第3章

わが国における市民参加型テクノロジー・アセスメント (pTA) の展望について
高橋祐 一 郎

1 . はじめに
新しい科学技術や新制度， 食のリスクや安心• 安全などの社会的関心の高い事柄につ
いて， 円滑なコミュニケ ー ションが行われるためには， その前提として， 生産者， 消費
者， 各種団体， 科学者， 政治， 行政， マスメディアなどの社会におけるステー クホルダ
ー（利害関係者）の間に相互理解があり， 信頼関係が構築されている必要がある。
しかしながら， わが国においては， 社会におけるステー クホルダ ー の意思に相違がみ
られる事柄が存在しており， 社会問題となっている。例えば， すでに市場流通が開始さ
れている GMO を巡って， 品質の向上や安定した食料需給への期待を主張する立場と，
食経験の少なさや環境・健康への影製について不安を生じ技術の排除を訴える立場とは，
大きく意見が異なっており， 新技術開発や規制案の制定， 安全性に影響を与える可能性
のある事件などのトピックが社会に発生するたびに， 激しい社会的論争が起きているこ
とが知られている。
こうした社会的問題の解決策には， 社会が妥当であると認める意思， すなわち「社会
1

的合理性」( )の抽出が不可欠である。 これまでのわが国では， 「社会的合理性」の抽出に
際し， 過去の政策的判断や， 専門家による評価が重要視されてきた。しかし， ますます
複雑•多様化している社会においては，こうした従前の考え方に基づいて抽出された「社
会的合理性」では， 社会的合意を図っていくことは困難な状況になっている。専門家が
社会に有益と判断したとしても， 市民が妥当と認めない事柄を社会に導入しようとする
ことは， 社会的合意の形成どころか， 対立構造や相互不信を形成しかねない。
このような社会情勢の中， 市民参加型テクノロジ ー ・ アセスメント (participatory
Technology Assessment : 以下「pTA」という。）がわが国の様々な主体に注目されつつ

ある。pTA とは， 新しい技術や制度の社会への導入による起こりうる様々な影響を評価
していくための場に， 市民を参加させることによって， 市民の意思を政策に反映させ，
社会的合意を醸成していこうとする考え方をいう。平成 16 年度の科学技術白書には，科
学技術に関する「社会的合理性」を確保するための手法として pTA が紹介されている (2)。
また， 牛海綿状脳症 (BSE) と食品の安全特別委員会(2003)は， リスクコミュニケ ー ショ
ンの具体的な手法として， pTA の一 手法であるコンセンサス会議の実施を挙げている。
外国においては，すでに pTA を政策決定のプロセスに組み込んでいる国が欧米を中心
に存在する。一方， わが国においては， 実施体制の構築や実施結果の活用方策が模索的
な段階にあり， pTA の考え方自体も社会に浸透しているとは言い難い。 その由として，
筆者は，政策決定に影響力を行使することが可能なセクタ ー ，すなわち議会や行政には，
必ずしも専門的知識を有していない一 般市民の意見を採り入れることは， 議論を拡散さ
せ， かえって社会的問題の解決を遅らせるといったマイナス意識があるのではないかと
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考える。 加えて，pTAが， 単に 一般市民の様々な意見を集めるための手法であるとか，
市民の意識と銘打たれた要望を主張させるための手段と思い込まれ， 関心を示そうとし
ないのではないかと感じている。
このような問題意識から， 本稿では，pTAの実施によって行政や議会が得られるメリ
ットの抽出を主眼に，文献調査やわが国でpTAの実施に直接携わった研究者などへのイ
ンタビュ ーにより，わが国におけるpTAの展望について論じることとする。具体的には，
まず，pTAの特徴やわが国における歴史などについて簡単に解説する。 次いで，pTAが
近年注目されるようになった背景について， 近年の社会的問題の特徴とこれまで行われ
てきた社会的問題への対応のための考え方の問題点から考察する。 最後に，pTAの実施
により期待される効果について， 的確な「社会的合理性」の抽出の観点から考察する。
2. pTAの特徴
(1) pTAの考え方と手法
pTAとは， 社会全体で醸成された意識を政策に反映させることを目的に， 新しい技
術や制度の社会への導入による起こりうる様々な影響を評価していくための場に「市
民」を参加させようとする考え方をいう。
pTAでは， その事柄の評価者として， 「市民」を「専門家」と対等に位置づけるも
のである。 その手法は， 評価を行う主体の構成によって， 次の二つのタイプに類別で
きる（平川2002)。
タイプ1 :

専門性や利害関係とは無関係な， 年齢・性別・居住地域など人口
動態学的な分布を考慮して選ばれた非専門的な 一般市民の集まりを
評価主体とするもの。 代表的な手法として， 公募で選ばれた市民の集
まり（市民パネラ ー ）が， 多様な専門家との質疑応答を経て， 市民パ
ネラ ー の間で討論し，市民パネラ ー 自身の共通理解と提言をとりまと
める「コンセンサス会議」がある。

タイプ2 :

一般市民と専門家を含めた問題の技術や事業の利害関係者（住民，
行政官， 政治家， 事業者など）を評価主体とするもの。 代表的な手法
として， 現在の時点で想定される複数の未来像をたたき台に， 各利害
関係者が共有できる理想の未来像とそのための行動計画について合
意を図る「シナリオ・ワ ー クショップ」がある。

いずれの手法においても， 運営の中立性， 評価プロセスの透明性， 評価結果の信頼
性などが担保されており，
1)参加市民と専門家とが対等な関係で議論する。
2)評価結果は， 他の参加者との議論を通じた参加者全体の合意として文書でと
りまとめられる。
3)評価のための検討は， 原則として公開の場で行われる。
4)評価の結果の活用方針があらかじめ決まっている。
といったプロセスが含まれている。
(2)わが国におけるpTAの歴史
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次に， わが国における pTA の歴史の概略を示す。

黎明期から現在に至るまで，わが国のほとんどの pTA の実施に携わってきた若松征

男は， 1990 年のデンマ ー ク留学中にこの考え方について知り， 1993 年に pTA をわが

国に初めて紹介した （若松 1993)。 しかし， 当時のわが国では， 素人である市民を政策
決定のプロセスに直接参加させるといった考え方は， 一部の社会学者以外にはほとん

ど受け容れられなかったという。 また， 欧米諸国においてさえ， pTA の実施は， 社会

問題に対して国民的な議論を行う伝統を有しているデンマ ー クだからこそ可能である
との評価であったという(3)0
その後，1990 年代後半に入り，デンマ ー ク以外の国でも次々と pTA が実施されるよ

うになると，若松とともにわが国における pTA の実施の可能性について検討する研究
者が現れはじめた。 木場隆夫と綾野博之は， 科学技術と人間社会との調和という問題

意識から，若松とともに pTA の代表的な手法である コ ンセンサス会議に関する文献調

査を開始した。 木場によれば， 当時のわが国で pTA を直接見聞した経験のある者はご

く少数であり， その他の日本人は想像でしか理解していなかったという。 また， 当時
のわが国で入手可能な文献は， デンマ ー クで作成され， 英文に翻訳された文書と， イ

1998)。 また， 1994
年のイギリスで実施されたコンセンサス会議の準備に立ち会い， 帰国後にこの会談の
市民パネルが水準の高い報告書をまとめたことを知った小林偲司は， 日本人が謡論下

ギリスの科学博物館が出版した書籍くらいであったという （木場

手であるとの説は， 一般の市民による議論の結果を社会で活用する場が適切に設定さ
れていないことが端緒になっているとの考えに至り， この俗説の払拭を視野に入れ，
4)

わが国における pTA の実施を模索したという( 。

こうした検討を重ね，わが国でも pTA の実施が可能であるとの手応えを感じた彼ら

は， 実施に係る資金を獲得するため複数の財団に助成を申請した。 その結果， トヨタ

財団， 日産科学振興財団の二つの財団からの助成が決定され， 1998 年にわが国におけ
る初の pTA である「遺伝子治療を考える市民の会議」が開催される運びとなったので

1998) 。 この会議は， コ ンセンサス会議の
手法を基本としたもので， 資金面や市民の参加のしやすさなどを考慮し， 市民パネル

ある （「科学技術への市民参加」 研究会

の応募資格の地域的な限定や，宿泊を伴っての議論の省略などの工夫が行われている。
この「遺伝子治療を考える市民の会議」の経験については，木場 (2000), 小林 (2004)

などが報告しており， 市民パネルが充実感を持って コ ンセンサス文書を作成していく
過程が観察されたことや， 問題の可視化といった意義が見出されたことから， わが国
においても pTA の実施が コ ミュニケ ー ションの醸成や社会的合意形成のための手段と

なりうる十分な成果が得られたとしている。翌 1999 年には，高度情報社会をテ ー マと

したコンセンサス会議が企画され，日産科学振興財団の助成を受けて実施された（「科
学技術への市民参加」研究会 2000) 。
さらに 2000 年には， 農林水産省により， GMO の安全性に資する研究の課題設定に

あたって 「市民の意見」を取り入れるため， GMO のベネフィットとリスクをテ ー マと
したコンセンサス会議が実施された。 この コ ンセンサス会巖は， わが国公的機関が初

めて実施した pTA であり，市民パネルの公募範囲を全国に広げるなど， デンマ ー クで
実施されているスタイルがほぼ忠実に会議設計に組み込まれている。 また， 同年に科
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学技術庁により，ヒトゲノム研究をテー マとしたコンセンサス会議が実施されている。
これらの実施結果が，メディアに高い評価を受けて報道された (5) ことなどから， pTA
の実施経験が幅広く知られるようになり， 自治体や他の大学の研究グル ー プなどに影
響を与え (6> , わが国で pTA が相次いで実施されるようになっていった。第 1 表は，2005
年 2 月現在までにわが国における pTA の実施例をまとめたものである。 pTA の実施回
数や試行した手法の種類は， pTA を法制度によって実施している国にもひけをとらな
いが， 実施者は様々であり， いずれもパイロット的な実施にとどまっている。
外国における pTA の実施状況と実施体制
冒頭で触れたように， 外国においては， すでに pTA の実施体制を法制度によって構
築し， 政策決定のプロセスに組み込んでいる国がいくつか存在する。 これらの国は，
1970年代に端を発するテクノロジ ー ・アセスメント（後述）に対応するための機関を，

(3)

米国が議会内に設置したことに影堀を受け， 各国独自の条件に合うように変更を加え
た上で実施機関を設置している （小山田ら 2004)(7)o
第 2 表は， pTA の代表的手法であるコンセンサス会厳の諸外国における実施例をま
とめたものである。
また， 各国における pTA の実施体制は， 次の三つの型に分類される（小山田ら
2004)。
1)議会型
議会の下部組織に実施機関が設置されている。
ドイツ， フランス， イギリス， 米国(1995年廃止）
2)

独立型
議会や行政とは独立した機関が実施する。
デンマ ーク， オランダ

3)

行政型
行政部局が実施する。
スイス

が注目される社会背景
冒頭で触れたように，近年，わが国の様々な主体が pTA に注目するようになってきた。

3. pTA

しかし，1998年のコンセンサス会議の試行的な実施から数年間におけるわが国の pTA の
認識は， 実施主体とその関係団体や社会科学系の学術フォ ー ラムの他には， 開催のトピ
ックや事例がパイロット的にマスコミに取り上げられる程度であった。 つまりは， pTA
の実施を経験した者が，自ら影響を及ぼすことのできる範囲でしか知られていなかった。
最近， pTA が注目されるようになった背景として， 筆者は， 次の 2 点が社会に認識さ
れてきたからであると考える。
(1) 価値観の相違から生み出される社会的問題への適切な対応の必要性
これまで行われてきた社会的問題への対応の問題点の露呈
このことについて， 以下に考察する。
(2)
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※2

※5

NPO
国（農林水産省）
国（科学技術庁）
市民団体
国（農林水産省）
国（農林水産省）

1999
2000
2000
2000
2001
2002

高度情報社会ーとくにインターネット
遺伝子組換え農作物一ベネフィットとリスク
ヒトゲノム
まちづくり
市民が考える遺伝子組み換え農作物
遺伝子組換え農作物一「情報の共有」と「コミュニケ ーション」

大学等研究グループ
大学等研究グルー プ
大学等研究グルー プ

2003
2003
2002

二番瀬（東界湾；千葉県）の未来
屋久島の持続可能な観光将来像

脳死•臓器移植

循環型社会（特に名古屋市のゴミ問題）

2005

大学等研究グループ

2003-2004 大学等研究グル ープ

自治体（川崎市）

2003

水づくり

原子力

国（農林水産省）

2003

2002-2003 自治体（静岡県）

遺伝子組換え農作物一食と農の未来

安間川（静岡県）河川整備整備計画

大学等研究グル プ

主催者
ー

開催年
1998

議題
遺伝子治療

※1

※1他教育目的でコンセンサス会議を模擬的に実施した例があるが本表からは除いた。
※2専門家と 一 般市民が，信頼関係に基づいて情報共有し ， 議論できるようにすることを目的に，数回にわたって同 一 のメンバー同士が様々な関連テー マについて議論する。
※3問題の当事者により，重要だと思われる視点を議論し． 合意点を明らかにしたうえで， その後の「市民パネル会議」の議論に資するシナリオを作成する。
※4ステー クホルダー会議により得られたシナリオについて． 議論を通じて将来に向けた具体的な取組について検討する。
※5 コンセンサス会議の手法を基本に合意というよりは共通の問題意識を形成することを目的として，市民と専門家の直接の対話のプロセスが加えられている。

（筆者作成）

ディー プ・ダイアローグ（仮称）

ハイブリッド型参加型手法（ステ ー クホル
※
※
ダー 会議 3 十市民バネル会議 4)

反復型「対話フォー ラム」

シナリオ・ワ ークショップ

コンセンサス会議

手法

第 1 表わが国における pTA の実施例

第2表諸外国におけるコンセンサス会議の実施例
国
デンマーク

開催年
1987
1989
1989
1990
1991
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1997
1997
1998
1998
1999
2000

オランダ

1993
1995

イギリス

1994
1999

ノルウェー

1996
2000

ニュージ ーランド

1996
1998
1999

米国

1997
2002

オ ーストリア
スイス

1997
1998
1999
2000
2004

韓国

1998

カナダ

1998

1-999
1999
1999
2000

フランス
オーストラリア
イスラエル
ドイツ
アルゼンチン

1998
1999
2000
2001
2001
2001

台湾

2003

議題
工業・農業における遺伝子工学
食物の放射線照射
ヒト遺伝子のマッピング
大気汚染
教育工学（技術）
遺伝子操作による動物
個人使用の自動車の未来
不妊
交通における情報技術
統合化された農業
電子個人情報
化学物質の環境及び食品の閾値
遺伝子治療
消費と環境
テレ・ワ ーク
市民の食料政策
将来の漁業
遺伝子組換え食品
騒音と技術
動物の遺伝子組換え
バイオテクノロジ一
植物のバイオテクノロジ一
放射性廃棄物
遺伝子組換え食品
看護に適した住居技術
植物のバイオテクノロジ一
植物のバイオテクノロジ一
生命工学的疫病コントロ ール
通信と民主主義
遺伝子組換え食品
対流圏オゾン
エネルギー と社会
遺伝子組換え食品
臓器移植医療
人類の研究
遺伝子組換え作物
クロ ーン技術
大学における義務的なコンピュー タ使用
教育政策
遺伝子組換え食品
都市のゴミ処理
遺伝子組換え食品
食物連鎖における遺伝子組換え
将来の交通
遺伝子検査
遺伝子組換え食品
ヒトゲノム研究
健康保険政策

（木場(2003):pl 11に筆者が追加）
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(1)価値観の相違から生み出される社会的問題への適切な対応の必要性
近年の社会的問題は， 公害問題のような加害被害の構図により生み出されたものだ
けではなく， 価値観の相違から生み出されたものが顕著になっている。 先に挙げた

GMO を巡る問題のほか，湖沼における生態系保護の立場と釣り振興の立場によるブラ

ックバスを巡る問題や， 希少生物保護の立場と利便性を求める立場による道路建設を

巡る問題などがこれにあたる。
このような価値観の相違によって発生する社会的問題には， 双方の主張に相反する
内容が含まれているため， 当事者同士による解決は極めて困難である。 そこで， 社会
に対して裁量を持つ立場の者， すなわち政治や行政に判断が委ねられる。 しかし， こ
こで政府や行政が提示する見解に，

「社会的合理性」が担保されていなければ， それ

は社会的問題の解決策ではなく， 一種の価値観であるとみなされ， かえって問題が複
雑化してしまう可能性がある。逆にいえば，現在起きている様々な社会的問題に対し，
行政や政治が適切に対応していくためには， より的確な「社会的合理性」の抽出が必
要であるが， これまで行われてきた社会的問題への対応のための考え方では， それが
困難であることが認識されてきたと考える。
(2)これまで行われてきた社会的問題への対応のための考え方の問題点の露呈
これまでのわが国では， 過去の政策的判断や専門家の評価・判断を重要視すること
によって， 社会的問題への対応が図られてきた。 これらはどのような意識が根底とな
っていたのだろうか。
筆者は， 次の三つに集約されると考える。 それぞれについて， 基本的な考え方や導
入の経緯， 指摘されている問題点を述べる。
1)科学による解決を前提とした有識者による事前の評価
（テクノロジ ー ・アセスメント）
2)

一

3)

一

般への専門的知識の注入による啓蒙
（パブリック・アクセプタンス）
般への意見の募集

1)科学による解決を前提とした専門家による事前の評価
（テクノロジー・アセスメント）

1970 年代に入り，将来の発展が見込まれる情報化技術などの新たな研究分野が台
頭し， 国策としてその振輿の必要性が求められるようになっていた。 一方， 市民の
多くは， 1960 年代後半から立て続けに起きた大気汚染や鉱毒などの公害の経験によ

り， 無秩序な科学技術の社会導入を懸念するようになっていた

(8)

。

この当時の社会的状況において， 公害問題への対応で消極化しかねない科学研究
の健全な発達を目指し て 導 入 さ れ た 考え方が， テクノロジ ー ・アセ ス メント

(Technology Assessment : 以下「TA 」という）である。 TA とは， 新しい技術の社
会導入に伴って発生する種々の問題を防止するために， 科学の中立性を基本に， 専
門家による影響評価を行って，事前に対策を講じておこうとする考え方をいう。 1960
年代前半に米国で開発され，わが国には 1969 年に訪米した民間団体の調査団により
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もたらされた。 当時の経済界や産業界は， TA の社会導入を， 今後新たに開発される
科学技術を人間の福祉に貢献する方向に誘導していくことを可能にするものとして
期待した

(9)

。 このような動きを受け， 当時の科学技術庁や通商産業省は， 農薬， プ

ラスチック材料技術，海洋牧場といった当時の最先端のテ ー マについて， TA の観点
に立つ事例研究を実施している（寺川ら

2003)。

しかし， わが国における TA は， 早くも 1970 年代後半には衰退し， 1980 年代に入
るとその活動は完全に停滞してしまった。 その理由として， 寺川仁ら(2003)は， 技
術の発展にブレー キがかかると考える技術推進者からの反発，TA の考え方を反映し
た具体的な手法を開発することの困難さなどを挙げている。 また， 若松は， 技術的
評価をして科学のレベルで安全性を明らかにしていくことで， 新技術の導入のコン
センサスを得ようとしたが， これが社会への説得の道具として有効ではなかったと
論じている（若松
2)

一

1996)。

般への専門的知識の注入による啓蒙

（パブリック・アクセプタンス）
TA が衰退した 1980 年代前半のわが国では， TA の考え方が社会に浸透しなかった

理由を， 社会に対する研究成果のアピ ールが不足しているものと捉えていた

(IO)

。 そ

こで，一般に知識を与える機会を設けることによって，専門家と市民との知的勾配を
埋めていこうとした。
このような考え方を，

パ プリック ・

アクセプタンス (Public Acceptance : 以下

「PA 」という）という。 具体的な手段としては， 講演会の開催， 体験研修の実施，
パンフレットの作成などがこれにあたる。
PA は， その事柄に関し， 社会の目的が収束している場合や，真理が一 つとみなさ

れる場合には， その事柄の社会的受容を高めるうえで有効な手段である。 例えば，
自然災害に関する情報や薬品の効能といった生活や健康に関係する知識や情報は，
PA によって社会的受容が深まることが知られている

(11)

しかし， その事柄に関して異なる見解が提示されている場合には， それぞれの見
解を支持する立場が PA を実施することにより，かえって対立の構圏が引き起こされ
る可能性が指摘されている（高橋

2004) 。 社会的受容を図りたい事柄に対し， 異

なる見解を呈する相手が現れた場合， PA の実施者は， この相手を「正しい内容を理
解していない」とみなし， その「意識改革」を求めて， さまざまな「説得」を行う
ことになる。 しかし， 相手も自らの見解に根拠が存在していることから， 反論が展
開されるため，「説得」は失敗してしまう。 その結果， PA の実施者は， 相手への「意
識改革」 の試みを放棄し， 相手を非難しつつ自らの主張の正当性のアピ ールに力を
注ぐようになってしまう。 この構図は， 市民の立場からすれば， 宣伝合戦の様相を
呈しており， 対立の構図が社会に周知されてしまう可能性がある（牧 2002) 。
また，PA によって提示される知識や情報は「理解」できるが，事柄については「受
容」できないという状況が発生した場合， PA の実施者は， 相手の理解が足らないと
みなし， 「説得」を強化しようとする方向に進む。 このことが 「受容の押しつけ」
と否定的に感じられてしまうことが指摘されている呪
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なお， PA は， 科学技術社会学の分野では， PUS(Public Understanding of Science
科学の公衆理解）の考え方の一 つとして捉えられているが， 専門家から市民に対する
知識や情報の流れが一 方通行になり，市民の意見を反映させる場や対話の場が与えら
れていない様相から， 「啓蒙主義的 PUS 」あるいは「欠如モデル的 PUS 」と呼ばれ
ている呪
3)

一

般への意見の募集

1960 年代後半の公害や環境破壊に対する懸念を契機として， 全国的に発生した抵

抗•生活防衛型の市民運動は， 1970 年代中盤に入ると， 農村の都市化や過疎化，

ニ

ュ ー タウンの開発などを背景とした， 地域コミュニティの再構築を目的とする活動
に転化していった。 これらの問題の解決について対応を迫られた行政は， 問題点の
把握やその背景を知ることを目的に， 公聴会や市政モ ニ タ ーの設置といった活動を
試みるようになった。 それらは， 1980 年代に入って， 地方自治法に基づくまちづく
り条例や各種市民協議会の設置といった形で， 各地で制度化されるようになった。
1990 年代に入ると， 1992 年の都市計画法改正や 1997 年の河川法改正をはじめ， 法

律によって公聴会の開催が義務づけられるようになり， 1999 年に閣議決定された
「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続について」に基づいて， 現在ほとんどの
法案にはパプリック・ コメントが課せられるようになっている。
一

般への意見の募集は， 鏡会や行政の手続きを補完することを目的に， 市民社会

の意思を政策に反映させることを目的として導入されたものといえる。 社会で恩恵
や影響を最も受ける市民に門戸を開くことによって， 政策決定の透明性を高めてい
くものであることについては論を待たない。 しかしながら， 基本的には， 行政や各
種機関が作成した素案について， 後追いで市民の意見を聴き， 必要に応じて修正し
ていくといった観点であることから， PA の項で述べたような，提示した素案を踏襲
させようとする啓蒙や説得の構図に陥りやすい。 また， 市民の間で意見の相違がみ
られた場合， 有効な調整や合意を図っていくことが困難であることや， 特定の立場
の意見であるにもかかわらず， 市民の代表意見であるお墨付きを与えてしまいかね
ない可能性が否定できないなどの弊害がある。
4. わが国における pTA の展望

前節において， pTA が近年注目されている背景として， 近年の社会的問題の解決に資
するに根拠となる「社会的合理性」の抽出が， これまでのやり方ではもはや困難である
ことを示した。 それでは， pTA は， 的確な「社会的合理性」を抽出するといった期待に
応えられるのだろうか。
若松は， pTA の実施により期待される効果として， 次を挙げている

(3)

。

(1) 市民と専門家とのコミュニケ
ンの場が設定される。
(2) アカウンタビリティ（専門家の社会への説明責任）が重要視される。
(3) 実施がマスコミの注目を集めることにより， 社会的議論が促進される。
ー ショ

(4) その課題についての「最新の民主的議論」として， その後の社会的討論で引
用される。 また， そこで発せられた提起が， 政治的アジェンダ（議題）に取り
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上げられる。
(5)最先端の科学技術に関わる問題に対し， 直接市民が議論することのできるチ
ャンスが与えられることによって， 市民の当事者意識が促進され，政治や行政
への関心が高まる。
(6) この結果を受けてなされた施策が， 市民性を反映したものとみなされること

により， 政治や行政への信頼度が高まる。
ここで (6) に注目する。 政治や行政への信頼が高まる施策を実施したということ
は， すなわち， その際に用いた判断基準や方策に「社会的合理性」が備わっているも
のといえよう。 さて，pTA の実施によって得られる「市民性」は， 「社会的合理性」
とどのような関係にあるのだろうか。
2 - (1)で述べたように，pTA には， 市民が参加し， 様々な見解(=見解の異な
る専門家による主張）を参考にして，鏃論を通じ， 合意できる点を探りながら， 社会
へのメッセ ー ジを含む文書を作成していくプロセスが含まれている。 この過程で， 参
加者は他の利害関係者や市民の相互作用を受けることとなり，個々人の意見に変容が

2004) 。 参加した市民は， 反対のためだけの主張や， 希望の言いつば
なしといった状況ではなく， その問題について当事者意識が生まれるといった効果が
期待できる。
起きる（木場

一

方，TAにおける「社会的合理性」は，「科学の中立性」であると捉えられている。

すなわち，事柄への反対や懸念は， 科学が安全とみなしていないために起こるのであ
って， 科学により安全とみなすことができれば相手は安心し，社会的問題の発生は未
然に防げるといった意識である。 このため， 科学が中立性を持てない場面， 例えば，
科学的に不確かな事柄や，時間の経過とともに変わりゆく事柄においては，TAが目指
す「社会的合理性」は， 説得力を失ってしまう。 加えて， 必ずしも科学的知見を担保
していない市民の意見は基本的に排除され， 市民の意思を結果に反映させることがで
きないことや，科学が絶対安全を主張できないことが知られるようになった現在では，
TA自体に対し， 疑念が投げかけられるに至ったといえる。
”

また，PAにおける， 「社会的合理性」は，“正しい 知識の普及により得られるもの
と捉えられている。 すなわち，事柄への反対や疑念は， 相手の無知による漠然とした
不安によって起こるのであって， これを防ぐために正しい知識の注入(=説得）を行
えば， 誤解は無くなり， 問題は解決されるといった意識である。その根底には，TAに
おける「科学の中立性」が存在しよう。 しかし，専門家によって見解の相違が見られ
る問題では， 「ある立場が正しいと主張する根拠」は「自らの主張を強調したいがゆ
えの 一 つの根拠」と捉えられてしまう。 このため， 一 方の専門家が自らの正当性を主
張しようとすればするほど， 双方の対立が深まる構図が形成されてしまうのである。
また， 一般への意見募集によって出された意見は， 社会においてどのような価値観
が存在するかを知る上で重要であるが，相互作用のない個々人の希望や主張であるこ
とから，ある方向性の意見が多数を占めていたことをもって，それが「社会的合理性」
を有しているという判断はできない。
これらを比較すると，pTA で得られる「市民性」は， 市民が自ら学んだり， 緞論し
たり，検討した結果を反映させる場が基本的な考え方の中に存在していることから，

-98-

これまで紹介した考え方よりも的確な「社会的合理性」が担保されていることは明ら
かであろう。 したがって， pTA の今後の展望は， 政治や行政が， 「市民」を社会の単

なる受益者ではなく， 社会の評価者と捉えることができるかどうかに帰着すると考え

られる。
5 おわりに
筆者は， わが国において pTA の考え方が社会に浸透していない理由として， 政治や行

政セクタ ー がこれを実施することについてのメリットが示されていないことに注目し
た。 そこで， 社会的問題の解決にあたり必要となる「社会的合理性」の抽出の観点から，

これまで行われてきた社会的問題への対応のための考え方の問題点を整理し， pTA によ

り得られる効果と比較することによって， これを示すことを試みた。

今後は， 実施体制が構築されている外国における pTA の実施と政策決定のプロセスと

の関係や， これまで実施された pTA に参加した市民の意見などを収集・解析することに

よって， わが国における pTA の展望について， さらに論を進めていくこととしたい。

注(1) 「社会的合理性」は， 先に藤垣裕子が『「なぜ ， その公共の妥当性境界を， 社会的場面での判断の基準とし
て採用するのか」を担保する， 意思決定の仕組み』として使用しているが（藤垣 2002) , 本稿では「社会に
存在する多様な価値親を踏まえた， 社会が妥当であると認める意思」の意味で使用することとする。
(2)平成13年版�15年版の科学技術白瞥には， 農林水産省が実施したコンセンサス会議について記載がある。 し
かし，

パ

イロット的に紹介されているにすぎない。

(3)若松征男(1996), 同(2000)および同氏への聴き取りによる。
(4)小林博司(2004), pp45-52 および同氏への聴き取りによる。
(5) 一 例として， 2000年8月13日付け朝日新聞「社説jが挙げられる。 これは，

「素人の目に期待する」と題打

ち， 社会と科学との新しい考えをさぐる試みとしてコンセンサス会議に期待を込めたト ー ンの記事である。
(6)

一

例として， 静岡県では， 県内を流れる安間川における河川整備構想の策定にあたり， コンセンサス会議を実

施しているが（静岡県浜松土木事務所(2003)), その企画のきっかけは， 担当者であった浜松土木事務所の内田
光 一氏（当時）が， 2001年頃， ラジオ番組で行われていたコンセンサス会議に関する解説をたまたま耳にしたこ
とによるという（当人からの聴き取り）。 ちなみに， 農林水産省がGMOに関するコンセンサス会議を実施した
きっかけは， デンマ ー クのコンセンサス会議の概要と若松らのコンセンサス会議の試みについて紹介された一 枚
の新聞記事(1999年7月18日付け朝日新聞「社説」）を， 当時の農林水産省の幹部が入手したことによるもの
であった（小林2004; pl80)。 これらのエピソ ー ドから， pTAの普及に際しては， 研究の活発化だけでなく， マ
スメディアの協力によるところも大きいことがうかがえる。
(7)小山田ら(2004)によれば， 米国がテクノロジー ・アセスメントを行うことを目的とした機関を議会内に設置
したのは1972年のことであり， その制度化は同時期に各国に影愕を与えたが， 他国において制度化されるまで
には時間を要している（次に制度化したのは1983年のフランスであった）。
(8)例えば， 昭和48年版科学技術白書のP5 「第1-4図

われわれの生活にとって好ましくない問題の例」は， い

くつかの社会的問題の「好ましくなさ」について， 1965年から1971年までの経年的な指数を比較したものであ
るが， 最も指数の増加率が高かったのは， プラスチックの廃物景に関する問題であった。
(9)国民生活審議会が1970年に答申した「成長発展する経済社会のもとで健全な国民生活を確保する方策に関す
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る答申」において記された「新しい技術進歩が効率性を商めるばかりではなく， それが人間の生活にどのような
影響を与えるかについて十分研究し ， 人間の生活をいささかなりとも脅かす恐れのあるものについては， その使
用を厳しく制限しうるような行政を行う必要がある。 以上のような槻点から技術行政の推進をはかるとともに，
アメリカなどで研究されつつある「テクノロジ ー ・アセスメント」の考え方に基づいた技術発展と生活に関する
連関表の作成などが急がれなければならない。 」は， 当時の産業界や経済界の象徴的な考え方であったものと思
われる。
(IO) 例えば， 昭和 58 年版の科学技術白魯においては， 「テクノロジー ・アセスメントは， 本来研究開発成果の社

会への定着を促進することを目的としたものであるが， その本来の目的を達成するためには， 今後は研究成果の
社会への受容（パプリック ・アクセプタンス）を含めた検討が求められている。 」と記されている。
(11) 例えば， 自動車事故を類型化し， 安全運転管理者講習で題材にすると， その類型の事故による交通事故死傷者

がその翌年から顕著に減少するという（長山

1998) 。

(12) PAの日本語訳は「社会的受容」という名詞であるが， この言栞に「強制的な押しつけ」の意味を感じている
者は多いようである。例えば ， 評論家・ジャ ー ナリストで，原子力委員会の委員である木元(1999)のコメント「（略）
私たちに受け入れろっていっているのね。 なんだか不愉快， この言葉（略）」はその典型である。
(13)この対極として， ロ ー カルナレッジや情報の信頼性の重要視， 専門家と 一 般市民の協力関係などを含めて，

一

般市民の科学リテラシ ー を向上させていこうという「社会学的PUS」がある。
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