制度化：大学の文脈」ということでお話しい
ただきます。

講演3

責任ある研究・イノベーションの制度化：
大学の文脈

Sally Randles
（Senior Research Fellow, University of Manchester）

皆さん、こんにちは。お戻りいただきありがとうご
ざいます。こうしてお招きいただき、副学長をはじめ
皆さんにお会いでき、また、吉澤先生にも感謝を申し
上げたいと思います。大変苦労なさったのではないか
と思います。猫の群れをつくるように収めておくという
のはなかなか難しいと思いますので、そのようなわれ
われをこのようにまとめていただき、大変ありがたく
思っています。
［3-2］

5点お話ししたいと思います。第一に、ErikとTorsten

から話があったように、既に一連の考えが生まれてい
ます。責任ある研究・イノベーション（RRI）と呼ばれ
るものの下には、いろいろな考え方があります。従っ
て、Erikが一つ言ったことは、社会科学、自然科学を
ラボで統合すること、そして良き規範ということに関し
ては、自然科学と社会科学を研究室の現場で統合す
る方がより良い成果を生み出すことができるというこ
とです。技術的発展においても、社会的な意識にお
いてもより良いという前提がまず一つあります。
そして、Torstenからはその他の考え方があるという
話がありました。一つは熟慮というプロセスです。こ
れは社会を科学者との対話に巻き込むこと、組織立っ
たフォーラムの場を使うこと、そして、ヨーロッパでは
テクノロジーアセスメントにおける場があり、フォーサ
イティング、あるいは将来を先見するということがあり
ます。従って、RRIに関しては既にさまざまな規範性が

あります。いろいろな形での規範化が見られます。そ
こで、RRIがそのようなアンブレラを提供しているとい
うのが、今、全世界で起きていることです。
すなわち、さまざまな空間がつくり出され、初期の

考え方をディスカッション目的で持ち寄るということで
す。歴史的にさまざまな種類の規範性、技術、ツール
というものがありました。そして、統合という意味では、
さまざまな考えを持ち寄って話をすることができるよう
なアンブレラを提供する必要性について、今日はお話
ししたいと思います。その意味での制度化というお話
です。

2点目は、私自身の問題ですが、私はInstitute of 

Innovation Researchというところにおります。従っ
て、私の話はむしろイノベーションに軸足を置いたも
のになります。それは研究の延長線にあるものでは
なく、別のものとして捉えています。経済にも関わるこ
とです。イノベーションは経済にもつながっていくとい
うことです。そして、これは創造的な破壊でもありま
す。新しいものをつくるということは何かを破壊すると
いうことでもあるのです。あるいは、われわれの理解
としては、変換（transformation）であるということで
す。RRIのイノベーションに関して、私の仕事はイノベー
ションに軸足を置いての研究であるということです。

3点目は、午後の議論にもつながることですが、特
定の文脈、それは日本という文脈です。複数の規範
があるということを考えて話すならば、欧州あるいはア
メリカからRRIを見るに当たって、何をしてきたかをお
伝えすることはできます。しかし、吉澤先生、副学長、
大学全体、日本の政策立案において求められている
のは、日本の歴史的、経済的、社会的文脈の中で、日
本独自の考え方、アプローチを取るということだと思
います。
私の事例研究は制度化に関わることです。その点

に関して、私は幸運にも、10月に何週間かアリゾナ
州立大学（ASU）で過ごすことができました。さらに、
Michael Crow学長がNew American Universityと
おっしゃっていることについて触れ、理解する機会を得
ました。それがRRIの制度化につながるのではないか
と思いましたので、ケーススタディとしてそれを使いな
がら、大学という文脈の中でのRRIの制度化について
考えてみたいと思います。ASUでは何が行われている
のか、そこから一般論的に引き出して、大学という文
脈の中で使えることはないかどうか、そして、例えば多
国籍企業のような大きな組織で使えることがあるかど
うかを考えています。従って、RRIを大きな組織の現
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講演3　責任ある研究・イノベーションの制度化： 大学の文脈

場でどう制度化することができるのかということでお
話ししたいと思います。
では、現代の文脈は何なのか。もちろん長い歴史
は私も好むところですが、それは現在につながってい
ます。私は日本においては新参者ですので、何か間
違ったことを言わないようにしたいと思いますが、時
間があったので、京都にも数時間行くことができまし
た。私にとって京都は、まず京都議定書と結び付けて
考えるところです。ここから1時間も行かないところに
ある京都ですが、まずは気候変動に関する京都議定書
を思い浮かべます。
そこで、RRIについて考えるときに、まず社会の大き

な課題を考えます。特にヨーロッパにおいては、「ホ
ライズン2020」の下で社会の大きな課題に今、取り組
もうとしています。それが一つのRRIの適用の在り方
です。京都議定書は、1～2期目は調印しました。従っ
て、21世紀、日本は重要な役割を果たします。排出を
経済成長と切り離すということを地球規模で成し遂げ
ることができる人がいれば、世界中が大喜びすると思
います。日本の再生可能エネルギーに関する研究、効
率に関する研究、拡張可能性、あるいは大量生産等
に関する研究は、再生可能エネルギーの文脈におい
て、まさに日本の長所が、皆さんの歴史が証左となっ
ているように、非常にいい形で導入できる分野ではな
いかと思います。
もう一つ、グローバル化ということで考えると、政治
の消費があります。グローバルな文脈で言うと、社会
の価値観に従って消費が行われています。例えばデザ
イン、価値観、あるいは物につくり込まれる価値、真正
性、品質、トレーサビリティといったものが新しい形で
ポストモダンのシンボルの重要さを示しています。量
を消費するのではなく、質が重要視されている時代で
す。従って、Michel Callonが言っているような、質を
定量化するということ、グリーンこそがクールであると
いうことです。日本は、品質に関しては何十年も実証
してきたところです。そしてグローバルブランドとなっ
ています。それが21世紀のブランドと結び付くことが
重要です。
しかし、日本の高齢化、人口構成が変わってきてい
ること、水や食料、天然資源の限界などの点で、きっ
ちりと責任ある形での研究・イノベーションが行われ
なければ課題は大きく残ってしまいます。従って、価
値観、ビジョン、対応は、古代、現代、そしてポストモ
ダンが全て、今、重要になっています。もちろん長い
歴史に根ざした価値観もあれば、あるいは、工業化の

時代の価値観もあります。合理的な科学です。そして
ポストモダン、脱工業化、サイン、シンボルとして、アイ
デンティティが全て動員される形で、将来の技術を規
定していくのだと思います。
［3-3～4］

そこで、幸運な偶然かもしれませんが、大阪大学の
若宮直紀先生が、夏にマンチェスター大学に、日本の
ブリティッシュ・カウンシルがオーガナイズする形で来
られました。そして、RRIに関する制度化について、東
京ではGRIPSのプロジェクトの下で話をする機会を頂
いたのも、若宮先生とお会いした結果です。
この数日間で、私は共通の狙いが走っているので
はないかと思いました。すなわち、大学における新し
い共通の政策アジェンダがあるのではないか。Erik、
Torsten、そして私が話すことには共通点もあります。
従って、今、グローバルな形で強力に起きていること
があるのだと分かるかと思います。十分に知識のない
日本の訪問者として、日本の政策の文脈を見て、アベ
ノミクスに触れました。そこでは研究開発投資という
ことで、インフラ投資、例えばケインズ的な戦略ではな
く、財政的な意味での量的緩和をし、インフレターゲッ
トを2%に定め、景気を浮揚させていこうというアベノ
ミクスは、研究開発へも投資をするということだと思
います。
また、文科省も若い専門家たちを育てることに力点
を置いています。幾つか共通の意図としては、まず分
野横断的なチームをつくって、社会の課題に対応して
いこうということで、これはErikが言った自然科学と
社会科学の統合ということではなく、もう少し幅を広
げたものです。新しい社会の求めていることに対応す
るために、複数のステークホルダーを動員し、社会の
価値観を組み込んでいく、また、グローバルに協働を
進めていく能力を構築するということを日本は柱とし
て挙げておられます。
また、GRIPSでは、STIのニーズを認識しておられま
す。また、文科省も個々の人たちの生き残り、自立の
ための社会的な能力構築を目指しています。これは
ソーシャルアントレプレナーシップということだと思い
ます。私はそう呼びたいと思います。さらに、似たよう
な話がNISTEPや科学技術振興機構の研究開発戦略
センターからも聞かれます。
［3-5］

本日はヨーロッパやアメリカでの経験についても聞
くことができますが、このような場を使って、RRIの日
本版をぜひ構築する糧にしていただければと思いま

す。制度化に真剣に取り組むならば、3年、5年、10

年ぐらいかけてようやく制度化できるものです。制度
化は、組織の変化、物事のやり方に価値観やビジョン
を組み込んでいき、それが普通のことになるというこ
とを意味します。事実上のルールを行動や実践にお
いて、ごくごく普通のものとして取り組めるようにする
ということです。ですから、表面的なものでなく、より
深いところにそれを取り込むということで、より長期的
に深化するという意味でのRRIの取り組みです。
［3-6］

しかし、制度化はバラエティをつくり出すというこ
とでもあります。そこで、それについては既に話が
あったことの中でも指摘がありましたが、もう少しヘリ
コプター的に見てみたいと思います。それは、二重性
（duality）、すなわちRRIというのは統合する考え方
でもあれば、バラエティを生み出す考え方でもあると
思います。もちろんRRIはヨーロッパで普遍的に使わ
れているものです。イノベーションが重要であって、科
学、技術、あるいは研究開発とイノベーションは違いま
す。これは変革を生み出すものであって、単に技術的
なイノベーションだけでなく、制度的なイノベーション
です。これは後ほどお話しします。多分、日本の現場
では、ここでの活動をはじめとして、RRIはわれわれを
ここに連れてきてくれた統合の一つの方向です。
そこで、皆さんのユニークな日本版のRRIは、われ
われの事例を基に考え、それを適用した上で新しいも
のを生み出していくと思いますが、これは弁証論的な
プロセスであって、どれだけのバラエティが生み出さ
れるのかということに関しては、まとめる力が弱けれ
ば、またバラバラになってしまう可能性はありますが、
少なくとも今の段階としては、統合の力とバラエティを
生み出す力があると思います。従って、皆さんのバラ
エティを見つけだしてくださいということです。
［3-7］

制度化のプロセスは何かというと、BarleyとTolbert

が「行動の文法」という概念を打ち出しています。す
なわち、ここでは制度化がどのような形で起きるのか、
そして、それがどのような形で内部化されていくのか、
対象として外部化されていき、そして規範化されるのか
ということです。従って、責任あるイノベーションは、
ガバナンスのプロセスとメカニズムを制度化すること
であると。イノベーションを複数の規範的な立場に沿っ
て進めていくものです。幅広く広がった実践の中に価
値観とビジョンを埋め込んでいく作業であるということ
です。
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従って、複数のアクターがいます。政府、行政、企
業、市民社会、そして研究開発機関などです。大学も
また重要な役割を果たします。自らRRIの実践を制度
化するだけでなく、それをリードし、それについて論
争をし、議論もするということです。従って、大学はそ
の中核的な立場を取るということで、大学は私のプロ
ジェクトの中でも重要な位置付けにあります。
ですから、いわゆるグッドユニバーシティ、グッドサ

イエンティストの在り方は複数あると思います。そし
てRRIの事実上のガバナンスがここでのテーマです。
MaguireやHardyとLawrenceが説明しているような
制度的起業家の役割についてもお話をしたいと思い
ます。
それから、私が挙げたアリゾナ州立大学のMichael 

Crow学長は、制度的起業家そのものであったと思い
ます。大学の中でRRIを制度化することにおいては、
まず実験的なモードももちろんあると思います。しか
し、それを深くシステムの中に組み込んでいき、責任
あるイノベーションを大学の文脈の中で、ビジョンの下
に推進していくということが、Crow学長がまさにやっ
ていることだと思います。
［3-8］

イノベーションについてもう一つ振り返って考えてい
くと、欠けているIという部分が責任ある研究・イノベー
ションにあります。RRIの中でのIという部分は、私自
身、あるいは規制当局もそうです。あるいは、フラン
スの社会学者と一緒にこのテーマについて本を書きま
した。イノベーションは変革であると。プロセスの変
革、製品や実践、ビジネス、政策モデル、組織、そし
てアクターの見方が複数の役割において、消費者や
製品をつくる側、使う側、科学者、技術者、企業家と
の間で変わってくるということです。つまり、イノベー
ションは変革のプロセスとして捉えるわけで、人が変
革するときは制度化のプロセスの一環になって、それ
が変わってくると、Michel Callonが言ったアジャンス
マン（agencements）ということにつながります。ア
ジャンスマンというのは概念的なアイデアであり、こ
れは人と、その行為とプロトコルとテクノロジーを組
み合わせるものです。つまり、彼が言うパフォーマティ
ビティというのは金融市場の話で少し外れますが、ア
ジャンスマンというのは人とデバイスが変わっていっ
て、自らも一緒に変革するということを意味します。

RRIが何をするかというと、そこで使っているプロト
コルは、アクターもエージェントも変えるものだという
ことです。それがアジャンスマンになります。つまり、

エージェントそのものが変わっていくことを意味しま
す。
［3-9］

特にヨーロッパの文脈で見ていくと、「ホライズン
2020」という枠組みはFP7に取って代わるものです。
12月11日に出てきたばかりの新しいものなので、こ
れは公開されているので語ることができます。もう少し
明示的なRRIについては、この中でさまざまなバラエ
ティという形で書かれています。三つの柱があり、こ
れは皆さん既にご存じのものだと思います。そして、
RRIがいかに三つの柱を横断するものであるかという
ことが分かります。
一つ目の柱は「優れたサイエンス」です。すなわち、
将来の新しい技術も入ってきます。これはこういう技
術が欲しいというウィッシュリストを作るということで
はありません。「ホライズン2020」はボトムアップ的
なものではないからです。科学者が動員され、チーム
に出て、このチームは集学的なものであって、バイオ
でもナノでも材料科学者でも、特定の領域にとどまる
ことなく、いろいろな人たちが新規な技術を出してくる
ということです。
もう一つの柱が「産業のリーダーシップ」です。こ
れがプラットフォームの技術になります。さまざまな業
界をまたがる形です。ミクロ、ナノエレクトロニクス、
ナノフォトニクス、先進材料、先進製造技術などがあり
ます。将来の技術についてプラットフォーム技術を理
解し、それが幾つかのセクターを同時に変えます。
三つ目の柱は「社会の課題」です。ここではヨー

ロッパ版が加えられていますが、食品、エネルギー、
スマート輸送、グリーン輸送、そして気候に対応するア
クションなどが入っています。ヨーロッパの文脈と、そ
れから既に日本を共鳴させるということがグローバル
な文脈を取るということで、非常に重要になってくると
思います。これが全部つながっていくことが必要です。

RRIのアプローチが2020年において、フレームワー
クやツール、メソッドではなく、「アプローチ」という
表現を使っています。広い意味を使っています。三つ
の柱をまたがるものです。そしてプロセスをつかさど
り、新しいアウトプットをつくり出します。自然科学と
社会科学を組み合わせるというものです。そして新し
いツールを使って、これを社会に提供していきます。
ポートフォリオとしては、例えば構築的テクノロジー

アセスメント、そしてリフレクティブなAnticipationを
する。そしてアウトプットもガバニングを行います。イ
ンセンティブを提供し、自己の組織に関して社会の問

題に取り組むということです。Science and Society

からScience with Societyというように、ここでは表現
を変えています。大事なのは、ヨーロッパについては、
RRIの中にある欧州の基本的人権の憲章にも入ってい
る価値観をこの中に盛り込むことが必要で、尊厳や自
由、正義、平等、全体、そして市民権などもその中に
入っています。これはヨーロッパでは当たり前に入っ
ていますが、日本の場合は全く違う要素がこの中に入
るかもしれません。
［3-10］

そこで、四つのFP7のプロジェクトですが、今年初め
に委託され、多くの投資が関わっています。私はRES-

AGorAをやっています。これは二つ目です。下の二
つはネットワークのプロジェクトです。PROGRESSと
いうのは、国際的なネットワークづくりです。RRIの
例を世界中から集めてきます。ですから、日本から
のインプットも歓迎です。アーカイブの中に日本も入
れ、そしてRRIの世界各地の理解を深めたいと思い
ます。トップダウンでこうすべきということでなく、い
ろいろなところのものを集め、他国がどのような形で
アイデアづくりに関わっているかを知りたいのです。
RESPONIBILITYというのは、データの蓄積所のよう
な部分になります。GREATというのは一つのプロジェ
クトですが、これはより理念的なものです。
四つの中で私たちのものは、ブリュッセルでは最も
経験主義的なものと言われています。事例研究のリ
サーチをやっています。だからといって、私たちは決し
てこれらを全部引っ張り込むものが何かを考えないと
いうことではありません。先ほども言及がありました
が、いろいろな取り組みを集めていって、その中から
物語を五つ選んでいます。これは企業の社会的責任、
そして責任あるイノベーションの関係をどうするかとい
うことを考えています。これもイノベーションとの関連
において、企業においても、この言葉をCSRというこ
とで使って実践しています。今朝、まだこの点につい
ては触れられていませんでした。それから、アカデミッ
クな領域における科学、政策の領域における科学な
ど、いろいろな物語があります。
［3-11］

RES-AGorAは私が担当しているプロジェクトです。
3年で9人のパートナーということで、名前を書いてい
ませんが、ウェブサイトでRES-AGorAを見ていただけ
れば全部載っています。
集学的なチームを構成し、社会学者、政治学者、規
制科学者、そして法律家がいます。すなわちRRIの規
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講演3　責任ある研究・イノベーションの制度化： 大学の文脈

制ガバナンスを担当しています。ワークパッケージとし
ては、ワークパッケージ2が概念、3がrriのシーズと
いうことです。RES-AGorAの一つの特徴としては、こ
のワークパッケージが密に連携を取っており、3年間
一緒にやっていきます。すなわち、事例研究や概念的
な発展を最初から最後までずっと協力してやっていくと
いうことです。また、さまざまなステークホルダーと一
緒にアイデアの検証、実施を行います。大規模な3年
のプロジェクトで、経験主義的な事例研究をたくさん
集めていくことになります。
パッケージ3は、私がリードしているものです。さ

まざまなrriのエントリーポイントに関心を持ちました。
まず、どのようなポジションか。例えば社会でさまざ
まな議論になっているのか、組織なのか、いろいろな
取り組みを見ています。政策のハイブリッドの最初の
パイロット研究は、オランダのナノ安全性ということで
す。そして、技術の論争というのはrriでどのように仲
介されているかどうかということも一つの質問として、
さまざまな技術の議論については、rriがどのような役
割を果たすかということで、オーストリア等々でやって
います。
バリューチェーンですが、例えば私たちはrriがバ

リューチェーンとどのように結び付くのか。バリュー
チェーンで国境を越え、そしてさまざまな理解を越える
中で、rriはどのように力を持つか。北から南、南から
北へ、そして東から西へということで、ヨーロッパのモ
デルがどのような形で他の地域で展開できるのか。グ
ローバルなバリューチェーンにどう関わるのか。そして
個々の措置、EUナノコード、rriの現在の枠組みでイギ
リスに入っているものがどうなるのか。
組織としては、グッドユニバーシティというのを私が

やっています。多国籍企業も重要なプレーヤーとなっ
ています。責任あるイノベーションというのは、企業に
どのような意味を持つか。
特に時間を頂いて強調したい点としては、例えば日
本の皆さんに対して、rriの意味を聞いてみる。そして、
それをどのように実践していくのか。戦略の中にどう
取り込むのか。5年のビジョンとしてのrriは何なのか。
そして月曜日の朝から、これをどのように実行するの
か。ただ口にするだけでなく、行動に移すために、ど
こからどう手を付けるのか、どの空間からスタートする
のか、何をするのか、どういう人を集めるのかといっ
たことを聞きたいわけです。ボランティアの方を集め、
このプロジェクトは世界中から100人の声を集めた
いと考えています。リーダーであっても、制度のデザ

イナーであっても、企業家であっても、政策担当者で
あっても、さまざまな背景を持つ人の声を集めたいの
です。
［3-12］

従って、グッドユニバーシティは比較研究を行いま
す。アリゾナ州立大学に行って、われわれは非常にわ
くわくしました。それとマンチェスター大学との比較を
しています。それから、オランダの三つの連邦の大学
と、それからできれば、また大阪大学ともやりたいと
考えています。
［3-13～14］

グッドユニバーシティを持つというのはどういう考え
方なのか。これはBarnettが集めている大変素晴らし
い最近の出版物ですが、いかに多くの文献があるか、
大学について書かれたものをここに集めています。こ
れはあくまでも、アイデア、大学に対するイマジネー
ションを集めています。本当はもっとありますが、ここ
に2ページ集めています。幾つかに分類しています。

Barnettが書いているエコロジカル大学の話には後
で戻りたいと思いますが、これがわれわれの事例に一
番近いもので、それ以外にも面白いものがたくさんあ
ります。そして、エンタープライズユニバーシティとい
うのがまさにコマーシャライゼーションユニバーシティ
とも関連しています。これが今、メーンになっています。
それ以外にも興味深いものがたくさん出ています。
なぜこのようにばらばらになっているのか。そして
いろいろな不一致が大学という組織の中にあるのか。
例えば「injured（傷付けられた）大学」「愚かな大学」
「無意識の大学」、そして「盗作の大学」。一つ私が
気に入っているものがあります。私にも関連があると
思っている部分で、例えば「統合失調型大学」などで
す。これら大学とは何であるかというさまざまなアイデ
アが書かれています。そして複数のものにおいては、
自分も「ああ、これだ」と納得できる、関連づけられる
ものもあります。
［3-15］

小文字のrriはデファクトで、大文字のRRIと区別し
たいのですが、小文字のrriというのは、今までもずっ
とあったアイデアです。アイデアとしては、責任あるイ
ノベーションは何かというのは常に考えたと。そしてイ
ノベーションについても規範性は常にありました。経
済成長も一つの規範性であって、社会がどう捉えるか
ということも規範でした。そして社会的なイノベーショ
ンもありました。従って、小文字のrriというのは、ある
特定の価値観に向けて、デファクトでのイノベーション
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のガバナンスです。一方、大文字のRRIは一つの枠組
みで、今、生まれつつあるものです。つまり、何を統
治するか、社会、科学における枠組みづくりということ
で、この操作はまだ続いています。Von Schomberg

など、いろいろな人たちが枠組みを考えています。
これは今、生まれつつあるプロセスで、その結果は
分かりませんが、RRIが既にデファクトのガバナンスと
して取り入れられた場合と、そうでない場合とがあり
ます。制度の取り入れ方、応用の仕方によっては、よ
り官僚主義的なアプローチになるというリスクもあり
ます。個人的に、例えばイギリスではそうなるのでは
ないかという懸念があります。すなわち、要件として
この基準が必要になってきて、そして、これはまた箱に
チェックを入れるか入れないかだけの作業になってし
まう。すなわち、社会科学や自然科学、そしてより深
い人類学的な、あるいは民族学的なさまざまな研究成
果を集めて、チェックボックスにチェックを入れるだけ
の作業にしてしまうのは大変残念なことです。
［3-16～17］

グッドユニバーシティに対する研究には、二つの側
面があります。一つは組織という文脈です。これはデ
ファクトのガバナンスを使うわけで、トップダウンとボト
ムアップがあります。二つ目の側面は、初期のキャリ
ア研究者について、どのようにそれをつくっていくか、
若い研究者を最終的にどのようなものに持っていくか
というものです。例えばどのようなカリキュラム、知識、
能力、スキル、価値観をこの活動の中に入れていくか
ということが非常に重要になってきます。マンチェス
ターではまさにこれをやっています。若宮先生ともこ
の話をしましたが、博士号の研究者と一緒に、さまざま
な知識や能力、スキル、価値観を活動の中に組み合
わせて入れるということは興味深いです。マンチェス
ターのものは、倫理と工学を組み合わせてプロジェク
トの中に入れていきます。すなわち、倫理を学んでい
く中で工学のモデルも学んでいく。ばらばらではなく、
それによって人工物をつくっていくということは興味深
い、大変好きなモデルです。
［3-18］

時間がなくなりつつあるので、少し飛ばします。
ASUで何が起こっているのか、何が素晴らしいと感じ
るかという点を申し上げます。イノベーションは変革だ
と言いましたが、どのような変革があったかというと、
三つのシンプルなポイントがあります。RRIの制度化、
そして責任あるイノベーションというのはシンプルさが
重要です。ビジョンを簡単に変革できる、研究の優れ

たところ、そしてインクルージョン、その地域の人口動
態を反映したような包含性が重要、そして社会のイン
パクトが重要です。
［3-19］

どのようなプロセスかというと、創造的破壊が必要
です。今までの大学のモデルから、新しい大学をつ
くっていくためのアライメントを変えていくということ
で、体系的にやっていきます。そして、これを明示的
にやっていきます。学問分野を変えて、学部を変えて、
編成を変えていきます。そして、学際的な制度、ある
いはセンターをゼロからつくっていきます。さまざまな
チームの編成をしていき、社会の問題を取り扱ってい
きます。ASUにおいてさまざまな学問分野を超えて一
つのセンターに集めるということは、何度も何度も繰
り返されていることで、これについてはまた後で議論
ができるかと思います。
［3-20］

そしてマトリックスをつくって、3方向からのアイデン
ティティを明らかにしていきます。アイデンティティとし
て研究のセンターもあり、また、より大きな枠組みに
おいて、グローバルな制度の持続可能性を考えること
が必要です。それから、持続可能な研究者のアイデン
ティティがあります。例えばソーラーセンターをつくっ
て、サステイナビリティの科学者として、そのサステイ
ナビリティの制度の中に入っていく、あるいは電気工
学者、そしてソーラーエネルギーの担当者であれば、
そこに入っていくということで、大学の中でいろいろ
なアイデンティティがあって、それが実現するというこ
とですが、まだマンチェスターではそこまで行っていま
せん。
また、例えばConditioning conditionsというもの
があります。このアイデアをどの大学にも簡単に入れ
るということではなくて、コンディショニングのための
条件としては、例えば国立大学、あるいは特定の地域
の人口動態がどうなっているか、その地域の経済が
どうであるか、政治の状態がどうであるか、すなわち
Michael Crowがやりたいと思っていることがきちんと
できているかどうかを考えます。そして彼は「アイビー
リーグだったらできなかったではないか」と言ってい
ます。より排他的なモデルを考えなければならないと。
従って、ここで興味深いのは、ある特定の場でしか
実現できないものもあるということです。起業家精神
というのは、その場を選ばなければいけません。それ
ができる場をどのように選択するかということが必要
です。日本中の大学にこのモデルを使えというわけで
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はなくて、マクロ経済やマクロ政策の背景が必要で、
特定の制度、歴史などがあってこそ、大学のさまざま
な順列の中で、適した場所が生まれてきます。
そして、実験や実証を通していろいろな作業をやっ

ていきます。官僚主義的なシステムでやるのではなく、
センターでの例えば5年間の実証を経ていき、それは
自己資金でやっていきます。つまりボトムアップのプロ
セスだということになります。
［3-21～22］

これはASUと1月にも話をしますが、やりたいこと
が幾つかあって、一つは、ASUのグローバル化という
ことです。グローバルというものを言っていくというこ
とです。これは阪大との関連もあるのではないかと思
います。
［3-23～24］

グッドユニバーシティのアイデアがあって、これは何
であるかということをより高めていきたいわけで、こ
れはケースタイプです。

ASUは今、変革時期だということです。一番上の段
階にまさにASUがあります。包括的で3万人の学生が
います。マンチェスターは4万人ですから、マンチェス
ターがこれをまだやっていないという口実にはなりま
せんが、アイビーリーグの大学とほぼ匹敵するもので
はないかと思います。
そして、イギリスのエクセターやウォーリックといった
大学も、RRIの中ではまさにこのようなことが起こりつ
つあります。伝統大学以上にいろいろな活動があり
ます。
あるいは、包括的で整合が取れていないという場合
は、新しいものが大学の中に外部の機関によって、あ
るいはお金を出す機関によって、強制的に入れられて
いて、大学としてやるべきことがそこには入っていて、
官僚主義的な活動がなされており、必ずしもその中に
きちんと取り込まれていないということです。大学の
中で整合が取られていません。官僚主義的な形で、
ただ入れられているだけのものです。
それから、小さくて整合が取れているのは、オラン

ダのような例です。ニッチ的な大学です。これは理解
や運営もしやすいです。
また、イギリスの幾つかの大学では、小さくて整合
が取れていないところもあります。マクロ経済的、あ
るいは政策的な脈絡があって、そして今、外から、中
央政府からの圧力をいろいろ受けて戦っているという
ことです。
［3-25］

今までいろいろな話をして、いろいろな提案をして
いますが、ボールは皆さんの方に投げ掛けられまし
た。日本の文脈でグッドユニバーシティということをま
た考えていただければと思います。
ありがとうございました（拍手）。

吉澤　ありがとうございました。とてもわくわくするよ
うな話でした。時間をかけてご説明を聞かせていた
だいたかいがあったと思います。このシンポジウムだ
けでなく、この数日間、日本滞在中、いろいろお話し
できることを大変うれしく思っています。「100人の声」
の一環として、どのような形でわれわれが貢献できる
かを考えていきたいと思います。
あと3名、ご講演いただきます。最初は、駐日EU代
表部の科学技術担当のBarbara Rhodeさんから、国
際的な文脈の中で、ヨーロッパと日本を比較しながら
お話を頂きます。

講演4

国際協働における研究倫理

Barbara Rhode
（Head of Science and Technology, EU Delegation to Japan）

皆さん、こんにちは。少し急いでお話をしなければ
いけないようです。ただ、私からもお話しする予定だっ
た内容もSallyからお話しいただきました。国際的な
倫理について話をするに当たって、マクロのレベルは
既にSallyさんからご紹介いただいたので、ミクロの話
をしたいと思います。「ホライズン2020」に関するお
話です。
［4-2］

それを始める前に、FP7の下で開始されたプロジェ
クトに大阪大学に参加いただくような可能性があるな
らば、ぜひお願いしたいと思います。まず、お願いか
ら始めたいと思います。いい形での協働になるので
はないかと思っています。ですから、何か契約上の変
更等が必要であるならば、もちろんブリュッセル本部
に伝えるので、おっしゃってください。
加藤先生、そして吉澤先生、ご招待に感謝申し上げ

ます。科学技術をずっと担当してきました。新しいコ
ンセプトが次々と登場する中で、日本に駐在しながら、
このような場で日本の科学技術とEUの科学技術を密
に結び付ける仕事に携わっています。

15年ぐらい前になるでしょうか。2000年ごろ、い
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ろいろな新しい研究が生まれて、良いのか悪いのかよ
く分からない状況も生まれました。これは良いサイエ
ンスだから前に進めていこうというものだけではなく、
常にリスクが伴い、あるいは異なる側面が同時に提
起されるようなものもありました。熟慮、議論、研究と
いったものがなければ、責任あるイノベーションにつな
がらないのではないかと思うようなものも次 と々出てき
ました。
［4-3］

そこで、どこから情報を得るのか、どこから知識を
得るのか、何を情報源とするのか、どのような原則、ど
のような価値観を適用するのか。どのように市民を巻
き込むのか、宗教の役割はどのようなものなのか。国
際的な協働を進めるに当たっては、文化的な背景につ
いても認識しておかなければいけません。最初から国
際的に協働するに当たって、正しいやり方をどのよう
に進めるのか。さまざまな指標を見ても、やはり協働
作業は必要と思われます。そうでなければ、サイエン
スが優れたものにはならないということです。
［4-4～7］

ヨーロッパは1500年ぐらいの時代は、さまざまな
国、文化的な背景も違って、いろいろな戦いもありま
した。これが今日のEUです。いい制度だと信じてやっ
てきました。対立関係も少なくなりました。しかし、文
化的な背景はだいぶ異なるし、それは日々感じること
です。「ホライズン2020」は、28のEU加盟国だけで
なく、全部で40カ国が参加しています。これは世界に
開かれています。他の国にもぜひ参加していただきた
いと思っています。日本は参加度合いがまだ限られて
いますが、参加者も増えており、どうすれば責任あるイ
ノベーションを進めることができるのかということを考
えるに至っています。
［4-8～10］

倫理の審査がもちろんあります。そのような評価の
手続きがあります。さっとお話をしていきます。幾つか
考えていただきたい問題があります。欧州評議会が
あり、こちらは価値に基盤を置いています。欧州連合
は価値に基盤を置くものではありません。もちろん基
本権憲章といった小さな本になっているものもありま
すが、そのような中でわれわれはネットワークを構築
し、さまざまな機関ともネットワーキングをし、国連や
WHOなどとも正式、非公式にネットワークしています。
そして、既存の各国の機関とも調整しながら、何を受
け入れることができ、何が受け入れられないのかとい
うことを確認しています。
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［4-11～13］

知識のパッケージはさまざまな分野に及んでいま
す。今、Sallyから話があったとおり、知識は国際的に
構築していかなければいけないのだということがお分
かりいただけたと思います。日本、アメリカ、中国、イ
ンド、ブラジル等々、このようなプロセスに参加する
国々は、分析研究に参加しています。EUには共同研
究センターがあります。それは科学のインパクトを考
え、将来の意思決定をどうすべきかを考えるものです。
STOAも先ほど話がありました。これは科学技術選択
評価委員会ということで、欧州議会に所属します。欧
州議会では、議員たちが自分たちの意思決定につい
て理解していかなければいけません。しかし、専門的、
技術的なバックグラウンドもないので、それをサポート
するものです。
また、倫理に関するグループもあります。それから、
非常に活発な社会科学、人文科学研究もあり、研究イ
ノベーション総局の中に倫理部門もあります。しかし
倫理を実行に移すためには、1万9000プロジェクト
がFP7の下にあります。従って、例えばチェックリスト
を通じて、あるいは事細かなところにまで及ぶ形で、
このプロジェクトは大丈夫なのかということをチェック
していく必要が生まれてきます。本当に深いところで
倫理的に正しいかどうかということを知らなければな
りません。そのための事後評価もあり、倫理審査もあ
ります。また、人をきちんと保護しているかどうか、動
物の保護、福祉、また、データの保護、プライバシー、
環境保護、非EU諸国の参加、それから、軍民利用
等々を排除するといったこともあります。
［4-14～30］

また、どのようなものはファイナンスしないのか。例
えば生殖目的のためのヒトのクローニングは駄目で
す。また、ヒトの遺伝的な遺産を変更してしまうような
研究活動は駄目です。また、ヒトの胚を純粋研究目
的のためにつくり出す、あるいは幹細胞を調達する目
的のためにつくり出すというのは駄目ということです。
ノーベル賞受賞者の山中教授は、やはり優れたサイエ
ンスを実践していらっしゃると思います。ヒトの幹細胞
の研究がこれから先どのように進んでいけばいいのか
分からなくなったときに、国民が支持し得るような形に
山中先生は持っていってくださったと思います。深く広
く長く考えることによって、さまざまな矛盾を克服され
ました。従って、それがExcellent Scienceの代表例
であると思っています。
ここで唯一申し上げたいのは、自国でやらないよう
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なことには資金を付けないということです。いかなる
研究であっても、あるいは国際共同で他国と協働して
いる場合、何かわが国において、あるいは各国、EU

加盟国において認められないことはやらない。例え
ばアフリカ、インド、ブラジル、中国など、どこであろ
うと、われわれ自身が正当化できないようなことには
資金を付けないということです。ちょっとした例です
が、中国との協働を遺伝の分野で模索していたとき
に、まず中国内部でのシステムを理解する意味で、ク
リニックなどを訪れてみたところ、もし倫理がしっかり
していることが確認できたならば、それを進めていくこ
とができます。
時間もなくなってきたので、取りあえずここでやめて
おきます。ありがとうございました。ご清聴感謝申し
上げます（拍手）。
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吉澤　時間を厳守いただきまして、ありがとうございま
す。このポイントについては、また戻って触れると思い
ますし、RRIの国際的な側面については、後で議論が
できるかと思います。
では、次の演者をお招きします。加藤和人先生で
す。大阪大学大学院医学系研究科の私の上司である
教授です。お願いします。

講演5

生物医学における責任ある研究活動

加藤和人
（大阪大学大学院医学系研究科 教授）

今日は彼が私のボスです。ありがとうございます。
シンポジウム主催者として、演者の皆さまに、またこ
こに来てくださった皆さまに感謝申し上げます。今日
のシンポジウムが学術的な、ここにいる人たちのディ
スカッションに寄与するだけでなく、これがスタートと
なって、新しいネットワークや協力が生まれ、人と人と
の協力がさらに進むことを願います。今日のお話は、
「生物医学における責任ある研究活動」というテー
マです。私が使える以上の数のスライドを出している
ので、幾つか飛ばしながら進めます。また、質問があ
れば聞いていただければと思います。
［5-2］

生物医学の研究ということですので、ミクロのレベ
ルのお話になります。皆さまもご存じのように、この
10～20年、生物医学の研究は劇的に進歩を続けまし
た。多くの発見もありますし、また、Barbaraさんから
もiPS細胞について言及がありましたが、昨年はノー
ベル賞の対象にもなりました。iPS細胞は、基礎研究
にも再生医療にも、そして創薬、その他多くのところ
で非常に有用になっています。そして、ヒトゲノム、ヒ
ト遺伝学もこの数年で劇的に進歩しています。新しい
シークエンス技術の成果です。また、製薬研究も最近
では非常に活発になっています。産学の協力もどんど
ん増えています。
それと同時に、この領域では多くの倫理社会問題
が出てきました。例えば、幹細胞研究では幾つかの
領域で、倫理問題についていろいろな議論があります
し、出産前の遺伝子検査、そして、直接、消費者に働
き掛ける遺伝子検査はさまざまな論争となっています。
ある、よく知られている企業が突如としてストップした
サービスがあります。これはアメリカの方はよくご存じ

かもしれません。また、ヒトを対象とした臨床研究は難
しい面もあり、またさまざまな論争にもなる分野です。
［5-3］

今日は二つだけ例を出しました。一つは幹細胞に
関するものです。これは移植用の臓器をつくる場合に、
まだやっていませんが、人と動物のキメラでつくるとい
う計画があります。東京のある教授は、ヒトのiPS細
胞を使うことを考えています。iPS細胞はさまざまな細
胞へと成長していくわけで、ヒトのiPS細胞を動物の胚
に入れようとしています。大きさとしては、ブタ等の中
規模の体の動物の中にそれを入れる、それも、遺伝子
操作で特定の臓器ができなくしておいた動物の中にヒ
トのiPS細胞を入れます。生物学者でない方々に理解
していただきたいのですが、遺伝子操作で臓器ができ
なくなった動物の中に入れ、動物の体の中にヒトの臓
器をつくるのです。それができたら、その臓器をヒト
に移植することができるのではないかということです。
ここで対象となっているのは膵臓です。
世界中にはいろいろな規制があり、国によっても違
います。例えばアメリカでは、このような研究は必ずし
も禁止されていません。実験をしてよい条件としては
倫理委員会からの承認を得るというものです。一方、
日本のガイドラインではこうした実験は長らく認められ
ていませんでしたが、今年になって科学技術政策担当
の専門の生命倫理委員会で、この禁止を解除すること
になっているということで、関心のある方はこちらの文
献をご参照ください。私の意見としては、これは最近
の政策ですが、もう少し社会での議論が必要ではない
かと考えます。
［5-4～6］

2例目も非常に大きな論争になっている日本での事
例です。ディオバンという降圧剤の臨床研究に関して、
京都大学のある医師がコメントを出して、この論文は
少しおかしいのではないかということを書きました。こ
の薬は長年にわたって高血圧の治療剤として使われて
きていました。しかし、幾つかの研究成果として、この
薬が降圧作用以外の効果を持つことが示されたという
ことでした。しかし、このコメントが出てから、今の研
究に関する論文が撤回されました。これは全部日本か
ら出た論文でした。五つの大学がこれを調査して、当
該企業ノバルティスも委員会を設置して調査を行いま
した。
結果は、簡単に言うと、何かおかしいということで

した。2種類の問題が出てきました。一つは研究デー
タの偽造、もう一つは、COI（Conflict of Interest:利

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

4342



講演5　生物医学における責任ある研究活動

益相反）の取り扱いが不明瞭であったということです。
詳細をお話しすることが今日の本題ではありません
が、この件に関しては政府も積極的に調査を行ってい
ます。厚労省が中間報告を出しており、詳細は言いま
せんが、幾つかのことが指摘されています。
責任ある研究を行うということで、いろいろなこと

があると思いますが、まず大事な点は、政府から出さ
れている提案をどのように実践していくかということ
です。
［5-7］

次に、私のメーンメッセージに話を飛ばします。左
側をご覧ください。日本は中央集権的なアプローチを
取っており、政府、大学関係のハイレベルの人たちが
社会の問題を担当します。そのため、たくさんのガイド
ラインや法律などが出ています。
ただ、私自身、遺伝学を含めて、国際的なプロセス

あるいは研究にも携わっていますが、この結果、少な
くとも幾つかの西欧での活動において、これは一般化
できない話ですが、幾つかの領域においては、多くの
人たちが協力をします。患者団体や市民団体、あるい
は人権団体、社会科学の人たち、自然科学の人たち
などが入ります。こうした協力は非常に大事だと思い
ます。
私の意見としては、どうやってこのようなボトムの
部分での活動を活発化させるかということが、日本に
とって大きな課題だと考えます。ここだけでなく、多く
の領域について、当てはまることだと思います。
［5-8］

政府あるいは日本の学術会議などで高名な先生方
がいろいろな報告書を作成されていますが、問題にな
る重要な部分はやはり大学だと思います。私たちが
自問しなければならないのは、何ができるか、何をす
べきかということです。大学で、そして研究センターで
の役割を考えなければなりません。対象は明らかで、
まずは院生や若い研究者です。そして、シニアの研究
者も重要です。保守的な人もいます。それから、倫理
委員会などが大事になってきます。ボトムでの活動を
いかに活発化させるかが重要です。
先ほど、社会で論争となっている典型例をディオバン

という薬に関して申し上げましたが、ボトムの活動をい
かに活発にするかという原則は他にも当てはまります。
例えばヒトゲノムの研究や、ナノテクノロジーや幹細胞
など、いろいろな領域に当てはまりますし、倫理の問
題にも当てはまります。従って、責任ある研究・イノベー
ションの規範というときには、実践面での活動を考え
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なければなりません。そうでなければ、学術的な研究
をしながらも、何も変わらないということになります。
［5-9～13］

これはかつての活動内容の歴史です。このような活
動を自らやっていきたいと考えながら、少なくとも幾つ
かはゲノム研究、幹細胞研究の領域でやっています。
ゲノムに関しては、大阪でゲノムELSIユニットのリード
を取っています。四つのミッションがあります。
多くの活動のごく一つですが、ワークショップを開

きました。ヒトゲノム研究の倫理的なレビューのワー
クショップで、全国規模で行いました。このような活
動がやはり重要だと思います。世界各地共通でよく見
られると言われるかもしれませんが、私としては、こう
した概念や規範の研究やイノベーションに関する側面
は、皆さんが今日お話しになった部分ですが、これを
このような活動に持っていきたい。すなわち、ボトム
から規範に関わる活動にしていきたいと思っています。
［5-14～16］

私たちのグループのメンバーの名前を全部言いま
せんでしたが、大北全俊さんがいらっしゃいます。この
スライドは少し混乱させてしまうかもしれませんが、私
は医学部におりまして、倫理の問題としていろいろなと
ころを取り上げています。研究倫理、臨床研究、そし
て公衆衛生の倫理も重要です。そこで、大北さんに最
近来てもらって、倫理規制、倫理政策における公衆衛
生部分での国家の役割ということを考えてもらってい
ます。これ自身、非常に興味深いものだと私も考えて
います。
全体として申し上げたいのは、研究者の果たす役

割、そして大学の役割、国や個人、また社会的な枠組
みの役割、それから政治理念とも関わる部分があり、
これらが大変重要だと思います。責任ある研究・イノ
ベーションにはこれらが非常に重要であり、まず、トッ
プを動かすことを意識しながらも、具体的にはボトム
から始めたいと。トップというと政府を指すこともあ
れば、概念、あるいは規範的な志向を指すこともあり
ます。
ありがとうございました（拍手）。

吉澤　ありがとうございます。RRIは倫理という側面
からも捉えなければいけないわけで、下から上から、
あるいはミクロ、メタ、いろいろなアプローチが必要だ
ということで、後ほどまた議論できればと思います。
それでは、最後の講演者は、大阪大学コミュニケー

ションデザイン・センターの平川秀幸 准教授です。

その後、2006年から2010年にかけて第3期の基
本計画があり、その後に、東日本大震災と福島第一原
発の事故が日本を襲いました。そして、その5カ月後、
2011年8月に政府は第4期の科学技術基本計画を
開始しました。
［6-6］

この日本の科学技術イノベーション政策の流れの
中で、RRIに関して特徴的なのは、科学技術と社会に
関する課題や理念が徐々に取り入れられてきたことで
す。計画が進むにつれて、科学技術と社会との関係に
関する様々なトピックが増えてきたのです。
　第1期では、国民の理解増進と関心の喚起というと
ころに軸足がありましたが、「社会のための、社会の
中の科学技術」ということが打ち出されるようになって
からは、さらに概念が広げられ、科学技術活動につい
ての社会とのチャンネルの構築、ELSI（科学技術の
倫理的・法的・社会的問題）、政策への国民の参加、
また、テクノロジーアセスメントなども含まれるように
なりました。
以上が、日本の科学技術イノベーション政策の歴史

の概略です。
［6-7］

次に、簡単にRISTEXの活動について説明します。
これは日本における先導的なRRIのプログラムです。
［6-8］

中身はかなりあるので詳しくはお話ししませんが、ま
ず、そもそもRISTEXとは何かということからお話しし
ます。RISTEXは科学技術振興機構の一部で、99年
のブタペスト宣言の「社会の中の科学、社会のための
科学」の理念に基づいて2001年に設立されました。
ミッションとしては、現実の社会問題に対して解決策を
見いだすことを狙った研究開発を助成することによっ
て、社会的で公共的な価値を創造していくことを掲げ
ています。2001年以降、180以上のプロジェクトを
助成しています。予算は2013年度で18億円です。
［6-9］

RISTEXの活動の特徴は、このスライドのとおりで
す。活動の出発点は、対応すべき社会的な問題を特
定することです。そして、社会的な課題を概観すべく
プロット図を描き、研究開発の重点分野を定めます。
これらはワークショップやステークホルダーに対するイ
ンタビューを通じて行われます。そうやって、研究開発
が始まります。

RISTEXが助成する研究開発プロジェクトには三つ
の特徴があります。第一に学際的なアプローチ、第二
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講演6

日本における責任ある研究とイノベーション：
成果とこれからの課題

平川秀幸
（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 准教授）

ご招待いただき、感謝申し上げます。皆さまにお話
ができて大変光栄です。ここでは、日本におけるRRI

の過去20年、15年の歴史を皆さんに簡単にお話しし
たいと思います。
［6-2］

これが話の概要です。
［6-3］

最初に、簡単に1990年代半ば以降の日本の科学
技術イノベーション政策についてお話をします。
［6-4］

この時期の出発点は、科学技術基本法という新し
い法的枠組みの成立でした。1995年の制定です。そ
れを受けて、第1期科学技術基本計画という5年計画
が策定されました。1996～2000年が第1期です。
　この動きと並行して、幾つかの大きな危機が日本社
会を襲いました。まず、阪神・淡路大震災がありまし
た。1月17日早朝に非常に大きな地震が神戸を襲い
ました。3月20日にはカルト宗教団体による東京地
下鉄のサリン事件がありました。そして95年末、12月
8日にさらに大きな科学技術関連の事故がありました。
高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏えい火災事故
です。それからも原子力関係の事故が続きました。東
海村動燃の再処理工場の火災事故が1997年、そして
東海村JCOの臨界事故が1999年のことでした。
　他方、このような危機と並行して、東海村JCO臨界
事故の2カ月前にハンガリーのブダペストで世界科
学会議が開催され、科学の役割に関する「ブダペスト
宣言」が採択されました。その中で打ち出されたの
が「社会における科学と社会のための科学」という
科学の新しい役割についての考え方でした。これが
2000年以降、日本の科学技術政策の新たなコンセプ
トとして採用されることになります。
［6-5］

まず2001年には、「社会における科学技術、社会
のための科学技術」というコンセプトが第2期科学技
術基本計画の中で新たに打ち出され、その結果、社
会技術研究開発センター（RISTEX）という組織が、
社会のための科学技術の研究を推進する機関として
新設されました。
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にステークホルダーとの協働です。第三には、ハンズ
オン方式の研究開発マネジメントがあります。研究開
発プロジェクトは、RISTEXの領域総括や領域アドバ
イザーと密接に意見交換等をしながら進められます。
RISTEXが研究開発の全プロセスの運営管理に責任を
負っているのです。毎年1または2回、全プロジェク
トの代表者を集めた合宿を行い、プロジェクト間の意
見交換を行ったり、夜は飲みながら大いに議論したり
しています。それがRISTEXの基本的なマネジメントの
やり方です。
［6-10～13］

このスライドが、RISTEXの助成プロセスで、これ
が組織図、これが運営されているプログラムの一覧で
す。そしてこれはRISTEXが助成しているプロジェクト
の数と地理分布を地図に示したものです。
［6-14］

最後にこれは、非常に成功したプロジェクトの例で
す。実際の社会の中で非常に役立った成果を生み出
した津波災害の啓発活動プロジェクトで、これによっ
て岩手県釡石市の小中学生たち2926名が東日本大
震災の津波から救われました。
［6-15］

ちなみに吉澤さんと加藤さん、そして私もRISTEXプ
ロジェクトのメンバーでした。吉澤さんは2007年か
ら2011年に助成されたI2TAプロジェクト（「先進技
術の社会影響評価（テクノロジーアセスメント）手法
の開発と社会への定着」）、加藤さんと私は2007年
から2012年に助成されたDeCoCiSプロジェクト（「市
民と専門家の熟議と協働のための手法とインタフェイ
ス組織の開発」）のメンバーでした。
［6-16］

ここからは、最後のメインのお話です。これは日本
の科学技術イノベーション政策と責任ある研究・イノ
ベーションに関わる研究開発活動のこれまての達成と
将来の課題です。
［6-17］

そのためにまず、日本のRRIと関連政策の分析枠
組みを導入します。RRIのトライアングルということで、
三つの要素があります。一つが研究とイノベーション、
二つめが規制活動、三つめがコミュニケーションです。
このトライアングルでは、規制とコミュニケーションは、
RRIのガバナンスにおける反省的（reflexive）で、（ア
クターの参加に関して）開放的で包括的な次元を形
作っており、政策アリーナや市場、アカデミア、そして
公共圏において、実現性があり望ましいものとして形
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成され競われる将来の選択肢の広がりをもたらします。
［6-18～22］

この枠組みを使ってここでは、RRIに関わる研究や
実践の成果を三つの側面で議論してみたいと思いま
す。最初の成果は、規制とコミュニケーションが関わ
るもので、RRIのトライアングルの底辺に当たります。
この側面では、この表にあるように、さまざまな形で
の市民参加型のテクノロジーアセスメントの試みが
1990年代末ぐらいから見られています。30以上がこ
れまで実施されています。
方法論としてはいろいろなものがあります。例えば

コンセンサス会議、シナリオワークショップ、市民陪
審、あるいは討論型世論調査など、いろいろあります。
ほとんどは研究者が主催者となっていましたが、中に
は国や地方自治体が主催者となり、研究者と協力して
開催したものもありました。
［6-23］

成果の二つ目の側面は、イノベーションとコミュニ
ケーションに関することで、三つの領域で成果があり
ました。第一はサイエンスコミュニケーションの実践
や研究が2000年代半ばから活発になったことです。
第2期、第3期の科学技術基本計画において、サイエ
ンスコミュニケーションが推進対象とされました。その
ためいくつかの大学では、サイエンスコミュニケーター
やサイエンスジャーナリストのトレーニングコースが設
けられました。たとえば北海道大学、東京大学、早稲
田大学は、大学院でのコースとしてサイエンスコミュニ
ケーター、サイエンスジャーナリストを育成するコース
を開講しました。このうち北海道大学のコースは一般
市民も受講可能です。大阪大学も含めた他大学や科
学館・科学博物館でも同様のプログラムが設けられて
います。
これと並んで、サイエンスカフェも多く開かれるよう
になりました。これは90年代末に英国で始まったも
のですが、2004～ 2005年ぐらいに、日本でも有
志の研究者などが、その考え方を導入し、開始しまし
た。科学技術と社会の新しい関係について特集した
2004年度の『科学技術白書』でも、新しい科学のコ
ミュニケーションのあり方として紹介されました。今で
は年間1000以上のカフェが開催されています。大阪
大学にもScience Cafe at Machikaneyamaというも
のがあります。待兼山というのは大阪大学のもう一つ
のキャンパスの地名です。
［6-24］

イノベーションとコミュニケーションに関する第二
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の成果は、ステークホルダーの関与です。先ほどの
RISTEXプロジェクトが最も典型的ですので、これは説
明を割愛します。
［6-25～26］

そして、もう一つ、より最近の成果としてはイノベー
ション対話というものがあります。これは、COI（Center 

of Innovation） Stream（革新的イノベーション創出
プログラム）という文科省の新しい産学連携の政策の
一部として打ち出されたもので、今年から始まりまし
た。この枠組みの下でイノベーション対話は、新たな
産学連携推進のためのツールとして捉えられています。
デザインシンキング、バックキャスティング、ワールドカ
フェ、フューチャーセッション、ニーズ－シーズマッチン
グ等々があり、私もこの政策には若干関与しています。
［6-27］

最後に、幾つか限界と今後の課題についてお話を
します。第一に、規制とコミュニケーションに関して、
市民参加型のTAの活動について言うと、この分野で
は実践者と研究者の数がまだまだ少ないということが
挙げられます。そのため、政策に対しても、研究ある
いはイノベーションに対しても、インパクトはほとんど
見られません。将来的に、それらの活動を、政策や研
究・イノベーションの実際のプロセスにどう結び付け
ていき、社会的なインパクトを大きくするのかが課題
です。
［6-28］

第二に、イノベーションとコミュニケーションに関し
ては、サイエンスコミュニケーションの問題がありま
す。その限界は、サイエンスコミュニケーションの主要
な目的が、研究のアウトリーチや、科学についての公
衆の関心喚起、理解増進にもっぱら限られていること
です。このため現状では、この活動には社会や政策
に対する含意はほとんどありません。社会的な文脈に
結び付けること自体が、その課題だといえます。
第三に、ステークホルダーの関与についてです。ス

テークホルダーの関与に基づいた多くのプロジェクト
がRISTEXの助成を受けていますが、研究成果を実際
の社会の問題現場や政策に実装するに当たっては難
しさを感じており、社会的なインパクトを実質的に生
み出すまでにはなかなか至っていません。従って課
題は、成果の実装をどのように推進するのか、成果の
社会的意義をどのように高めていけばいいのか、そし
て、研究とステークホルダー関与の実践を強化するた
めに、経験や専門性の共有を通じて実践者をどうエン
パワーしていくかということになります。

最後はイノベーション対話についてです。これは始
まったばかりですので、限界はこれまでのところとくに
確認されていません。しかし、将来の課題としては、参
加型TAと結びつけるなどして、社会的な価値や問題へ
の反省的視点をどうやってイノベーション対話のプロ
セスに統合していけるかが重要だと思います。それな
しには、RRIに不可欠なリフレクシヴィティの次元を欠
いてしまうことになります。加えて、実践者のコミュニ
ティをどう拡大していくのか、彼らをどうエンパワーし、
経験と専門知識を共有していくかということも重要な
課題です。
以上です。ありがとうございました（拍手）。

吉澤　日本の文脈、歴史について、概要をお話しい
ただき、ありがとうございました。
それでは、短いブレークを取りたいと思います。
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吉澤　お戻りいただいてありがとうございます。パネ
ルディスカッションをスタートします。まず、質疑から
始めたいと思います。発表してくださった方に対する
質疑、それから鍵となる課題について議論したいと思
います。

Erik Fisher先生への質問です。STIRプロジェクト
における市民参加、関わりについて教えてくださいと
いうことです。自然科学と社会科学の統合は非常に
いいということでのテーマです。

Fisher　ありがとうございます。科学と技術の統合
におけるパブリックの果たす役割に関するご質問で
すが、残念ながら、非常に小さな役割になっていま
す。社会と技術の統合は、一つのメカニズムにしかす
ぎず、多くある中の一つです。そして、市民関与は、ま
た別のエンゲージメントで、いずれ両方が一緒にうま
く機能しなければ、相乗効果を果たさなければ効果は
ないと思います。
社会と技術の統合は、ある意味、そのインスピレー

ションの源となったのは、上流での市民関与が欠けて
いたということです。2000年代初めに出たイギリス
の文献をご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、
Public Understanding of Science（PUS）モデルと
いうものがあります。これは公衆が科学を理解してい
ない、従って、真理を教え続けなければいけないとい
う考え方です。
このモデルへの批判もあります。公衆は科学を分
かっているのだけれども、その分かり方は科学者とは
また違う切り口なので、多元的な形でさまざまな側面
での理解を科学や社会に対して持つことが必要だとい
う考え方です。これが上流における市民関与と呼ば
れているものです。前者のモデル、すなわち公衆が
理解不足だというものをうまく批判して、その中にはい
ろいろなアイデアが入っていますが、その前提となっ
たのは、社会の人たちが科学者と会話をしたならば、
科学者が何か違うことをするだろうという前提でした。
従って、市民関与についての活動を見たときに、だか
らといって、科学者が何か違うことをするに至るとは
考えられないと思いました。
市民関与活動が何をしようとしているかというと、よ

り幅広い対話を社会で促そうというもので、そういう
意味では成功しています。その一環としては、研究に
対する政策設定を変え、例えば研究会をはじめ、イノ
ベーションプロセスに向かう形での形づくりを変えて
いきました。従って、専門家における技術的な活動が

幾つかの会話だけで変わるものではないと思います。
従って、社会と技術の統合というのは、別の一つのメ
カニズムとして既に活発に会話をされているものに加
えられたと私は理解しています。ですから、社会と技
術の統合というのは、一つのメカニズムとして技術を
形づくる機能があるだけでなく、専門家の意識を広
げ、より寛容さを持って、より直感的に社会の価値観
を理解できるようにするものだと考えています。
市民関与と社会と技術の統合の関係の一つの見方

としては、いずれもダイナミックな過程であり、それを
一緒に合わせることによって、さらに豊かなものにな
れると考えます。

吉澤　ありがとうございます。 次の質問は、Sally 

Randlesさんです。RRIのFP7のターゲットは生物医
学も入っていますか。

Randles　生物医学の分野もターゲットに入っている
かということですが、私たちは倫理だけを明示的に見
ているわけではありません。医療と健康という文脈は
見ていますが、それは規制とガバナンスという手段の
形です。これはまた別の規範行動になります。

ELSI研究というのは一つ興味があります。ELSIの
倫理は、例えば責任ある医療研究者の行動というも
のが入っています。書誌目録ということで、先ほどの
「100人の声」プロジェクトの一環として検討してい
ます。そして生命倫理、あるいは道徳倫理の分野は最
も大きな部分になるかと思います。責任ある研究・イ
ノベーションというのは、まさにアメリカの文献からも
大きな影響を受けており、RRIの一番古い文献はそこ
にあると思うので、そこが核となる部分です。
すなわち、既にいろいろな作業がなされています。
われわれはそれを明晰にやっているわけではありませ
んが、しかし生命倫理というよりも、その論争の部分を
やっています。例えば移植の部分で、FP7の中でやっ
ています。
また、ICTを多くのプラットフォームに応用するとい

う分野です。例えば、生物分野におけるICTという別
のプロジェクトも存在します。

Rhode　少し加えさせていただきます。1万9000の
プロジェクトのうちの一つであって、データベースを検
索すると、他にも特にこれらの問題を取り上げたもの
があると思います。プロジェクトのキーワードを入れ
れば、検索ができます。データベースはCORDISにも

載っているし、あるいはGoogleで「CORDIS FP7プロ
ジェクト」と検索すれば、すぐに出てきます。

吉澤　Sallyさん、生物医学と他の領域で、われわれ
の活動として何か違いがあると思いますか。

Randles　多くの一つだと思っています。確立された
期間が長いということで、常に検討を続けていくこと
が必要です。新しい領域にこれをいかに当てはめるか
ということが重要だという話がありましたが、新しい研
究をそこから生み出すということでなく、体系的に疑
問や問題をいかに応用していくかということだと思い
ます。

加藤　私の質問、問い掛けでしたが、われわれの学
部にとってそれは非常に重要なものです。われわれは
生物医学の真っただ中にいるわけで、科学研究も行っ
ています。生物医学、あるいは医学があまりにもアメ
リカでは支配的で、私のヨーロッパの印象としては、
非医学の科学技術の分野の人の方が多いように思い
ます。
そこで思うのは、ウェルカム財団からの資金提供

で、例えば社会や科学、あるいは医療や科学のプロ
グラムの資金提供の影響力が何か働いているのでは
ないかと。従って、イギリスの場合は研究活動が多い
ですよね。
言いたいのは、先ほど講演で言ったことと同じで、
新しい、あるいは良い規範的・概念的な枠組みを、ど
のように責任ある研究・イノベーションとして作り上げ
るかということを、生物医学研究の領域でやっていき
たいというのが私の関心事です。当然、皆さんのよう
な専門家の経験も伺いたいのですが、社会倫理的な
側面を生物医学で検討している人もいます。それは少
し違うと思います。いずれにしてもいろいろな領域で
の活動があると思います。少しオープンな形で質問を
投げ掛けてみます。

Fleischer　部分的にお答えしたいと思います。ヨー
ロッパを見ると二つの点があります。EUのレベルは全
ての文書が英語で発表され、複雑な交渉をEUレベル
で全て確認することができます。また、加盟国のレベ
ルで各国の機関などが政策立案者、あるいは倫理機
関と話をする。そして、国際的な場では、そのような英
語で文献を発表するのは英国などの機関の場合が多
いです。そして、他の27カ国は各国の言語で発表して

パネルディスカッション
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いるので、このようなものを国際的に理解される言語
で発表すべきではないかということです。その意味で、
各国の助言組織や諮問機関、さまざまな組織・機関
が科学技術の倫理を扱っています。国の倫理評議会
がドイツにもあります。ということは、生命倫理がもち
ろん主要な部分を占めますが、単にそれだけに限られ
たものではありません。
また、他の、より小さな加盟国においても別の組織
があります。従って、ヨーロッパと一口に言ってもかな
り違いがあるということで、これはまた別の興味深い
トピックではないかと思います。
もう一つの側面として、これはご質問にはありませ
んでしたが、市民参加型のTAにおいては、われわれ
の経験でお話ししたいことは、加盟国の中核グループ
で、市民参加型のTAを10～15年やってきたところと、
全く経験のない加盟国もあります。それが同じEUの
中に存在するということです。特に新しく加盟したと
ころに限らない話で、EUとしては経験を共有すること
が重要になります。PACITA（Parliaments and Civil 

Society in Technology Assessment）というものが
あります。これはインターネットでも検索できますが、
他国に経験を開示するというものです。
例えば中国やインドでも、グローバルな形で、われ
われがヨーロッパでの経験を共有している別のプロ
ジェクトもあります。文化的な背景も、歴史的な背景
も違う、例えばブラジルやアフリカの人たちにも広げ
て、意見交換、あるいは経験交換をしていくという場
はモデルとして存在します。文化的な背景の違う中で、
さまざまな枠組みとして、どのようなものが運用できる
のかということをさらに広げていくことができれば、生
命倫理においても、市民参加型のTAにおいても有用
ではないかと思います。

Fisher　アメリカについて少しお話しします。社会と
技術の統合において、また、中流調整においては、ヒ
トゲノムプロジェクトに関して、ELSIのプログラムが失
望につながったことが出発点となりました。そのこと
によって、生命倫理の国内産業が繁栄するようになり
ました。それによって、生命倫理の研究者の間のディ
スカッションが広まりました。しかし、それが政策、あ
るいは科学研究の現場に広がらなかったということも
あると思います。
従って、並行するプログラムとして出てきたのが統合

プログラムであり、ナノテクノロジーのプログラムはま
さにその中に入ります。従って、議会の法律作成者は

いい仕事をしたと思います。ELSIのモデルは、実際
的なインパクトをもたらすことができなかったので、も
う少し研究に対してインパクトを与えられるようなもの
が欲しいということで、取りあえずELSIを諦めて、別
の統合モデルに移っていったという経緯があります。
もう一つ申し上げるならば、中流を変えていくという
ことは、研究開発は既に認可したことが前提となって
いるわけで、そこでは論争はありません。むしろ研究
の実施の在り方というところにおいて、課題が移った
ということです。従って、幹細胞研究においてアメリカ
では、あまりにも実施において論争があるので、中流
調整というのはアプローチとしては正しくありません。
社会と技術の統合もあまり良くありません。もっと政
策決定が必要であるという場合には、文化的な文脈を
考えて、どのような価値観が重要とされるかということ
を確認しなければいけないと思います。
一つ興味深いシフトがあります。ブッシュ政権から

オバマ政権に移ったときに、生命倫理においてシフト
がありました。ブッシュ政権は反科学であると言われ
ました。そして、特定の保守的な価値観を打ち出して
きたと非難されました。それに対して、私の同僚が本
を書きました。Leon Kassの生命倫理委員会が基本
的なところで深く問い掛けをし、研究をしました。それ
は一般国民の間で深い議論を呼び覚ますことが目的
でした。別に研究を変えようというところに軸足があっ
たわけではありません。
また、オバマ政権の生命倫理に対するアプローチ
は、研究を調整しようとするのではなく、熟慮を深め
るというのではなく、プロセスを合理化するということ
で、チェックボックスという手法を使うようになりまし
た。英国やEUで使われる手法で、行政の観点から言
うならば、きっちりと前に進めていくために合理的に
考えようというアプローチです。もちろん合理化して前
に進めていくという考え方は理解できますが、最終的
にそれは失敗し得るのです。それは一般市民の間で
価値観の衝突を解決することができなければ、失敗に
終わりがちになってしまいます。それが私の意見です。
異なる二つのモデルです。一つは熟慮的なモデル

であり、もう一つは官僚的な合理化モデルで、効率優
先ということです。二つの異なる選択肢がアメリカで
あり、消えたり現れたりしています。それが収斂してい
るかどうかというと、収斂していないと思いますが、私
が驚くのは、このような統合に関する仕事は、生物医
学研究の外で行われているということです。橋渡し医
療に対してのプッシュがアメリカでは非常に大きいか

らかもしれません。

Rhode　ごく簡単に申し上げます。第一に、ご質問に
戻ると、プロジェクトにはいつでも参加していただけま
す。どのようなプロジェクトが今、継続中なのか調べ
なかったので、分かりませんでしたが、インド、ブラジ
ル、中国等について話がありました。このようなプロ
ジェクトがあるので、もし先生の側でプロジェクトの予
算が確保できたということであれば、主催者にコンタ
クトをとっていただいて、参加したいとおっしゃってい
ただければ可能になります。
もう一つ、倫理審査に関してです。時間が短かった
ので詳しくお話しできませんでしたが、言いたかったの
は、倫理審査はヨーロッパにおいて、確かに今ではか
なり効率的にされていますが、スクリーニングがありま
す。何も問題がなければ、段階を進めていくことがで
きます。ただし、倫理の問題がきちんと理解されてい
ないと思った場合には、2段階、3段階に行って深く掘
り下げて、倫理について審査を進めていくことができ
ます。そして、もっと専門家を招いて、外部からのアド
バイスを得てくださいというようなことをアドバイスと
して出すことができます。チェックリストではありませ
んが、やはり人にそれをチェックしてもらうという作業
です。

吉澤　それでは、次の質問に移ってもいいでしょうか。
同じような質問が来ています。産業界は倫理的な障壁
にどう対応しているのでしょうか。産業界の役割はど
うでしょうか。Sallyさんは多国籍企業についても若干
触れられましたが、どうでしょうか。

Randles　答えはまだ持っていませんが、とても重
要だと思います。明日の［GRIPSでの］発表で、具
体的に欧州委員会が「ホライズン2020」で何を求め
ているかについて話をします。Governance for the 

Advancement of Responsible Research and Inno-

vation（GARRI）でも、CSR、多国籍企業の問題が取
り上げられています。適切な形で十分検討されていな
い分野の一つだと思います。
いろいろなテクニックがあります。一つはテクノロ

ジーアセスメントです。BASFはサイエンスコンサルタ
ントと一緒に、ライフサイクル分析をやっています。多
分、ナノ粒子に絡んでだと思います。そしてテクニカ
ルレビューをするということで、これもまた、バリュー
ベースのアプローチで、企業の社会における責任ある
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位置付けということで、技術的なツールではなく、制
度化に基づく考え方です。企業がその活動をするに
当たって、ガバナンスはどうなっているのか、黒字をど
のように配分していくのか、そして社会に対する役割を
理解しているかどうかということで、これは大きな研究
分野としてこれから台頭してくると思います。
スケーラビリティの問題は多分、新しい「ホライズン

2020」に組み込まれていると思います。従って、数多
くの小さな実験があって、Erikが言ったように、それが
より高いレベルで評価され、そしてもっと大きなスケー
ルアップしたレベルで行われていきます。従って、ナノ
ダイアログは、さまざまなプロジェクトがあってお互い
から必ずしも学び合うものではなく、あるいは、教訓
があるとするならば、それは将来的により大きな教訓
を全体として学べるようにするということだと思います。

Fleischer　業界との協力ということで私の経験を言
うと、動物園の中に他にもっとたくさん動物があるの
で、業界と言うと大きすぎると思います。そこで、まず
区別しなければいけないのは、多国籍と中小企業で
す。中小企業であれば、人材もリソースも十分にあり
ません。これは例外を幾つか除いてということになり
ます。一方、多国籍企業はリソースがあって、経験も
人材も、またヨーロッパでは労働組合も強いので、そ
こで協力も得られます。そこにはやはり違いがありま
す。また、全ての多国籍企業の振る舞いも、それぞれ
同じグループでも違います。中小企業の中でも、若い
会社の中にはグリーンエコノミー、グリーン製品といっ
たビジネスモデルとして環境意識の高い、ある意味、
ビジネスプランにおいても責任を持ったところもあり
ます。一方においては、新規の企業として何でもいい
から売れるもの、とにかく利益優先というところで、ビ
ジネスプランについても責任に関して無限の部分もあ
ります。
多国籍企業もやはりそうです。両方極端なものもあ

ります。そして、その中間もあります。興味深いのは、
先ほどSallyも言いましたが、例えばドイツの化学の多
国籍企業はステークホルダーとしていろいろ活動し、
その理由は二つありました。一つは下流のユーザー
からの圧力です。化学製品を作って売っている、下流
の例えばエレクトロニクスや繊維、車を造っている会
社はBASFが売っているナノ粒子についての情報をき
ちんと持って、それを顧客に伝えたいと言っています。
ですから、下流のユーザーからステークホルダーとの
対話が求められ、それは下流のユーザーとBASFの組

合と、それから研究者を巻き込みました。
他の化学会社であればこうした対話は全く嫌だと抵
抗するところもあり、独自の製品開発をして、政治や
社会からのインプットを無視するところもあるでしょう。
ですから、これを一般化することはできません。動物
園は見ないで個々の動物を見ることが必要です。

Fisher　最後のよいポイントですが、私の考えを言う
と、数年前にワークショップをアリゾナ州立大学で開
きました。これは、先見的ガバナンスを民間部門でど
う見るかというタイトルのワークショップでした。基本
的には、業界、産業、企業の代表の対応としては、み
んなが言っていることは既にわれわれは実行している
という反応でした。さらに深掘りすると、興味深かっ
たのは、何をやっているか、何をまだやっていないか
というところです。そこから学んだことは、私が民間
部門の企業と話をするときには、既にやっていること
をお手伝いするのに、もっとよくできるようにお手伝い
しますと。より良い方法のお手伝いだということです。
そうでなければ脅威に捉えられてしまいます。
まず、こういうことをやっていますと言ったのは、例
えば人類学者を雇って、仕事のストレスを軽減する、
あるいは雇用にも貢献するという面白いことをやっ
ているわけで、これはコラボレーションとしてSallyが
言っていたモデルに近いです。いろいろなチームを集
めて、既に提起された問題の解決策を模索するという
方法です。そして、社会と技術の統合のモデルで私が
つくったものは、研究を問題化するという、新しい問
題の道を開いて、これを検討する。これはいろいろと
問題を引き起こす領域にもなります。どの程度の問題
が企業で起こっているかは分かりませんが、幾つかの
視点は、例えばCSRのモデルをあまりよく知りません
が、私はこれを批判的に見ています。
なぜかというと、これはSallyが言ったように、例え
ば余剰があったときにそれをどうするかというもので
す。これは責任ある研究・イノベーションとは違います。
責任ある富の配分かもしれませんが、だからといって、
研究・イノベーションのプロセスの形をつくるものでは
ありません。
インテルはフェニックスにあるローカル企業で、ご
存じのとおり大きな会社です。そこで彼らは自分たち
のやっていることに誇りを持っています。CSRを一生
懸命やって、素晴らしいことをやっています。しかし、
その多くはコアのプロセスとは全く関係ありません。
彼らは、教育、アウトリーチ、あるいは補助金や賞金

を出すといった活動をミッションと統合しています。プ
ログラムをこのような形で提供しているのは素晴らし
いのですが、しかし、それが自分の既存のプロセスの
自己批判にどうつながるかというところが分かりませ
ん。コアのプロセスとの関連性です。自分が何であ
るかという定義に関わる問題です。コアの実践内容
について、既存の実践について、例えばはね返るもの
があれば、それを変えて、それをさらにいいものにす
るというようなものがあれば、責任ある研究・イノベー
ションの制度化をやっているとはいえると思いますが、
そうではありません。
それから、化学会社のデュポンは、環境のNGOと
パートナーシップを結んで環境を守ろうということを
2005年という早い段階からやっています。いわゆる
責任あるナノテクノロジーの開発のフレームワークをつ
くりました。
あと二つ逸話をご紹介して終わります。一つは、

STIRプロジェクトについて、5年前に講演をしたこと
があります。これはデンバーのビジネスランチの場で
した。中小企業の人が後から「われわれは今、判断
したいのですが、どうしていいか分からないので、一
緒に仕事をしてください」と言われたので、院生を1

人付けました。そこから生まれたものは何もありませ
んでした。理由はいろいろあって、動きが非常に早
かったということもありますが、院生はそれについてい
けませんでした。自らをきちんと動く標的に合わせる
ことができず、一歩引き下がって分析をするだけで終
わってしまい、何もフィードバックがありませんでした。
もう少し成功が高まったのは、多国籍企業との取り
組みでした。先ほどチャートを出しましたが、そこでは
二つのグループがありました。対照群と中流調整の比
較研究をやったところです。これはSteven Flipseが
やったオランダの研究結果です。彼はデルフト工科大
学の准教授ですが、コミュニケーション学部にいます。
彼はもう一つ研究をしました。これもオランダの多国
籍企業を対象にしました。面白かったのは、参加者が
5人で、研究の冒頭に「この統合が何か自分たちの仕
事と関係あると思うか」と聞いたら、5人のうちの4人
が「これは自分たちの仕事とは関係ない」と言いまし
た。「これはプラスアルファだ」と。「あなたの研究に
関心があるから親切にやっているのだ」と。そして12

週が終わったときに、また同じことを聞きました。そう
すると5人ともが「これは私の仕事の一環です」と答
えました。
これはまさに、Sallyが三つ目のモデルとして言って

いたことにつながります。企業のオフセットモデルや
ライフサイクルアセスメント（LCA）の技術モデルで
はなく、価値観やガバナンスの問題です。つまり、こ
れは従業員と研究者、その他、技術のイノベーターた
ちが民間企業において、自分たちが今やっていること
を、既存の価値観に照らし合わせて、既存のミッショ
ンステートメントに照らし合わせて考えながら、新しい
ものを生み出す機会となります。

Randles　そのテーマの続きですが、多国籍企業、今
おっしゃった三つのモデル、それから化学産業の危機
対応は、責任あるケアをきちんとするということが一
つのグローバルなスタンダードになっていると思いま
す。そして、まだ官僚的な方法があって、ボックスに
チェックを入れて、責任あるケアを枠組みの中でやっ
ているか、やっていないかという活動になります。最
初に始まったのは、1985年だったと思います。そして、
グローバルスタンダードになりました。グローバルの
基準づくりということになれば、そういうモデルは存在
します。こうした基準はいろいろな領域に浸透していっ
て、その基準づくりのプロセスがどうなるか。そして、
それがXやY、Zのグローバルスタンダードになって、そ
れが一つのメカニズムとして評価されるようになり、ま
た基準に合っているという認可を受けるようになりま
す。そして、それがいろいろなアイデアにまたがる形に
なります。これがスタンダードモデルの作成に当たり
ます。
一つ、Veluxという会社に関心を持っています。こ

れは先ほど言っていた財団のモデルともつながってい
ます。家族の価値観が歴史的にあった組織で、他の
理由もあると思いますが、古い、浸透した家族の価値
観がいかに企業に影響を及ぼすかというのは興味深
い部分です。例えば実績比較一覧表の指標モデルを
却下するわけではありません。その代わり、何をやっ
ているかというと、14の実証モデルということで、こ
れは建設業の会社ですが、住宅の窓の設置をしていま
す。そこでのシステムとしては、いろいろな部品をシス
テムの中に統合し、建設はまさに分断化された産業で
あって、その中で一つのビジネスを責任持ってやると
いうことで、リーダーシップを発揮して、14のデモ用
の建物をさまざまな社会、経済的な文脈で世界各地に
造っていました。
これはチェックボックス用のスタンダードではなく、
デモ用のスタンダードをつくるということです。そして、
その住宅のパフォーマンスをライフサイクルモデルで
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検討していきました。つまり、持続可能な住宅で、カー
ペットあるいはウッドフロアかエネルギーで、断熱はど
うするのか、照明はどうするのか、窓の役割はどうな
のかということで見て、この建物のモニタリングを続
けていき、実際にその家に住んで経験をするというこ
とで、14の各地で実験モデルとしてやっていきました。
これは官僚主義的なチェックボックスのモデルとは逆
の全く違う新しいモデルだと思います。

吉澤　どうもありがとうございます。大学の文脈に話
を移すと、日本の場合どうなのかということで、平川さ
ん、加藤さん、大学の果たす役割をどのようにお考え
でしょうか。一つ、研究大学の話が今ありましたが、科
学者が倫理の概念、またRRIの概念をどのように実践
に移していけばいいのか。どうすれば科学者にそれを
まじめに捉えてもらえるのか。単にボックスにチェック
を入れていくということだけでなく、あるいは表面上、
それを「いいね」と言って導入するだけでなく、どう深
いところで実践していくべきなのか。日本の大学にも
STIRプロジェクトが必要ではないかと思いますが、ど
うお考えでしょうか。

加藤　それは非常に大きな挑戦課題で、答えはまだ
見つけていません。残念ながら、いわゆる倫理、ある
いは研究における規範においては、先ほどいろいろ
お話ししたような内容を受けて、政府の介入が今より
も強まってくると思います。ですから、これから2～3

年先、例えば来年にはっきりすることがあると思いま
すが、大学が多くのトレーニングセッションコース、あ
るいは資格制度の導入を迫られるのではないかと。
私個人としては、それは好きになれません。私が分子
生物学の大きな学会に参加していたときに、そのテー
マが学会の中で重要視され、話し合われていました。
二つ目に、人間活動のどのような部分においても、

メリットをはっきりと示さなければいけません。例えば
倫理において、あるいは技術の社会的な側面、医学
の社会的な側面について、説得力を持って語らなけ
ればいけませんが、しかし、ここにおいては、この2～
3年、私は苦しんできた経緯があります。具体的な文
献やエビデンスを同僚に示すために、それを探ってき
ましたが、なかなかそういうことが見つかりませんでし
た。専門家を呼んでみても、「加藤先生、これはエビ
デンスのリストで、これを見せれば科学者とエンジニ
アはこのようなベネフィットを得ることができる、これ
を得ることができる、この種の活動に参加できれば、

あるいはこの種の概念を学べば、このようなベネフィッ
トがありますよ」というようなものがあればいいので
すが、そのようなものを手にすることができるかどうか
が鍵だと思います。

平川　私の見方としては、ある意味、年長の研究者や
教授レベルにおいては、もう遅いのではないかと思い
ます。従って重要なのは、社会的・倫理的な価値を
自分たちの研究活動に反映できるよう、大学院生や学
部生など若い世代をいかに育成していくかだと思いま
す。長い時間がかかりますが、責任ある研究と責任あ
る研究者に育てていくことにとって実りある道だと思
います。学際的で、社会・技術統合的なコースワーク
やプログラムなど、さまざまな機会がそうした教育に向
けて利用可能だと思います。
　ここ大阪大学では、多数の分野横断的な副専攻ま
たは副プログラムが大学院生向けに提供されていま
す。院生たちは追加的な単位として、自分たちの専
門分野以外の分野のコースを取ることができるように
なっています。例えばコミュニケーションデザイン・セ
ンターでは、二つの全額共通プログラムを大学院生に
定起用しています。一つはコミュニケーションに関す
るもの、もう一つは科学政策のための科学に関するも
のです。どの研究科の学生も履修することができます
ので、学生たちは、文化横断的・分野横断的な学習
の機会を得ることができ、授業で扱われる話題につい
て、互いに異なる観点から学びあうことができます。
私自身は、科学技術へのパブリックエンゲージメン

トを扱うチームに所属しているので、社会における科
学技術の諸問題を取り上げています。これには時間
がかかりますが、やはりそれを推進していくことが重要
だと思います。

吉澤　Sallyさん、大学経営者の果たす役割をどのよ
うにお考えでしょうか。

Fleischer　私からまずお話をします。大学の教授に
とっては良い説明になるかどうかは分かりませんが、
大学、あるいはほとんどの大学は、内から変えること
はできません。それが答えの一部です。なぜかという
と、例えば日本に関する構図は、ドイツで言うならば、
70年代半ばぐらいの状況だと思います。

70年代半ばに二つのことが同時に起こりました。
まず、環境運動が激しくなったということ、それと同時
に、新しい展開がヨーロッパ、ドイツでありました。す

なわち、代替的な専門家（オルタナティブエキスパー
ト）ということで、大学の外で仕事をしていた人たちで
す。既存の大学の組織の中には入りきれず、独立した
研究所などで仕事をしていた人たち、CSOなどと関係
を持ち、追加的に科学技術に関する専門知識を構築
することができた人たち、大学外の人たちです。もち
ろん20年ぐらいかけて発達してきた構図ですが、独
立系の研究機関が大学と競争する形で存在し、国など
からも資金を提供してもらっています。そして、科学の
専門知識の重要な存在として、大学の外にそのような
ものがあります。それが大学に圧力をかけ、彼らは変
わらざるを得なくなりました。外部の研究機関からの
圧力を受けて、大学自身が変わらざるを得ませんでし
た。新しい学部などをつくって、そのパイを自分たち
も何とか獲得しようとしたわけです。EU、そして政府
からの資金を何とか獲得しようということで、大学と大
学外の研究機関の競争によって、そのような構図が生
まれました。
そこで、日本でも同じようなことが起きているのか

どうかということです。もちろん苦しい道ではありま
す。しかし、ドイツにおいては成功することができまし
た。お互いに切磋琢磨するような状況が生まれ、競争
すると同時に、時には協働もするという構図が生まれ
ました。

加藤　一つ質問していいでしょうか。外部専門家をど
う呼んでいますか。

Fleischer　オルタナティブエキスパートと私は呼んで
います。研究コミュニティにおいては、大学などの既
存の体制が中心になりますが、それとは別のもの、そ
れに代わるものということです。高度に専門化された
分野で、技術的に論争のあるような場合、研究機関と
していろいろ挙げることができます。民間、あるいは
非営利のもので、既に幾つものプロジェクトで公的資
金の下に研究をしているところがあります。これがど
のような形で組織化されているかということは別です
が、少なくとも台頭している展開としては、種は日本に
あるのかどうか、あれば、そのようなものを積極的に
育てていくことが必要ではないかと思います。Erikか
ら似たような話が、New American University、アリ
ゾナ州立大学の話として出てくるかもしれません。

Randles　そうですね。Erikから助けてもらえればと
思いますが。

非倫理的な行動を是正するということ、そしてポジ
ティブに反省するということは別だと思います。アメリ
カの場合には、やはりデータの非倫理的な利用、検体
の非倫理的な利用といったものがあったと思います。
今は研究の責任ある行動ということで、それは是正さ
れてきていると思います。皆がそのようなトレーニング
を受けることが必要ですし、それと同時に、最もシニ
アの研究者においても、警察活動というような表現が
できるかと思いますが、皆がきっちりとそれを実施する
ことが必要です。
また、もう一つ組織という意味においては、システ
ムの一部としてRRIに関わるものとして、専門団体があ
ると思います。アメリカにおいては、Googleで検索す
ると、専門職能団体、例えば医師会なども深く関わっ
ていると思います。大学だけでなく、モニターしている
団体があります。高い要件を設定し、フォームにしっか
り記述してもらう。それは反省するということだけでな
く、リフレクシブな個人を生み出すということだけでな
く、違反した場合にはきっちりと対応する、いわば警
察的な行動だと思います。そのようなものが、法制化
されたアプローチとして日本であるのかどうかだと思
います。
ただ、もう一つ若者に関して言うならば、早い段
階からどう育成していくのか、若宮先生に話をした
のですが、博士課程の研究においては、探究型学習
（inquiry-based learning）、シミュレーションという
ところが重要だと思います。倫理と知識のモジュール
において、臨床医学等においては、プロジェクトの中
でさまざまな課題を実世界のプロジェクトに組み込ん
でいくためのシミュレーションをし、社会に及ぼす影
響を考えます。従って、移転することができるスキルを
考えて、シミュレーションをしていき、政策立案者にも
それを使ってもらう。チームとして一般市民の討論を
使って、社会への影響を考えます。ホライズンとして、
ポスドクの申請書を、研究助成を得るために書いても
らう。有資格者の研究者においては、どのような形で
シミュレーションを用い、探究型学習をどう活用すれ
ばいいのか学んでもらうということが重要だと思いま
す。学生にその学習の過程を振り返ってもらい、学生
はそのような取り組みをすることによって変わっていき
ます。どの能力を高めていきたいのかということの一
環として、そのような手法を用いることができれば、学
生は変わっていきます。
そして、職を求めていく際にも、同じような手法を用
いて、自分たちの能力を提示することができるようにな
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ります。どのようなスキルが必要なのかということを体
系的に学べるようになるということです。Erikの言った
ようなことを実際の現場で使ってもらうということです。

Fisher　これは非常に豊かなテーマであり、言うべき
こともたくさんありますが、Sallyの出した区別、生命
倫理の問題にも関わってきます。生物医学の領域に
おいては、固定した形で倫理的な論争は排除しながら
も、より世俗的な選択を追い掛けるということで、私た
ちは論争を行うのか、課題に取り組むのか、そして、コ
ントロールがどの程度及んでいるのかというところに
目が向けられないということがあります。
それからもう一つは、Sallyと同じように、例えば強
制するのか、あるいは警察的に取り締まるのか。科学
者にどのように白紙に何かを書かせるのか。どのよう
な白紙のものであったとしても、どういう行動を取って
期待に沿う行動にするのか。人の期待との相互作用
にはやはり経験が必要です。そして、シミュレーション
であっても、その他の学習方法であっても、いずれに
しても学習が必要で、それをどのようにインセンティブ
として学習させ、楽しいものとして提供できるのか。社
会倫理的な問題においても、学習を楽しませることが
一つの課題です。わくわくするような課題だと私たち
が思わなければ、相手側は決してそれを楽しいものだ
と思いません。そして、壁を建ててチェックボックス型
にしてしまうのですから、これをバウンダリーワークと
いう言い方もあります。科学者に対して「もっと倫理的
にやってください」と言ったら、「もう倫理的にこのよ
うにやっています」と返事をするでしょう。
それは境界があちこちに動くだけで、決して何かに
到達するわけではありません。例えば、もっと内省的
であれと言えば、われわれがもっと反省しなければい
けないということになるのですから、ここから何を学ん
だかというと、やはり学習であり、それには時間がか
かるということです。
スライドには出しませんでしたが、STIR試験からい
い成果が出る前のある瞬間があって、その瞬間に科学
者たちは、「私たちが判断をするのではないのだ」と。
「こうしましょう」「こういう理論でこのように判断しま
しょう」というのではなくて、それを書き留めるだけで
す。「あ、そうですね、判断しないのですね」と。そし
て何週間も何日もずっと続けていくと、これは一つの
決定かもしれないというところまで行く。それが学習
であって、われわれがその洞察を強制的に持たせるこ
とはできません。必ずしもそうなるわけではないです

が、例えばオープンエンドでやることが必要です。わ
れわれが取り締まる、強制するということではなくて、
これはあくまでも学習です。
積極的に、関心を持って参加してもらえるところにま

で人を持っていく、あるいは管理側でもインセンティブ
を提供する、報酬を提供するような仕組みをつくっても
らうためには、これは彼らの関心、あるいは価値観に
合ったものをつくり出して提供する。「これは競争力が
ありますよ」「これは皆さんの持続的な科学に貢献し
ますよ」、あるいは「これによって混乱している政治的
な世界よりも、もっと長生きできますよ」ということを
言う方がいいわけです。
古い科学者は退屈し、秘密裏に変化に関心を持っ

ていて、フラストレーションがある。彼らはリスクを負
います。何か発言をする、何か目立つことをやっても
いい、実験はいいと考えます。だからこそ、STIRプロ
ジェクトに人をたくさん集めることができました。政策
決定者からいろいろな圧力があって、ああしろ、こうし
ろと言っているけれども、それがいいかどうかわれわ
れは分からない。エビデンスがない。だから一緒に、
これがいいアイデアかどうか探しましょう、実験をしま
しょう。アイデアとして良くないならば、それが結果と
して出たらそれを書こう、良くてもそれを変えていこう
と。そうした厳格な研究のアプローチを持って、こうし
た社会の非倫理的な問題についての取り扱いをする
ということだと思います。

Rhode　加藤さんへの質問です。日本では医療研究
が大きく変わると思います。内閣府が今、医療部門
の研究の改革をやっていて、これは非常に大きなチャ
ンスだと思いますが、意見の発表はされましたか。ま
さに今こそ、ロビー活動をしていくタイミングだと思い
ます。

加藤　小さい声でYesとお答えできるかと思います。
影響力はどのぐらいか、まだよく分かりません。ただ、
やっている人は知っています。少し恥ずかしい表現で
すが、いわゆる日本型NIHです。これを聞くと、どう
して日本でアメリカの名前を使うのかと笑う人もいる
のですが、新しい取り組みが新政権の下で始まって
おり、彼らが作った文章を読んでみると、倫理、責任
ある研究、社会のエンゲージメントなどの言葉が飛び
交っているので、このようなチャンスは捉えるべきだと
思っています。
先ほどの議論に一言申し上げます。私を含めて、日

本で多くの人が認識しているのは、チェックボックス的
な教育は良くないと分かっているということです。で
すから、反省型の前を向いた社会の倫理の参画が必
要で、大阪大学医学部は、医学概論というコースが
あって、これはほぼ70年の歴史があります。医学部
の3年生を対象にしています。このコースの目的は、
医療とは何か、科学とは何か、そして医学博士になる
ためには何が必要かということで、これはかなりリフ
レクティブなものなので、もっとやっていかなければい
けないと思っています。

吉澤　ありがとうございます。非常にエキサイティング
なディスカッションで、私自身もいろいろ質問やコメン
トがありますが、司会としてここで終了させていただき
ます。ディスカッションを続けたい方は、この後、情報
交換会を開催することになっています。ですから、皆
さんと個人的にお話ができると思いますので、ぜひご
参加ください。
国際シンポジウムはここで終了します。皆さん、ご
清聴ありがとうございました（拍手）。
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