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日本産学フォーラム 第１１回リベラルアーツ企業研修会  

（2020 年 7月 22日 オンライン開催） 

 

藤山座長：橳島先生は、生命倫理に関しては第一人者ということで、きょうは、生命の研究

のよりどころとは何かという題で、生命現象をどう捉えるかということと、科学というもの

をその中でどう見ていくかということを教えていただきたいと思います。講演の時間は、70

分前後ということで、5分、10分、短くても構わないし、5分、10分、出ても構わないとい

うことで、橳島先生の自由に、その辺はおやりになっていただいたらいいかなと思います。

それでは、早速ではございますが、時間がもったいないので、橳島先生のほうから、お話を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

橳島先生：はい。橳島次郎です。改めまして、今夜はどうぞよろしくお願いします。とても

いい機会にお招きいただきまして、皆さんとお話しできるのを楽しみにしていました。どう

ぞよろしくお願いします。略歴もご紹介いただいたとおり、私は社会学という全く文系の出

身ですが、たまたま縁がありまして、今の三菱化学が、1970 年代に分子生物学の基礎研究

所をつくるという、当時、日本の企業としては非常に珍しいことをしていて、そこの研究所

の中に、たった一部屋だけ実験をしない部屋があった。それが、ご紹介いただいた、中村桂

子がやっていた部屋ですが、そこは、生命科学と社会の間に起こる問題を常時、見ていて、

調査研究し、発信していくと、そういう構想の下に、1972 年だったかな、設立のときから、

研究所の構想として入っていた部屋があったんです。 

 私はそこにいろいろな縁があって、大学院の後半、まだ院生の頃から、出入りを始めて、

勉強させてもらって、たまたまポストが空いたんで、研究員で潜り込めちゃったということ

で、文化系の大学院なんて出ると、大体、大学の教師になるしか生きてく道はないんですけ

れども、私もそう思ってたんですが、たまたま、本当に企業の研究所に入ることができて、

そこに 20年在籍して、分子生物学の実験研究者の傍らで、いわゆる生命倫理の調査研究を

やると、そういう暮らしをずっとしてまいりました。 

 私、きょうは、そういう者として、特に生命を扱う研究というものは、社会に対してどう

いうよりどころというか、正当性というかを見たらいいのかと。そこでいわゆる倫理という

のは、どういう話になるべきなのかといことで、ずっと考えてきたことをお話しさせていた

だきたいと思います。 

 

藤山：よろしくお願いします。 

 

橳島：生命科学というのは、英語のライフサイエンスの翻訳で、日本でも、その私がいた、

三菱化学の生命研が生命科学という言葉を日本語で使った、割と最初の頃の例ではないか

と思うのですけれども、生命科学というのは以前にはなかったことで、要するに、バイオロ
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ジー、あるいはバイオケミストリー、そうでなければ分子生物学といっていたわけですが、

その生命科学がどういうふうにできてきたかをここであらためて振り返ってみますと、各

10年代ごとにちょっとずつ大きなメルクマールがありました。 

 整理してお話しすると、まず、1950 年代に DNA つまり生命の重要な働きをする生体分子

の構造が解明されました。有名な論文、出たのは 50年代の終わりですけれども、まずは DNA

の分子構造が解明された。でも、それは構造が分かったというだけなので、その構造が、ど

うやって、生き物の体の中で働いているかという、ざっくり言ってしまえば、その DNAとい

う遺伝情報からどうやってタンパク質が合成されてくるか。そのタンパク質がもちろん、生

体機能として重要な役割を果たすわけで。生体機能として重要なのはタンパク質のほうで

す。DNAは単なるコードですから。その DNAからタンパク質合成がどうやって行われるかと

いう仕組みが解明されたのが、10年以上かかりました。1960 年代かけて、その仕組みが地

道な実験研究の積み重ねで、ようやく分かるようになった。 

 ここまでのことは、私なんか、もう高校。私、1960 年生まれですけれども、1976～1977

年ぐらいの高校の生物でここまでのことは高校で教科書に載ってて、習いました。それは、

上の世代の人にそういう話をすると、本当かい、それはすげえなあ、みたいな話を聞かれる

んですが、すごく長い時間がかかっているわけです。この DNAの分子構造の解明、タンパク

質合成の仕組みの解明はそれぞれ別のグループがやって、別々に、それぞれノーベル賞を授

与されています。さらに、その先がありまして、1970 年代に、この DNA というのを人の手

で組み換える技術が発明されました。DNA組み換え技術です。この組み換え技術の発明によ

って、一番のブレークスルーは、実験ができるようになったんです。生物の遺伝情報を組み

換えて、これがどういう働きしてるのか知りたいとかいうふうな実験研究ができるように

なってくるわけです。組み換え技術の発明。これも大きなステップでした。 

 これが 1970年代の初めに、まず大腸菌という単純な構造の中で、細菌で行われ、徐々に

高等生物の組み換えもできるようになりましたが、その組み換えができるようになるまで

には、やはり相当、時間がかかって。例えば、哺乳類。実験で一番使うマウス。ハツカネズ

ミですね。そのマウスの DNA を組み換えて、人間が作った DNA の配列を遺伝的に組み換え

た、組み換え遺伝子を持ったマウスというのがつくられるようになったのは、1980 年代に

なってからでした。それぐらい時間はかかっているわけです。 

 さらに、1980年代の後半から末にかけて、DNAを増幅する技術が発明、開発されました。

この DNA増幅技術を PCRといいます。この PCRは、今、今年のコロナウイルス禍で、検査の

名前として、PCR検査、PCR 検査と、毎日新聞やテレビで日常的にこの言葉を聞くようにな

って、非常に、生命科学の専門用語だったもんですから、とても私たちにとっては、驚きで、

今般のコロナウイルス対応が生命科学にもたらした社会的現象として、この PCR って言葉

が毎日のようにマスコミに出るというのは、本当に生命科学にとっては大きな出来事じゃ

ないかと思ってるんですが。 

 この PCRっていうのは、別に検査の方法じゃないんです。CPRというのは、人間が他の生
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き物の力を借りずに、DNA、遺伝情報を自分が持ちたいと思う、特定の配列を好きなだけ増

幅して、たくさん手に入れることができる。その DNA増幅がなぜ生命科学に大きなインパク

トをもたらしたかというと、特定の配列の DNAというのは、実験研究で、それがどういう働

きをしてるかとか、どういう配列をしてるかっていうのを確かめるために、ものすごくたく

さん必要なんです。それまでは、例えば、大腸菌とか、いろんな生物の力を借りて増やして

たんですが、大変手間のかかるものすごい時間とお金のかかる作業でした。それを機械的に

数時間で何億コピーも、自分が欲しいと思う特定の DNA 配列を手に入れることができるよ

うになった。 

 この 70年代から 80年代いっぱいの、まず DNAを自由に組み換え、切り貼りし、さらに、

それを自由に欲しいだけ増幅する技術が手に入ったということで、生き物というのが、特別

な存在じゃなくなって、実験室の中で普通に扱える物質になった。そういうふうに人もいま

す。これが、科学史上大きな出来事になったのは、生物学というのは、伝統的に、生き物を

操ることはできませんから、自然にいる、その辺の生き物をずっと観察して、どういう働き

をしてるかとか、どうやって増えてくかとか、何、食べてるかとか、体の構造はどうなって

いるかとかいうのを調べて、記述していくということしかできなかったわけです。それが伝

統的な生物学なわけです。記述的だっていうのはそういう意味です。観察と記述が科学とし

ての生物学の基本だったんです。 

 それは今でも変わらないんですが、そこの生物学の中から、DNAのような生体分子を普通

の化学物質と同じように操作できるような、実験研究の対象にすることができるようにな

ったということで、そういう生命を操作する科学が誕生した。それが生命科学というもので

あると思います。組み換えと増幅 PCR 技術の後は、クローンのようなもの、ES 細胞、ゲノ

ム編集、ずっとそういうさまざま大きな新しい発明が出てきますが、基本は、ここまでの

1980年代末までに大体できてきたことで、あとはその発展型であります。 

 そのように、生命を人間が自分の手で操って、好きに切り貼りしたり、いじったり、いじ

り回したりすることができるようになったということになると、さあ、何をどこまで生き物

に対してやっていいのかということに、当然なるわけです。ここで初めて、科学の倫理とい

うことが、生命科学において出てきますし、生き物を相手に何をどこまでやっていいかとい

う研究の、社会的と言っていいかどうか分かりませんが、正当性が問われるようになる。い

うことで、私のような人間がチョロチョロする余地が出てきたということですが。生命科学

というのができたことで、同時に倫理あるいは社会との間の問題も出てきたということを

踏まえていただければと思います。 

 では、生命を扱う研究の正当性を示すために必要な規範とは何であるかというと、いろい

ろ言うと思いますが、私は今までやってきて、二つに帰着すると思うんです。まず、科学的

な必要性と妥当性にのっとって研究を進めることが、一番重要な倫理規範です。言い換えれ

ば、科学的に必要で妥当なことしか生きた生き物にはやらない。人間にはやらないというの

が私は、倫理のアルファであり、オメガであると思っています。それで、その、コロワリー
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というか、補足する原則として、一つずつの研究、個々の研究が、そういった意味での科学

的な必要性と妥当性を備えているかどうかを個々に、徹底的に相互批判する。これは、生命

科学の研究所にいると日常的にやってますが、ラボミーティングというのがあって、研究の、

こういうことを知りたい、どういう実験デザインをするか。実験デザインをこんなふうにす

るとか。やり始めてこんな結果が出始めてるとかいうのをいちいち、逐次、研究の進捗状況

に合わせて、ラボミーティングにかけて、バンバン、散々っぱらたたかれるわけです。 

 これは大学だけじゃなくて、私がいた研究所でも日常的にやっていました。そこでは、

個々の研究が科学的に必要で妥当か、つまり、どういうことを知りたいのか、そのために何

をしなければいけないのか。どういう実験をして、どういうデータが出ればいいのかという

のを徹底的に相互批判すると。で、駄目なもの駄目といってやらせないということです。そ

れが生命を扱う科学の倫理規範の軸であると思っています。 

 当然、ここで問題になるのは、科学的に必要で妥当とはどういうことで、ここも逐次、個々

に議論すべきことですが、一般的に言えば、科学的な必要性というのは、ある現象を知り、

解明するために、何をしなければいけないかということに尽きます。その中で、生きた人間

または動物を対象とする必要があるのか、他の方法ではできないのか、ということを絶えず

問う。それが科学的にも意味のあることだし、倫理的にも大事なことになるわけです。 

 次に、科学的妥当性というのは、決められた科学的目標があるわけです。必要性に基づい

てこういうことを知りたい。なんでこうなってるか知りたい。その目標に達するのに、適し

た実験デザインになっているかどうかというのが妥当性の議論です。方法論から対象、素材

の選定もここでも検討されます。いろんな研究に携わってる方は分かると思うんですけど、

一生懸命、実験やって結果が出たんだけど、どの結果からでも、知りたいと思ってたことが

知れるかっていうと、それじゃあ分かんないんじゃない？っていう実験っていうのは、残念

ながらありますよね。そういうものをなるべくなくしていくっていうのが、さっきの徹底的

な相互批判なわけですけど。どうしてもそこのところは残っていくので、科学的な目標に達

するのに適した実験デザインをちゃんとやるということが大事なことであります。 

 そこで特に、人間あるいは動物を相手にする研究になると、研究対象にされる人間あるい

は実験動物に与える苦痛やリスクが研究から期待できる益を上回らないかというリスクア

ンドベネフィットの分析もここに入ってきます。これは、生きた人間や生きた動物を対象に

する場合は、そういうこともこの妥当性の中に入ってくるわけです。この研究の必要性と妥

当性というのを科学的に判断していくわけですが、そこのところで大事なことは、科学的に

必要だというのは、何かの役に立つということとは全く違う基準だということがとても大

事なことだと私は思っています。いわゆる有用性、何かの役に立つと。産業の応用とか医療

の役に立つとか、いい薬を作るとか、そういう有用性というのは、私は、ここで議論してい

る科学の倫理の判断の基準にはならない、なり得ないと思うんです。その理由は、ちょっと

文系っぽい整理ですが、倫理的判断とは何か。これはもう突き詰めて言えば、欲望の抑制の

原理です。倫理的判断っていうのは。こういうことをやりたい。やりたいし、できるんだけ
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ど、それをやっちゃったらちょっと人間としてどうかというんで、やらないで我慢すると。

他の人に迷惑掛かるとか、いろんなはっきり分かってればいいですけど、その欲望の抑制の

原理です。倫理的判断っていう。 

 私は、生命倫理っていうのは、後で言いますが、人間のさまざまな欲望の抑制の原理、我

慢する理屈っていうのをどれだけ大勢の人と共有できる、そういう我慢する理屈をつくれ

るかというのが、私は倫理だと思ってるんですけども。そういうふうに置いておくと、有用

性というのは真逆なわけです。有用性って、役に立つ。空を飛びたいとか、長生きしたいと。

欲望充足の原理です。これはもう全く真逆です。倫理的判断に対になる言葉を当てはめれば、

それは功利的判断です。もちろん、この功利的判断を第一とする倫理学の立場もあるので。

功利主義倫理学なんていうのがあるので、問題は複雑になるんですけど、それは置いとくと

して。 

 原則と原理としては、有用性と倫理的判断というのは真逆なんだ、いうことを私は考えて

おります。有用な成果だけを求める国などの方針が立ってしまうと、それは、科学研究をゆ

がめる圧力となって、研究不正を起こす構造的要因になる。今まで歴史的に起こってきた研

究不正は多かれ少なかれ、そういう面があるんじゃないか。特に最近は、多いんじゃないか

と私は思っています。 

 ここでちょっと一歩返って、科学の社会的正当性の基盤が研究倫理なんであるというふ

うに、一歩戻って整理しておきますと、研究倫理というのは、科学の正当性の基盤である。

社会に対して、俺たちはこういうことをやってるし、やりたいし、やっていいんだ、やらせ

てくれというのの基盤になるものです。その研究倫理というのは、いわゆる道徳とか、生命

倫理とか、そういうことじゃなくて、研究者という職業の倫理です。これは職業倫理として

考えるべきです。職業倫理というのは、ある専門職の自立と信頼の基盤です。自立と信頼と

いうのは表裏一体で、自立、自分で自由に何をしたいか決め、やる。その自立を認めてもら

うためには、社会から信頼されていないといけない。あるいはもちろん、その以前に、自分

の属する研究者のコミュニティーで信頼されなければいけませんが。自立と信頼というの

は表裏一体です。どっちが欠けても成り立たないことであると私は思うんですけども。専門

職の自立と信頼の基盤が職業倫理であると。 

 科学研究の職業倫理として、研究倫理を考えたとき、科学研究の自由が認められる根拠は

何か。これは、日本国憲法の定める学問の自由の根拠ということになると思うんですが。そ

れはやはり、相互批判の自由が保証されていることというのが、憲法が認めている学問の自

由の一番の根拠だと思うし、これが研究倫理の根幹だと思うんです。それは言い換えれば、

科学的に必要で妥当な研究しかしないし、やらせない。ここが大事だと思うんですが。現代

の倫理の基本は個々の人の良心に委ねないということです。あるいは、個々の研究者、ある

いは医者の個人的な良心には期待しないということです。集団として、あるいはその専門職

の職能集団全体として、科学的に必要で妥当な研究しかやらせないという品質管理を行う。

それが専門職の自立ということの最大の意味なわけです。その中で、自分たちがやりたいと
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思うことをやっていく。それを社会に対して、私たちはこういうちゃんとしたことしかやら

ないようにしてますから、任せといてくださいと。社会に対して言える。それが研究倫理の

根幹であると思うんです。 

 ですから、研究倫理というのは、科学研究の必須の基盤、こういう意味で、なくてはなら

ないものであると。倫理っていうと、大体の科学者は、嫌がりますけれども、そういうんじ

ゃないんだよということが分かってもらいたいなと、いつも思っております。 

 抽象的な話ばっかりしてきましたが、実例として、有用な成果だけを求める方針、社会や

国の方針が科学研究をゆがめる構造的な圧力になるということを申し上げてきましたが、

一つ実例として、いつの間にか 6年もたってしまったので、皆さんのご記憶からだいぶ消え

てなくなっちゃってるかもしれませんが、あるときは 1年間、本当に週刊誌レベルでずっと

ワイドショーレベルでネタを提供し続けた、STAP 細胞研究の不正という大きな事件が、日

本で起こってしまいました。これは個々の登場人物のいろんな問題とか、特に中心になった

女性研究者のことは、大概、いろいろいわれましたが、私はそういう個人に責を帰す、ある

いは個人的な問題、あるいは一人一人の登場人物の資質なり、個性なり、性格なり、口上な

りに、問題を還元してしまうのはよくないと思います。 

 STAP 細胞研究の不正が、どうして日本有数の研究所で起こったかというのは、ズバリ、

一つはっきり言って、この STAP 細胞研究が行われた全過程において、この研究の科学的妥

当性の相互批判の機会が全く保証されていなかったことが分かっています。これは、STAP細

胞研究が行われていた、神戸の理化学研究所のセンター内部の研究管理の問題です。なんで

そういうことになっちゃったかということについては、いろいろいわれていますけれども、

あの研究者がやった STAP細胞の研究は全過程を通じて一度もラボミーティングにかけられ

たことがないと聞いてます。所内ですら発表されてなかったと聞いてます。 

 ですから、そんなんで本当に分かんの？とか、そんなこと本当にあり得るの？とか、その

データ本当なの？とか、そういう相互批判の機会が全くなかった。一部の人たちの管理だけ

で、外へ出てしまって、いろんな虚偽捏造が次々と明らかになってしまったわけですが、そ

の根幹部分は、やはり、この相互批判の機会が保証されていなかったというのが最大の問題

だと思います。言い換えれば、これは研究倫理の最も重要な土台が欠如していたというのが、

ズバリこの STAP 細胞研究不正の原因だと思います。その背景として、STAP細胞研究も目指

していた、再生医療技術の開発が経済成長に資するものであるということで、国策にされて

いたという圧力も当然、その背後にはあったでしょう。特に問題なのは、この不正が行われ

た理化学研究所神戸というのは、医療産業都市という大きな国のプロジェクトを支える一

環で、再生医療というのは、この産業としての医療の一番の目玉だった、あるいはそう期待

されていたようです。この医療産業都市構想っていうのは、これはこれで、さかのぼれば、

神戸淡路大震災の復興事業だったんです。そういうところでいろいろと悩ましいことはあ

るんですけれども、やはり、何か役に立つ研究をやれ、みたいな、そういう外からの圧力と

いうのは科学研究をゆがめる構造的要因になるっていう一つの例が STAP 細胞研究の不正だ
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ったと思います。 

 ですから、有用性ということと科学的な必要性、妥当性は全く違うことだと。だから、科

学研究と技術開発は分けるべきである。技術開発というのは有用性のためにやるわけです

よね。何かの役に立つためにやるのが技術開発ですから。ここはやはり、きちっと考え方と

して分けるべきだと私は考えています。 

 というのは、科学研究と技術開発というものをコントロールする規範は質的に違う、区分

けするべきであると思うからで、科学研究の倫理というのは、今までルール申し上げてきた

ように、科学的な必要性と妥当性に沿ってやる。それが一番であって、そういう意味では、

自立的なわけです。科学的な必要性と妥当性というのは、科学研究の中から出てくる基準な

んで、外から押し付けられる基準ではないので、そういう意味で自立性があります。その自

立性が保証されることが適正な科学研究を進めていくのに大事なことである。やるほうも、

やらせるほうも大事である。 

 その自立性を保証するために、徹底した相互批判が保証される。その結果の透明性も保証

されるということで、内部だけでやってるんじゃなくて、その結果は後でトレースできるよ

うな。それが大事な科学研究の倫理であります。それに対して、技術開発というのは、研究

の倫理ではなく、技術倫理というような教科書もありますが、少し別なことになってくると。

その技術倫理の教科書をばーっと見ていくと、まず、例えば、目的の妥当性というようなこ

とがあって、軍事研究に使われていくことの是非とか、テロの利用をどう防ぐかとかいうこ

とありますが、その以前として、例えば、例としては、原子力発電所を担ってきた日本原子

力学会というのがあります。それは核物理学の基本的な物理学の学会とは別に、原子力学会

ってのがあって、その日本原子力学会に倫理綱領というのがあります。 

 その倫理綱領の中に、大体、安全性の保証というのが規範として出てくるんですが、最初

のほうに、原子力研究は平和目的に限ると書いてあるんです。これは研究者としての非常な

自己抑制であると思うんです。平和利用に限ると言ってるということはね。ここが技術倫理

の一つの大きな見えやすいところかなと思ってます。それから、科学的な必要性と妥当性に

対して、技術倫理においては、安全性という構成の保証が大事になります。安全かどうか、

有効かどうか、これは医学の基準でもあります。新しい薬の開発、今で言えば、コロナのウ

イルスのワクチンとか、治療薬の開発というのは、ともかく安全性と有効性がきちっと保証

されていなければいけません。ですから、そういう意味で、医学研究というのは、科学研究

というよりは、技術開発として見たほうが、非常にすっきりするし、何を医学研究に求める

べきかというのも、それを技術開発として見て、技術倫理を当てはめていくほうが、私は、

物事はすっきりしてくると思います。 

 その他、封じ込めやリスクの管理、環境問題とか次世代責任論、知的所有権の在り方、い

ろいろありますけれど。これらも全て、科学研究の倫理でもいわれることではありますが、

技術倫理という面ではそちらのほうに大きな比重がかかってくるわけです。ちょっと失礼

いたします。どうも失礼しました。 
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 ここまでであれば、非常に研究所コミュニティーとしても楽といいますか。筋を通してい

くという意味では、ここまでの話では、何とか科学者だけでなる、できることなんですが、

生命を扱う研究のもう一つ面倒なところは、他の研究でもそうかもしれませんが、今、考え

てきた職業研究者としての倫理規範と社会の価値観が必ずしも一致しない。特に、生き物を

扱う研究であればそうなので、その価値観の調整をしないといけないということになりま

す。例えば、具体的な例で言えば、生命科学者であれば、動物実験ってのは絶対に必要だと

思ってます。動物実験っていうのは、科学研究だと思ってますが、研究者は。一般の人、特

に動物愛護の人から見れば、動物実験というのは、動物虐待以外の何ものでもないわけです。 

 では、そういう動物虐待としての動物実験がなんで許されるか。そこで調整が必要になっ

てきて。これはまた別の大きなテーマで、私も研究してきて、課題として認証していただい

た本の中にも多少、書きましたが、要するに、科学として適正に行われる動物実験は動物虐

待じゃないという形で調整が行われ、動物保護法の中で動物実験が認められる法的な理屈

が作られたわけです。もちろん、適正な動物実験とはどういう実験かというんで、さっき申

し上げた科学的に必要で妥当なことしか、生きた動物にはやらないとか、そういう規範が作

られ、正当性の基準が作られていくわけです。 

 そういう調整というのは、いろんな場で行われるわけですが、大きな話として、一番分か

りやすいのが、立法をする形で公共のルールというのを社会的合意の下に作っていくと。そ

うすると、科学者コミュニティーだけじゃなくて、一般社会も巻き込んでいって、公共のル

ール、科学者も科学者でない人も従うべきルールが作られていくと。そこまで行ってしまう

問題が命を扱う研究では、いろいろ出てくるというところが難しい、面倒な。逆に言うと、

大変やる意味があるというか、やりがいがあるところであるわけです。 

 ここで、大体、科学者やお医者さんっていうのは、法律ってものすごい嫌います。倫理も

大嫌いですが、法律がもっと嫌いです。なんでかっていうと、法律は自分たちの手足を縛る

ものであると思っちゃってるわけです。これは無理もないところもあって、日本が属する東

洋、特に中国の文明圏においては、法というのは、官が民を支配する道具だったので、現に

そうだったので、律令っていうのはそういうもんですから、その伝統の中で生きてきた日本

としては、その残滓が残っている。しかし、近代社会における法というのはそういうもんで

はありません。一番下の行に書きましたが、近代社会における法とは、主権者が望む自由と

権利を実現するための手段です。これはもうはっきりしてます。 

 簡単に王様に首切られたり、牢屋に閉じ込められたり、経済的手段を奪われたりというこ

とがないように、というのが近代の革命の最大の原理です。フランスで最初に出た、近代の

人権宣言っていうのは読んでいくと単純で、ともかく、所有の自由と、身体の自由、つまり、

経済活動の自由と社会的な活動の自由。つまり、牢屋にめったやたらに放り込まれない、い

う人身の自由ってのが非常に出てきてるわけです。分かりやすいです。大変シンプルです。

今はもうもっと複雑化しちゃったんで、生命の科学の研究を適正に行うために、どういう法

律が必要か、研究者はどういう自由と権利を望んでいるのか、それを社会はどこまで認める
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のかというところでの調整が行われるわけですが、こういう研究倫理に関する立法は適正

な科学研究と研究者を守るものであって、ちゃんとしたことをやってる人は、その法令がで

きれば守られるわけです。それがないと、誰も守られないことになっちゃう。それはとても

よろしくない。 

 だから、法律っていうのは、自分たちの手足を一方的に縛られるもんじゃあないんだとい

うことを、これは法律に対する意識のようなことになると思うんですが。それも変えていか

なければいけないし、逆に、生命を扱う活動というと、世間の人の関心も比較的、高いので、

そういう法の意識を日本社会で変えていくためのきっかけがこの分野の議論になるといい

なと、私はいつも思ってやってきました。 

 さて、ここで、法律の話をしてきましたけれども、もう一つ面倒なファクターとして、生

命倫理の分野で特に出てくるのは、宗教の問題です。科学と宗教の関係というと、ざっと言

うと科学というのは事実の解明であって、客観世界が相手だ。宗教は、人間の価値の探求な

んで、主観世界が相手だ。分かりやすいですけど、こういう整理は非常に教科書的というか、

図式的で、私はこれは間違ってるとは言わないまでも、問題の本質を外しちゃってると思っ

てます。それはどういう意味かというと、科学は単なる事実の解明ではないと思ってるから

です。 

 それはどういうことかというと、近代の科学というのは、真理の探究のためには何でもや

るぞというある一つの強烈な自己意識というか、価値観を奉じる、全くそれまでとは違った

別個の精神世界だと思うんです。やっちゃいけないっていわれた人間の解剖もやる、やる、

絶対必要だからやる。やっちゃう。生き物をばらばらにしたり、カエルの足引きちぎって、

電気通じて、動いた、動いたとか、やると。いうようなことをやるという精神、世間からど

んなに後ろ指、差されてもやるっていうのは、これは、私は主観だと思うんです。事実の解

明だけで、そんなことできないと思うんです。だから、近代科学というのは、そういうある

非常に特別な価値観を奉じる、そうやって自分たちは生きていくんだ、そういうふうに生き

たいんだという価値観を奉じる新たな精神世界として、それまでの宗教から自立した世界

であると。 

 だから、どっちも主観なんです。私はそう思います。科学者の世界も宗教者の世界もどっ

ちも主観なんです。ただ、その報じている主観の価値観が違うわけです。だから、科学と宗

教の対立っていいますけど、絶対それは、解決はしないです。両方とも精神世界ですから。

お互い精神世界ですから。神々の戦いってよくいいますけど、絶対どっちが勝つってことは

あり得ないし、どっちが正しいってこともないんだというふうに、私は考えるべきだと思っ

ています。科学と宗教の関係は。でも、外からいろいろいわれるっていうのは悪いことじゃ

ないんで、別の価値観に基づいていろいろ批判されるっていうのも当然とてもいいことだ

と思ってます。 

 そこで、生命の研究のよりどころは何かっていったときに、特定の宗教の価値観に基づく

ような生命倫理にそのよりどころを委ねちゃうっていうのは、私は科学としての自己否定
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であると思うんです。逆に、社会の側からしても、科学の営みに対して、こういうルールを

課そうと、この範囲でやってくれとか、こんなことはやっちゃいけませんよというときも公

共のルールを課す場合は、社会の側も特定の宗教の価値観には基づかない、世俗性、これは

政教分離という言葉でもいいますが、原則としなければいけないですね。 

 社会の側も科学に対して何か求めるときは、特定の宗教の価値観に基づいては、それは広

く共有できるものにはならない。近代社会の公共のルールにはならない。中世じゃないんだ

からというのは大事なことだと思います。これは、今、ますます重要になってきてる気がし

ます。 

 ここでまたちょっとがらっと、科学のよりどころということで大事なのはお金です。研究

はとてもお金がかかります。生命を扱う研究も大変お金がかかります。どうやってそのお金

をもらうかというと、私は、科学研究は社会からのお布施で成り立ってると思ってます。こ

れを昔ある国立大学の研究所でレクチャーでこういうふうに言ったら、ものすごい嫌がら

れたんですけど。お布施とはなんだ、けしからんみたいに言われたんだけど、でもそうじゃ

ないですか。研究費というのは公的には税金です。それから、日本ではあまり大きくないで

すが、私的な研究にもらえる研究費は寄付です。日本では、トヨタ財団とか、非常に大きな

民間の研究助成団体、たくさんありますよね。あれは寄付です。 

 アメリカなんか行くと、有閑マダムのおばちゃん連合みたいなのがあって、そういうとこ

ろがぽんと大学に寄付してくれたりするそうです。ですから、研究は公的には税金だし、私

的には寄付です。これはお布施です。なんでそんなものもらえるか。それは社会が科学に望

むことは何かということを考えないと、いけません。ただ、役に立つこと、有用性だけを社

会は科学に求めてるでしょうか。私はそうではないと思いたいのです。もう一つ、生命倫理

を守ってるのはいい科学か。私はとんでもないと思ってます。そんなことを世の中は求めて

るのかな、本当に。よく、いろいろ生命科学の先端研究で倫理の議論が大事だなんていって、

生命倫理、守らなきゃいけないなんて言ってますけど、それだけが本当に大事なことなのか

なと思うわけです。 

 有用性も生命倫理もそういう意味では科学の外から来るんです。科学それ自体に価値と

いうのはないのか。社会が科学に望むことは他にないだろうかと思うんです。それを今まで

どう考えたらいいかといろいろ考えてきて、たどり着けて、課題図書にしていただけた本で

展開してみた、欲望論ですかね。それをちょっと整理してみたんですが。 

 人間には大きく言って、二つの系列の欲望があると、私は思っています。一つは現世利益

を求める欲望です。これが人間の欲望っていうと、大体こっちですね。ほとんどの人は大体

こっちが強烈に持ってる。薄く持ってる人もいるかもしれません。現世利益を求める欲望と

は何か。空を飛びたいとか、速く走りたいとか、長生きしたいとか、元気でいたいとか、そ

ういうことじゃないですか。それは要するに、有用性ですよね。何かの役に立つと。そのた

めに技術開発があるわけです。それは功利的判断に基づいて進められていくわけです。その

技術開発は、安全性と有効性の保証が歯止めになります。間違いが起こらないように。技術
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開発において間違いが起こらないようにするための最大の歯止めは安全性と有効性の保証

です。 

 これは、要するに言い換えれば、人間の現世利益を求める欲望のコントロールというか、

歯止めになるのが、その安全性と有効性の保証です。いくらなんでもそんなことしたら、危

ないよとか。あるいはそんなことしてもきかないよっていうのが、歯止めになって、無駄な

ことをやめさせるということになるわけです。 

 私は、人間はこれだけではないんじゃないかと思ってます。人はパンのみにて生きるにあ

らずなんていいますけれども、人間には、現世利益を求める欲望とは全く別系列に、独立に、

不思議な欲望がある。私はそれを科学する欲望と呼びたいんですが。星空を眺めて、あの光

ってるものは何だろう。どこにあんだろう。そういうことを知りたいと思う。海の果てには

何があるんだろうか。そもそも海って何でできてるんだろうかとか。そういうことを思っち

ゃうというのが、人間という生き物の他の生き物と違う、ある本質的な部分なんじゃないか。

それは現世利益を求める欲望とは全く別なところにあるんじゃないか。でもそれがあって

こそ人間っていう面もあるんじゃないか。私はそう考えています。 

 あれがなんでこうなってんのか知りたい。あれは何なのか知りたい、どうしてそうなって

んのか知りたい。それが科学する欲望ということですが、それは科学的な必要性にのっとっ

て進められていくわけです。あれが知りたい、これが知りたい。それを知るためにはどうし

たらいいかってことです。この科学する欲望に対しては、ルール申し上げてきたように、研

究者同士の相互批判、あるいはさらに広げて、研究者と社会の間の相互批判というのが歯止

めになるわけです。そういうことはやりたいだろうけれども、駄目よ、やっちゃ、そんなこ

とやっちゃ。ていうことになるわけです。 

 大体、生命を扱う研究の実験研究のデザインというのは、いつも候補としては第 2希望、

第 3希望になることが多いです。第 1希望は、例えば、あまりに動物に残酷なことしなきゃ

いけないとか。人間に非道なことをしてみなきゃ分かんないとかいうことで、大体、第 1希

望は、お金がかかり過ぎるとか、そういう生き物が手には入んないとか、そういう要因もあ

りますが、大体、第 2希望、第 3希望になりますが、それは要するに、そういう歯止めがか

かっているからであると、私は思っています。 

 じゃ、なんでそういう科学する欲望に身を委ねた科学者というのが職業として成り立つ

のか。社会の中でなんでそれが存在できるのか。どうして世の中からお布施をもらえるのか

ということを考えると、私はこの欲望論からいくと、科学者というのは、科学する欲望の充

足を社会から付託された存在であると言えば分かるのかなと思ってます。どういうことか。

科学する欲望に身を委ねる。全ての人がそんなことしちゃったら、誰も畑をつくってくれた

り、漁に行ったりしてくれる人がいなかったら、ただ星空を眺めてぼーっと、あれは何なん

だろうなんて考える人ばっかりになっちゃったら、人間は滅びちゃいますよね。生きていけ

ないわけです。大多数の人々は日々の糧を得るために、労働をしなきゃいけない。それが人

間だから当然です。 
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 でも、それだけじゃないんじゃないか。何か他のことも大事なことがあるんじゃないか。

なんかあそこでいっつも畑には来ないで、寝っ転がって、何か考えてる人は、何か大事なこ

とを考えてくれてるみたいだ、みたいなね。そういうことがあった、あるいはそういうふう

に考えればいいんじゃないか。みんながみんな、科学する欲望の充足を追求していったら、

人間、滅びちゃいますから。だから、大多数の人たちは日々の糧を得る活動に従事するわけ

ですけれども、その中で、でも、他の人がその科学する欲望の充足をやってくれるんであれ

ば。で、その結果、分かったことは人間だからみんなで共有できるということで、じゃあ、

他の人がやってくれる人がいるんだったらやっといてくださいということで、科学研究が

職業として成り立つようになってきたんではないか。長い時間をかけて。それがお布施をも

らえる理由だったんじゃないかと。 

 近代科学ができてきた当初は、パトロンは王侯貴族だったわけです。それが近代の市民革

命で、町人の世界の人たちからもパトロンとして広がってった。このアナロジーでいくと、

宗教者と科学者ってのは、もっと近い存在になって。とても分かりやすいのは、古代インド

社会の仏教教団です。仏教は完全な出家というのを仏教者、宗教者に求めました。僧侶にね。

完全な出家っていうのは、要するに、日々の糧を得る日常生活の営みを一切やらないってこ

とです。だから、食べていくためには、よその人からお米や飲み物もらわなきゃいけないわ

けです。なんで、そんな人たちを社会は許したかっていうと、やっぱり、なんだか、解脱だ

とかなんだとか、言ってるけれども、あの人たちは何か知らないけど、人間はかく生きるべ

きだみたいな、とても大事なことをやってくれてるみたいだ。私たちはとてもそんなことし

てる暇はないし、する気もないけど、なんかそういうことをやってくれてる人がいるんだっ

たら、それはそれでいいかもしれない、みたいなね。 

 だから、古代インド社会において、出家した仏教僧侶たちに、周りの人たちが食べ物をあ

げて、お布施をしていたってのは、なんかどうもそういう関係性があったんじゃないかとい

う気がするんですね。お布施っていうのは、私はそういう意味だと思ってます。直接の見返

りっていうんじゃなくて、何か自分たちはやらないけど、人間としてはやっといたほうがよ

さそうな大事なことをやってくれてるんじゃないか、みたいな。それが、宗教者と社会の関

係。古代社会ではそうですが、近代社会ではそれが科学者というものが出てきた。宗教者の

位置に科学者っていうのが入ってきた。そう考えるべきじゃないかなと私は思うのですが、

いかがでしょうか。 

 そういう目から見て、日本の国の科学政策を見てみると、理科離れなんていうことをいう

ように久しくなって、初等中等教育では、科学の面白さや夢を強調して生徒の関心を引くと。

学校の授業ではできないと、なんと理科実験教室なんて、わざわざお父さん、お母さんがお

金を払って、子どもに実験させて、いうことをやろうなんていうことをわざわざやったりし

ていると。しかし、その初等中等教育で吹き込まれたことを真に受けて、科学は面白くて夢

があるなんて、本気で信じちゃって、科学者になろうってことになって、高等教育に進むと、

職業研究者になればなるほど、役に立つことをしろと言われるようになる。おかしい、なん
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だ、だまされた、みたいに思ってしかるべきだと思うんです。 

 入り口と出口で全く矛盾したことをしているんじゃないか。これじゃあ科学研究は育た

ないんじゃないか、ちょっと考え直したほうがいいんじゃないかなというのは、私の考えで

はありますし、多くの研究者の人はそう思ってると思うんです。職業研究者が社会に対して

取るべき姿勢という形で今までの話をまとめてみると、科学研究をやっていけるお金の本

当の出もとは、一人一人の納税者です。お布施ですから。お布施、払ってるのは納税者です。

お役人じゃありません。お役人は配分してるだけです。だから、職業研究者はそういう研究

費を配分して直接くれるお役所のほうじゃなくて、本当の自分たちの研究費の出どころ、パ

トロンである納税者や世間のほうを向いて、自分たちがやっていることの意味や価値を説

明し、理解を求めるべきであると思ってます。 

 私がこういうふうに考えられるようになった一番の要因は、私が企業の研究所にいたか

らだと思ってます。企業の研究所にいると、自分の研究のお金を出してくれてる人が誰かっ

てのは嫌でも分かります。私の場合だったら、三菱化学の人たちです。三菱化学の人たちが

それこそ世の中の役に立つことをやって、それでちゃんといいものを作って、お金を稼いで

くれるから、私たちの研究所にそのお金のいくぶんかが回ってくるわけです。研究者はそう

やって生きてくるわけです。 

 だから、金の出どころ、研究費の出どころってのは、企業の研究所にいると、ダイレクト

に分かる。嫌でも分かるわけです。だから、三菱化学の本社のある丸の内のほうに背を向け

ちゃあ寝られない、足向けて寝られないねなんて、よく冗談で言ってましたけどね。だから、

そういう研究費の出どころ、パトロンとの緊張関係ってのは、企業の研究所では、どんなに

基礎の研究所でも、あるわけです。でもそれが税金になってしまうと、分かりにくくなっち

ゃう。本当のパトロン、企業にいればその会社の社員の人だって分かるけど、税金になって

迂回して、だーってやってくると、はっきりとパトロンの顔、研究の金主の顔が分かんなく

なっちゃうんですね。 

 それを私は研究者として、大きなモラルハザードの要因になると思ってます。やはり、そ

ういうパトロンとの緊張関係は科学者としての、一つの専門職として大事だと思ってます。

あとやっぱり、科学者としては、目先の有用性ばっかり強調しない。助成金もらうために役

所に出す書類にはこんなことに役に立つっていう風呂敷をいくら広げてもいいけど、それ

でお金もらえるんだったら、それでどんどんもらえばいいけれど、自分がそれを真に受けち

ゃいけない。本当にやりたいことは何かを見失ってほしくない、研究者に対してはね。いう

ふうに私はいつも思っています。 

 最後。社会の側、あるいは科学研究を職業としていない側の人間が科学に対してはどうい

う態度を取るべきかというのも別の話としてまとめると、例えば、科学者はほっとくと暴走

するから社会が抑えなければならない。残念ながら、こういうことを言う人が、生命倫理と

か言ってる人の中に、今でもいるんです。私は大変あほらしい言葉だと思っています。それ

は、二つの意味であほらしいと思うんですが、一つは、日本の科学研究者ってのは、大変お
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となしいです。社会から見て暴走するんじゃないかと思えるような乱暴なことをやる人が

残念ながら大変少ないです、日本では。 

 それは、私はいいことじゃないと思ってます。何するか分かんないぐらいの、そういう危

なさみたいなのがないと、一流の科学研究はできないんじゃないか、ぐらいに、私は考えて

います。だから、科学者ってのは暴走するもんだし、暴走しない科学者なんて、一流にはな

れないぞぐらいに、乱暴に言えば、そういう言い方も、そういう見方もするべきかもしれな

い。あと、もう一つは、科学者が暴走するっていうのは、どうも、何を言って、暴走って言

いたいのかよく分かんない。それは不信感があるわけです。ほっとくと何するか分かんない

ってのは、不信感があるからで、最初に話したように、自分たちはこういうことで、こうい

うことをやってますというのを世の中にちゃんと示せてないから、不信感を持たれちゃう

わけです。そういう不審に基づく科学の批判はするほうも、されるほうも、双方にとって不

幸だと思うんです。 

 逆に、その真逆として、受容と礼賛、科学って素晴らしいっていうような、それだけが科

学を支援するやり方じゃないっていうことも、一般の人にはぜひ分かってもらいたい。これ

もまた、国が大きな予算を付けてだいぶやってきた、科学コミュニケーション。この科学コ

ミュニケーターという専門職をつくって、その養成をいろんな大学や、例えば科学未来館と

か、そういうところで、いろんなところで税金を付けてやっています。それはとても大事な

ことだと思うんですが、どうも、その科学コミュニケーションを実際にやってることを見て

ると、どうもなんか、科学ってこんな素晴らしいことをやってます、みたいな、一方的な PR

で終わっちゃってんじゃないか。 

 PRは大事です。それは大事ですけれども、それはコミュニケーションではないですよね。

コミュニケーションというのは双方向のやりとりですから、なんでそんなことやってんの。

そんなことやってどうなるの、みたいなことがなければいけないんで。PR だけじゃ、コミ

ュニケーションにならないと思うんです。社会の側として、一番理想的なのは、科学研究に

おいてレベルの高い本物というものを求めて、厳しく叱咤激励すること、それが私は、一番

の本当の科学批判だと思ってます。そんなんじゃまだまだ駄目だよ、もっと先に行かなきゃ

駄目じゃないか、ぐらいに。それぐらいの目利きを大勢の人が持てるといいなあと思ってる

し、私はそれは、今のこの情報社会の世の中ではできないことではないと思っています。 

 よくお芝居の世界で、いい観客がいい役者を育てるというじゃないですか。私はあれは科

学研究においてもいえると思います。舞台の上で下手くそな芝居を見せたら、下手くそ、引

っ込めとやじが飛んじゃうぐらい、そういう緊張関係があったほうがいいと思う。そういう

場をどうやってつくれるかが政策的にも、科学の営みとしても、とても大事で、そういうと

ころにどんどん手間をかけていくべきだと思うんです。そういうことをするのも、自分たち

は科学のパトロンなんだ、俺たちがお布施を出してやってんだ、ぐらいな気持ちをちゃんと

持っていただきたい。自分たちがいい観客になって、いい目利きになってほしいと。私はそ

れが科学リテラシーということの本当の意味だと思ってます。 
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 科学リテラシーっていうのは、別に、専門誌に載っかってる論文が読めるようになるって

いう程度の話じゃないと思うんです。専門誌の論文でアブストラクト、ぱっと読んで、こん

な事前からやってんじゃないか、いまさら何？とかね。本当にこれでそんなことが分かって

んのかな、みたいな、そういうことを思えるように。私は幸い、企業の研究所にいて、『ネ

イチャー』、『サイエンス』そういう一流の科学誌が隣の図書室に行けばいつでも見れたんで、

専門論文を目を通して、分かんなければ、そこら辺にいる研究者、捕まえて、聞いて、そう

いう見る目をなるべく養ってきたつもりです。文系の人間ではありますけどもね。 

 だから、それはやろうと思えばできないことじゃないし、お布施を出してる以上は、それ

ぐらいのことをやる意味も、意義もあるんじゃないか。そういう緊張関係の下に科学者を置

くということが、科学者の側からしても、社会における自分たちの正当な位置、あるいはよ

りどころということになるんではないかと考えております。 

 それで、私からの話は以上ですが、課題図書にしていただいた、『生命科学の欲望と倫理』

の最後のほうで、ちょっと宇宙に関係する実験研究の話とか、あとがきでも、宇宙のことを

議論する学会があるんなら、ぜひ入りたいなんて、書きました。そのうち、待ってもいられ

ないので、自分で本当に、宇宙に関する、何を考えるべきかっていう本を、その『生命科学

の欲望と倫理』を書き終わった後、2年ぐらいたって、本当に書けちゃいましたんで、それ

がお手元に、PDFで一緒に、ご案内も出させていただきましたが、もしも宇宙に行くんだっ

たら、人類が広範に宇宙進出という未来を目指すんであれば、今、考えなきゃいけないこう

いう問題があって、それは実は、きょう話してきたような、科学研究のよりどころの問題、

生命を扱う研究の倫理規範の問題に深く通じていくことになると。 

 あるいはそれを別の角度からより深く考えることになるじゃないかということで、1 冊、

書かせていただきました。SFが好きな方はぜひ、SFの作品の引用とか、たくさんしていま

すし。また、そういう SFの世界とか、全然苦手な方にも、こんなこともあるのか、みたい

に思ってもらえるように書いてありますので、今回、読んでいただいた課題図書の変な続編

みたいな、スピンオフの作品みたいに思っていただけると、とてもうれしいです。私からは

以上です。どうもありがとうございました。 

 

藤山：はい。橳島先生、大変ありがとうございました。それでは、これから、皆さんとの対

話というか議論をしていきたいと思います。きょうのお話、生命科学の中身にずっと入って

いくんではなくて、むしろ、社会との関係を分かりやすい言葉、定義を使って、していただ

いたと思うので、この中の質問でも結構ですし、課題図書の中からでも結構ですけども、自

分の感じたことを先生や周りの人にぶつけていただきたいと思います。橳島先生、最初にあ

れですよね、職業倫理のところから始まってるんですけども、研究者倫理の。 

 

橳島：はい。 
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藤山：今、特に世の中でようやく言葉として有名になってきた ELSIですけれども、人間の

ゲノムを解読するためのプロジェクトを実行してくために、倫理的、社会的、法律的な問題

が起こってくるときに、その議論をきちっとできるような体制をあらかじめ、少なくとも予

算的には取っておこうという考えから生まれたと聞いてるんですが、そうだとすると、先生

のおっしゃるとおり、職業倫理、内輪の中の内部規制、アシロマ会議の延長で、つまり ELSI

は生まれたというような考え方ができるということなのか、それとも、そうではなくて、

ELSI は本当に社会的な接点の概念を研究者社会にもたらしたのかっていうのは、どういう

ふうに捉えたらいいんですか。 

 

橳島：ではまず、その問題からお話しすると、ELSI というのは、アメリカでつくられた言

葉です。その一番の最初は 1990 年度のアメリカの予算で、ヒトゲノム計画と、人間の DNA

の配列を ATGC全部読んでしまうという当時としては壮大な計画に対して、巨額の国家予算

を付ける、そういう計画を政府が議会に出したわけです。アメリカの議会は日本の議会以上

にお金の使い方に非常にうるさいところなんで、それだけの巨額な予算を使って、人間のゲ

ノム配列を全部読むっていうようなことが議会が認めてくれるかどうかという懸念がもの

すごくあったわけです。 

 そのときに、議会を黙らすというか、交換条件というか、取引材料というか、いうことで、

当時の政府の顧問になっていた、DNAの構造を解明する論文の共著者だった、アメリカ人の

ワトソンという、古だぬきが出てきて、それじゃあ、ヒトゲノム研究がもたらす、あるいは

考えなくてはいけない倫理的な問題の研究に最初から研究予算の数パーセントを分けて使

うと。人間の DNA のふ分けだけじゃなくて、つまり科学者だけじゃなくて、科学と社会の関

係についても最初からお金を付けます。だったらいいんじゃないですかという、議会との取

引材料、特にアメリカ合衆国における、議会と政府の関係というか、納税者と科学者の関係

ですね、それこそ。 

 そういう取引材料として、初めてこの世に出てきたという歴史的な経緯があります。です

からそれは、ヒトゲノム計画に対する研究予算の配分であり、年間予算の 3パーセント、ま

たは 5パーセントがその当時出された数字です。年間予算が非常に巨額だったので、この 3

パーセント、5パーセントでも、当時のお金で、日本円で、数億円にはなる、すごく大きな

規模の予算です。 

 でも、科学史の中で、科学研究の予算で、科学研究以外のことに使う費目を最初から組み

込んだのは、研究史上初めてのことなので、これは非常に大きなインパクトを与えました。

すぐにヨーロッパ連合が同じようにヒトゲノム計画にそういう枠をつくりました。わざわ

ざアメリカと違う名前にして、ELSI じゃなくて、ELSA、エシカル、リーガル、ソーシャル、

イシューズがアメリカ語なんですが、ヨーロッパはわざと違う言葉を使って、エシカル、リ

ーガル、ソーシャルまでは一緒だったんですが、アスペクツって、わざわざ違う言葉を使っ

てみせたんですけどね。 
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 割合も大体 1パーセント弱ぐらいで、アメリカの 3パーセント、5パーセントよりは少な

かったんですけれども。それがまずヨーロッパ連合に行った。遅れて日本政府もヒトゲノム

計画の臨時予算ってつくったんですが、これがまた恥ずかしいぐらいに脆弱というか、1年

間に 100万円か 200万円ぐらいっていう、『ネイチャー』ですごい、やゆされましてね。日

本政府はケチだ。ヒトゲノムの倫理問題にこれしきのお金しか付けなかったなんていわれ

ちゃって。恥かいちゃったんですけど。私の研究室もその日本政府のヒトゲノム計画の ELSI

予算をいただいたこともあるんですけど。非常にかわいい額だったです。科研の重点より 1

桁、少ない額ですから、ちょっとね、恥ずかしかったんですけど。 

 だから、私は最近、特に日本政府もいろいろ出してくるプロジェクトの中に、この ELSI

って言葉が説明抜きで使われてるのを見て、非常にびっくりしたんです。ELSI って言われ

て分かるのか、人は。そんな生命倫理の世界のことですからね。ELSI なんて、変な略語で

まとめないほうが、私はいいと思ってるんですけど。最近の例では、内閣府が、ムーンショ

ットプロジェクトっていう、非常に鳴り物入りで内閣府主導で。ムーンショットっていうの

は別に月を爆撃しようって話じゃなくて、それぐらいのインパクトのある、ものすごいブレ

ークスルーをもたらし得る科学研究をしようって、そういうことで。内閣府がかなり、5年、

10年のレベルで相当のお金を付けると。その中に生体工学的な部分もかなり含まれていて、

その研究仕様書に ELSIって言葉が何の説明もなく、その四つのアルファベットで出てきち

ゃったんで。 

 私は相談を受けて、アドバイス求められたとき、これはそんな、ELSI なんて、文章の中

で説明抜きで書いたって分かんないですって言って、日本語でちゃんと言うように、言って

るんですけど。だから、ELSI は、そういう意味で科学研究の外から来て、科学研究の一部

になったという、非常に面白い歴史のある言葉ではあります。 

 

藤山：ありがとうございました。私も科学技術振興機構に 5年前に入って、この言葉に接し

て、今、その世界の中では、常識のような言葉で使われてるんですが、ルーツについてのき

ちんとした説明がないので、取り方によってかなり違うニュアンスを持った言葉になって

るということはあるんです。ヨーロッパでは、RRIっていう言葉、むしろ、ステークホルダ

ー全体で、見ていこうっていうような考え方のほうが、先行してるようです。より社会の中

に入ってっていう感じは、ちょっとあるんですけど、それは順番の問題があって、今、橳島

先生が、ご説明していただいたように、ELSI のほうは、要するに、全体の計画を前に進め

るための、納得させなきゃいけなかったっていう背景の中から生まれてきてるっていうこ

とが今のご説明で分かったと思います。 

 今のことを脇に置いておいて、きょうの、橳島先生がお話ししていただいた、研究者倫理

だとか、技術倫理だとか、科学と社会の関係だとかっていうことを、具体的な例の一つとし

て、今の ELSIの、ものを考えていただいて、皆さんでものを考えていただいたらいいかと

思います。それぞれの方のご質問を考える前に、木戸崎さんと星野さんから、事前に課題図
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書を読んでいただいて、とてもいい質問が入ってきてるので、2人から、まず質問をご自分

の言葉で投げかけていただきたいと思います。 

 また、例によって、自分の所属で、もし時間があれば、こんなことを普段やってますとい

う仕事の内容を 30 秒ぐらい付け加えていただいて、ご質問をしていただければいいかな。

あるいは自分のご意見を言っていただいたらいいかなと思います。城戸崎さんいかがでし

ょうか。 

 

城戸崎：分かりました。 

 

橳島：よろしくお願いします。 

 

城戸崎：よろしくお願いします。キヤノンの城戸崎と申します。自分はオフィスで使われて

ます、マルチファンクションプリンターって、コピー、ファックス、プリンターとかが一体

になったものの開発チーフをずっと 10年ぐらいやっていて、今は、それの技術推進という

か、技術計画を立てるっていうような仕事をしてます。 

 今回、本を読んで、ちょっと感じたことを質問させていただきたいんですけれども、今後、

科学研究とか技術の応用が進化すると、健康で長寿な世の中になるっていう素晴らしい世

界が描けるのかなっていう期待を込めつつ、ただその、技術とか科学が進化するためには、

生命倫理上の基準とか土台をしっかり設けて、精子や卵子や臓器とか、人体の取り扱いを包

括しながら、そういう進化のためには、そういったものの犠牲とか、活用をもとに成り立っ

てるっていうことを認識することがすごく大事だなということをあらためて思いました。 

 そう考えると、今の日本の生命倫理上の基準は何となく場面、場面での対応が多くて、フ

ランスとかと比べると、基準作りが遅れてるのかなとか。フランスの例を見ると、哲学的に

考えてるような感じがすごくしたんです。今回の生命倫理だけじゃなくて、私も開発をやっ

ていて、いろんなケースで欧州が規制とか企画のすごく上手に作ってるなっていう場面を

すごく感じていて。そうすると、今、日本で基準作りが遅れてるものは、どういう要因だっ

たのかなっていうのをすごく感じました。それは、ある意味、日本が明文化されなくて、暗

黙値のルールの中でうまくやるような民族だからそうなったのか、いや、もっと違う要因が

あるのかとかいうのを含めてお聞きしたかったのと、仮にその基準ができたとしたときに、

先生もおっしゃっていただいた、社会に浸透、認知していくために、どういうふうに積極的

な動きを取んなきゃいけないか。もしくは、それがうまくいってるケースがあるんだったら、

教えていただきたいと思いまして、ご質問させていただきます。よろしくお願いします。 

 

橳島：はい。ありがとうございました。大変いい問題を指摘していただきました。また、皆

さんでも議論していただきたいと思うのですが。確かに、私、毎年のように、大学で、学部

生でも農学部とか、それこそ生命工学部とか、いろんなところで話をして、課題図書にして
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いただいた本の第 2 章の前半、日本はこれまでどういうことを生命倫理で対応してきたか

っていう経緯を話して、いろんなところが足りないんだよねって話をするわけです。それは

まず事実として、そういうことを伝えると、学生から必ずやはり同じ質問をされて。なんで

日本はそんなにいろんなもんをつくるのが遅いんだ。遅れてるかどうかっていうのはまた

議論の余地がありますけれども、なんでそんなにないんだっていう、その理由は何なんです

かっていうのは、学生からも社会人のかたがたからも、話すと必ず聞かれることです。 

 私はそれを毎年のようにずっと聞かれてきて、その度に、なんでなんだろうなってことで、

いろいろ言うんですけど。少なくとも、ことご指摘いただいたような人体とか、人間の生命

を扱う医学、先端医療の問題についてルール作りが遅れている一番大きな理由は、やっぱり、

ひとごと感が圧倒的に強い。例えば、臓器移植なんて、臓器が駄目になった人でないと、当

事者になんないとなかなかピンとこない問題で、日本ではいまだに脳死臓器提供者が人口

比でいくと世界最低水準と。そのこと自体が私は悪いとは思わないんで、それはまた別の議

論なんですが、ひとごとと。 

 あとは、例えば、生殖補助医療なんていって、体外受精とかなんかいろいろあります。今、

日本では、本当にいろんな数字がありますが、8人に 1人とか、12人に 1人が体外受精で生

まれてんだ、なんてね。小学校の 1クラスあったら、大体そのうち 1人か 2人は体外受精で

生まれてるという、すごい世の中になってるんですけれども、それでも、少数派は少数派な

んで、日本の生殖補助医療、全然ルールがないままに、本当に、それこそ暴走しないかと思

っちゃうぐらい、無法地帯なんですけど。それもやっぱりひとごと感が圧倒的に強いからだ

と思うんです。有志の国会議員の人たちがいろいろ法案作りをしてるんですけど、各党に持

ち帰ると、全然進まないんです。全然議論が進んでいかないんですけど。それはやっぱり、

ピンとこないんだと思うんです。本当に。ひとごと感が強いと。 

 そのひとごと感をどうやって乗り越えていくかっていうときに、当事者と当事者でない

人に温度差があるのは、当然どんな分野でもそうなんだけれども。この分野でひとごと感を

どうやって乗り越えるかっていうと、やっぱり、そうはいっても、話を向けてみれば、関心

のある人は少なくなはいと。それを例えば、フランスでは膨大な生命倫理関連法を作って走

ってきたんですけど、10 年ぐらいたってふと気が付いたのは、なんかこれ、誰も付いてき

てないんじゃない？っていうのが、フランスの社会でもあったんです。 

 本当に専門に 10年、20年やってる私でも、あれ？何がどうなってんだっけってのが分か

んなくなるぐらい、非常に複雑な膨大な体系になっちゃったんです。だから、議会でもその

法案の改正とか、審議してるときに、議場で議員の数、数えたら 10人ぐらいしかいないと

か。フランスは本会議、徹夜でやるんで、大体みんな帰っちゃうんです。議場にはあんまり

人いないで、関心ある人だけでやってるってのは、結構実態としてはあったんです。15 年

ぐらいたって、ちょっとこれまずいんじゃない？ 大体フランス人にフランス生命倫理法

って知ってますかって言ったら、知らないっていう人、とても多いんですね。 

 それでも突っ走ってきちゃったフランスのエリートですが、ちょっと心配になったらし
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くて、ちょっとこれは誰も付いてきてないんじゃない？ どうしようかっていうんで、2009

年に一大官民プロジェクトをやってのけたんです。それはフランス全国民会議、生命倫理全

国民会議なんていう、すごいタイトルを付けて、政府がお金を出すだけじゃなくて、各種民

間団体もそれぞれの場でいろんな議論を立ち上げると。政府がお金をつくって、専用のウェ

ブサイトを作って、そこの双方向で情報提供と意見の吸い上げができるようにした。全国各

地でいろんな集会をやって、政府主催の集会もやったり。そういうことをやると、新聞でも

扱ってもらえるので、非常に、華々しい花火を上げてみたわけです。それでも、参加する人

はそんなに数が多くないんじゃないか、こんなん全然、全国民じゃないんじゃないかって批

判はあったんです。 

 最近、その後、2009年の次に、2018年、もう一回やったんです。それはもう本当に本腰

入れて、法令上の根拠も規定も作って、ちゃんと予算措置も第 1回目よりははるかに、組織

的にやった、全国民会議をやったんです。そこで、全国で、延べ人数でいけば何千人もの人

を全国の各地域、地域で動員して、いろんな議論のイベントを各地、いろんな主催者、民間

の宗教団体もあれば、市民団体もあれば、難病の当事者団体もあれば、政府関係もあると。

いうことでやってったんです。 

 そういうものの中核になるように、基幹大学病院の中に倫理を考える場なんていう名前

の部屋をつくって、そこに行けば、いつでも何か教えてもらうし、議論もできると。それに

ついても法令上の規定を作って、ちゃんと予算措置をしてるんです。実際、そんなに大きな

お金は使ってないですけど。その倫理を考える場が全国につくられたんで、それが拠点にな

って、なるべくたくさんの人を巻き込んで議論しようと。その議論の結果を、話しっぱなし

じゃなくて、ちゃんと責任持って、政府の責任を与えられた部署がまとめて、みんなはこう

いうふうに大体考えてましたっていうのをちゃんと議会に報告しようと。議会の立法の審

議に役立ててもらおうと。相当のお金と手間をかけてやってるんです。 

 私は 2009 年のときは、実際、フランスに足を運んで見てきたし、2018年のも大体フォロ

ーしてきたんですけども。だから、そういうひとごと感を乗り越えるにはものすごい手間を

エネルギーをかけなきゃいけないんだなっていうのは分かるんですが、私はこれは生命倫

理に限らず、民主主義の基本だと思うんです。どんな分野の議論でもそうなわけじゃないで

すか。ひとごと感を乗り越えて、なるべく大勢の人で議論を共有して、浸透させていくには、

ものすごい手間と時間がかかるし、その手間と時間をかける、それこそその政治的なリーダ

ーシップも必要です。 

 2009 年のときは本当に核になる国会議員が 2 人いたんです。すごいドゴール派の重鎮の

娘さんみたいな、ものすごい偉丈夫がいて。もう一人の人と組んで、かなりその 2人のリー

ダーシップでやってる感じだったんです。2 回目の 2018 年はそれをもうちょっと組織化し

たわけですけれども。やっぱりだから、最初に誰かが始めて、音頭を取る人ってのは必要な

んだなってのは実感しましたけれども。だから、そういうところで、例えば、そういう倫理

を考える場みたいなのが日本でも、例えば市町村レベルでも地域の図書館なんかにつくっ
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て、そういうところが場を提供して、倫理を考える夕べ、みたいな議論の場をつくってもい

いんじゃないかなと。 

 私は実際、東京財団というある民間のシンクタンクで、4年ばかり生命倫理サロンってい

うのをやらせてもらったんです。それは完全一般公開、一般人相手に、いろんな専門家を呼

んで、時々刻々、時々話題になる、ゲノム編集はまだなかったですが、臓器移植とか、再生

医療とか、専門家を呼んで、何が問題になるか、私から聞いて、一般人と腹蔵なく意見を交

わすと。そういうことをやってみたんです。いつも大体平均して 20 人ぐらいでしたかね、

それぐらいが一番いいんです。本当に膝詰めで議論ができるので。シンポジウムとか、何百

人も集まると、結局、先生がたのお話、伺いました。質疑、一つか二つやりましたで終わっ

ちゃうんですけど、そういうサロン形式っていったのも、回を重ねるごとに手応えはありま

した。 

 これをいろんなところでいろんな人がやればいいし、行政なんかもそういうのに講師を

呼ぶ、謝金とか会場費とか、そういう援助だけしてくれればいいから、中身にまでは口出し

てくんなくていいし、そこまで企画しなくていいから、そういうものを市町村図書館なんか、

いいんじゃないかなと思ってたんです。今、こんな時勢なんで、なかなかですが。今、図書

館もいろんなイベント、少しずつ復活させてるようなんで。 

 以上、長々とお話ししたようなことは、実は、きょうの皆さんのお手元にお配りした PDF

の資料の一番最後に、『先端医療と向き合う』っていう、ちょうど先月、私が新しく出した

本の案内を入れていただいたんですが、その第 5章です。問い掛けに答えるためにっていう

んで、まさに今、お聞きいただいた問題、特にフランスの生命倫理法のつくり方や議論のさ

れ方、フランスの生命倫理全国民会議、私がやった生命倫理サロンの話も具体的に織り交ぜ

ながら、こういうふうにひとごと感を乗り越えていかないと、にっちもさっちもいかないよ

ねっていう話をこの本の第 5章で書いてみましたので、宣伝ばかりで恐縮ですが、これもま

た併せて、ご参考にお読みいただければとてもうれしいです。取りあえず、私からは以上で

すが。 

 

藤山：はい、ありがとうございました。今、城戸崎さんが提起していただいた問題、非常に

重要で、日本においてはどうして法律とかそういうものが技術的な問題だとか、何か事件、

事故が起こった、それの対処としての問題設定になってしまうのかっていうようなことは

よくいわれる、根本から考えてっていうプロセスがないと。今、実は、ELSI を主体とした

プロジェクトが JST でもかなりの予算を取って出してるんですけれども、非常に細かい専

門分野に限った部分での ELSIの議論を持ちかけようとする人たちが非常に多いんです。 

 例えば、生命倫理を一番上から議論しようという感じのプロジェクトは、これだけお金を

付けてあげようとしてんのに、なかなか出てこないっていう実態もあるかと思います。この

今の城戸崎さんが提起していただいた問題について、何か意見のある人はいらっしゃいま

すか。挙手でお願いしたいんですが。いいですか。また後で戻ってくるかもしれないので、
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それじゃ、星野さんに二つ目の質問をしていただきたいと思います。 

 

星野：はい。画面では JXTG って書いてますけど、先月から名前変わりまして、ENEOS 株式

会社の星野と申します。 

 

橳島：エネオスさんになったんですね。 

 

星野：はいそうです。よろしくお願いします。私は、潤滑油の研究開発をずっとやっており

まして。ただ、去年、一昨年は、会社全体の研究開発の将来研究とか、技術戦略とか、そう

いったところをやる立場におりました。今はまた戻って、マネジメントの立場で、また潤滑

油の研究開発に戻っているというところで。まさに現世利益を求める欲望の研究者という

ことになるかと思います。 

 先生の本であったり、今回のご講演を聞いて、科学する欲望というものが、人にはあるん

だっていうところは非常に腹落ちしたというか、非常に理解できたかなと思っています。一

方で、本の中でも、現世利益を求める欲望は、少し抑制して、コントロールして、より科学

する欲望というか、成熟した文明に進むことが必要なんじゃないかっていうことが書かれ

てたと私は理解したんですけれども、そういった中、私のような企業内の研究者というのは、

どうしても現世利益を求めるというところ。当然、会社の利益を求める、利益に貢献するっ

ていうことが求められるんです。当然ですけども。 

 そういった中、単に、利益を求めるということではなくて、例えば、利便性はそのままで

より環境負荷の低いものだったりとか、ESGにより従うだとか、そういったところが企業の

研究者にできるっていうことなのかなと思っているんですけれども。先生のご意見で、より

成熟した文明に進むために、企業の研究者ができることってどういうことなのかなってい

うのを先生からお伺いしたいと思っております。 

 

橳島：ありがとうございました。私も企業の研究所にいて、企業の研究者だったんですが、

とても企業の研究者ですとは言えないような研究所で、要するに、私がいた研究所は本当に

基礎の研究所で、成果としてはアカデミックな成果しか求められないという、ちょっと変な

所で、とても三菱化学の研究所ですとはちょっと言えない。会社のためには何もやってない

もんねっていう。そういうところだったんで、余計俺たちはお布施もらってんだもんな、み

たいな。そういうところにいた人間なんですが、私たちの研究所とは別に、本当の三菱化学

の本当の研究所って別にあって。総合研究所っていって、すぐ近くにあったんですけど。そ

こでは本当にちゃんとした開発研究をやっていたんです。 

 今、言っていただいた中で、大事だなと感じたのは、いわゆる企業の経済利益と、あるい

は企業の会計上の利益と現世利益はイコールではないだろうと思うわけです。企業がどん

なにもうかっても、全然、人の長生きにはつながってないじゃないかとか。だから、本当の
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現世利益と企業の利益はもう全然、全く別のものだと。私はそう思うわけです。だから、企

業の研究者であっても、まさに現世利益のためにやってるんだと。これが本当に人間がやっ

てほしいと思ってることだ、それを実現する。それが企業の利益につながればいいけど、そ

れは企業の問題で。研究者、開発者としては、いいものをつくるというのが開発者の最大の

モラルで。 

 技術倫理と申し上げましたけども、それは安全性と有効性というのが、企業人としての倫

理というか。倫理規範として、きちっと課されているわけです。企業の端くれに、企業社会

の本当の端の端の端にいたので、分かるんですけども、企業には企業の倫理というのがある

わけです。企業は、下手打つとつぶれるわけです。実際、私がいた研究所もつぶれてなくな

っちゃいました。別に悪いことしたわけじゃないんですけど。成果を上げられずに、つぶさ

れてなくなっちゃったんですけどね。 

 だから、企業には企業の倫理がある。なぜかっていうと、悪いことしたら、企業はつぶれ

ちゃうから。長い目で見てつぶれちゃうからだということはあると思うんです。だからそこ

で、先ほどおっしゃっていただいた中では、現世利益と企業の利益は全然別のもんだと。開

発者、技術者としては、本当に人間の現世利益の充足につながるような良い品質のものを適

正な価格で提供すると。それが、私が、企業の倫理、商人の倫理だと思うんです。それとい

わゆる企業の利益はちょっと違うもんで、開発者、あるいは技術者としては、その現世利益

のほうを考えてればいいんで、それが企業の利益にどれだけつながるかは会社の偉い人に

任せとけばいいんだ、ぐらいに思ってればいいんじゃないかなと、私は思うんですが、いか

がでしょう。 

 

藤山：かなり重大な問題っていうか、企業人からすると重大な問題なのかなと思って。星野

さんは今の先生のお答えに対してどう思いましたか。 

 

星野：そうですね。現世利益と企業の利益がイコールではないっていうのは、まさにそのと

おりだなと思っています。単に利益を得るだけではいけないっていうのは、われわれも感じ

てまして。利益は最終目的ではなくて、社会の利益が最終目的であって、それを社会の利益

を与えるために、一時的にそれをつくるために、利益を持たせていただくのが、企業の研究

っていうか、その利益なんだなと思っています。なので、利益は目的であるんじゃないかな

とは思ってはいます。CSR みたいなイメージで。 

 

藤山：ご案内のとおり、今、日本の企業は 10 年近く前から、CSV っていう考え方に相当大

きく転換をしていますよね。そのときの CSVの考え方は、まさに今の橳島先生の言葉を借り

れば、現世利益と企業の利益を一致させようという動きですよね。そこんところの価値をシ

ェアしようと。シェアードバリューにしようとする動きなんで、恐らく、今のこの受講生の

年代の人からいうと、CSVの洗礼をかなり受けてきてからいるので、今の問題設定自体に反
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発を覚える人もいるかと思いますが。もともとの論理的に言うと、現世利益と企業の利益は

違うっていうのはそのとおりなわけです。 

 それを今、一致させようとするっていうのを社是のトップに掲げてる企業が多くなって

きてる時代で議論してるんだっていうことも 1 個あるので。それを踏まえてお話をしたら

いいと思います。この問題について、他の出席者の人で、何か手を挙げて参加したい方はい

ませんか。挙手の機能を使って。はい。川名先生、お願いします。 

 

川名：はい。東京工業大学の文系部門にいます川名と申します。専門は国際政治学で、アメ

リカの外交とか安全保障とか、そういったところを普段はやっております。今の点、大変面

白く聞かせていただいていたんですが、恐らく、今の現世利益の議論は、工学系の技術倫理

っていう言葉がありましたけれども、そちらに少し偏った議論かなと思っておりまして、私

のような社会科学とか、あるいは人文学とか、もしかしたら自然科学、基礎寄りのところは

そうなのかもしれないですけれども、多分、その現世利益っていうと誤解があって。あるい

は、今回、納税者っていう言葉も、先生、お使いになられていたので、その辺ともちょっと

関連するのかもしれませんが。多分、社会科学は現世だけではなくて、来世とか、あるいは

過去との連続性みたいなものを非常に重視しますので、今日的な利益だけではなくて、将来

的な利益というものも含めて、パトロンの範囲を設定する必要が、われわれの場合はあると

感じてきたんですけれども。先生はその点はどのようにお考えになられますでしょうか。 

 

橳島：ごめんなさい、私ですか。一応、私も社会科学じゃないかもしれないけども、社会学

の出身なので、多少、分からないでもないところはあるんですけど。非常に曖昧だと思うん

です。例えば、社会科学の中心みたいにしている経済学、特に近代経済学は人間の欲望とい

うものをいつでも外部変数にしてますよね。所与の変数として。それは当たり前のことだと

いうことで、自分たちの計算の中には外部変数か、あるいは所与にしてしまってますね。近

代経済学が所与というか、外部変数にして置き去りにしてきたものってたくさんあって。例

えば、環境への負荷とか、まさに今おっしゃった次世代への負荷とか、そういうものも最初

はちゃんと計算に入れてなかったのをいろんなそういう外部変数を次々と内部に繰り込ん

でいったっていうのが社会科学の歴史なんじゃないかと思うんですけど。 

 経済学みたいな分野と違って、例えば、法学、あるいは人文学のようなものが、人間の欲

望とは何か、なんて言いだすと、もうギリシャまでさかのぼられて、先生、勘弁してよとい

うようなところもあって、どうなのかなっていうのは、なかなか難しいところがあるような

気はするんです。来世なんていう言葉をアメリカの外交史あるいは政治学をやってる方の

口から出るってのは非常にびっくりしているんですけど。そちらの、東工大の人文部門に宗

教系の人が何人かいるから、そういうお話、いつもされてるのかもしれませんけれども。 

 だから、来世とかって言っちゃうと、また引いちゃう人がいっぱい出てきそうな気もする

し。そんな来世のためにまい進してるなんていう人がいたら、それはそれで不気味な感じも
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するんで。そこのところは取りあえずはこういう議論の対象にするには、取りあえず現世利

益ぐらいのところにとどめておこうかなというのが、取りあえずのあれで。私は科学論をや

りたいので、そういうところがあるんですね。だから、それは、人文学ないし、人文社会科

学、人文社会系の学問ですか、その価値とは何であるかみたいな。そういう議論で、全然別

の議論の中で出てきて、それがきょうの科学のよりどころの話と共有できるところがどれ

だけあって、全然違うのがどれくらいあるのか。 

 だから、人文社会系学問のよりどころみたいな。そういう人たちは、なんで社会からお布

施をもらえるんだ、みたいな。それは、現に日本でも多少プレッシャーがあったところで、

随分、何年か前になりますが、文部省のお役人の方が人文社会系は統合して、なくしてしま

え、みたいなメモが流通して、各国立、公立大学の人文社会系の先生たちが、色めき立った

ことがありましたね。 

 役に立ってないじゃないかっていわれて、一生懸命、何の役に立つとか何とかっていう議

論をする大学の人文系の先生が多かったんですけど。私はそれを見ていて、とても情けない

なと思ったんです。なぜかっていうと、世の中の役に立つ、立たないという議論に乗っかっ

ちゃったら、もうそれで私は人文社会系の負けだと思ってます。そんなものでは、自分たち

の学問の価値は測れないんだって言うべきだったと思うんです。だから、何かの役に立つ、

立たない、長期的に見れば役に立つとか、何言ってんだよ、先生。そういう悠長なこと言っ

てっから統廃合されちゃうんですよっていうふうに、私は思ってたんです。 

 だから、きょうの、科学としての独自の価値、何かの役に立つのが科学の価値じゃないん

だっていう話と同じで、人文社会系の学問の価値も、やっぱりそういうところからぜひ議論

を深めていただきたいし、その議論が、きょうお話しした生命科学のよりどころの議論とど

ういうふうに同じで、違ってきて、どっから分かれたり、どこで一緒になれたり、どんなこ

とを共有できたりって。それはそれでぜひ別立ての議論をやっていただきたいと思います

が、いかがでしょう。 

 

川名：大変、同意できるところが多いです。その、来世って言ったのは、ちょっと言葉のあ

れで、われわれも長期的利益とか、そういう形で、今 Tプラス 1時点の利益というものを計

算に入れるという、そういう意味です。厳密には。 

 もう一つ、先生の後段の議論はとても重要だと思っていて。つまり、世間のほうを向くと

いうきょうのテーマに照らすと、今、われわれが、社会科学の研究者でも、社会からの付託

に応えるとか、社会的要請という言葉は非常にわれわれの身近な言葉としてあるわけです

けれども。それっていうのは、結局のところ、官のバックアップを受けた産からの要請って

いうか、結局のところ、ソサイエティー5.0 にしても、SDGｓにしても、産業界からのニー

ズに応えることと理解するのが、僕は自然だと思っています。 

 そうだとすると、結局のところ、官からのバックアップがあるので、先生のきょうのお話

との接点で言うと、学問の自由っていう、憲法 23条のところで、日本の場合、表現の自由
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だけじゃなくて、学問の自由が別立てであるのは、学問とか科学の方向性について、国家な

り、政府が介入することを抑止しようという意図の現れだと理解されていますけれども、わ

れわれとしても、学問の自由を守るためには、社会からの付託とか、社会的要請というもの

については、結構、慎重でというか、警戒しなきゃいけないと思ってるんですけど。産学連

携フォーラム、産学フォーラムでこういう話するのはちょっと、もしかしたらよくないのか

もしれないですけれども、その辺り、先生はいかがお考えでしょうか。 

 

橳島：まさにその日本国憲法が保証してる学問の自由とは何であって、それが生命を扱う研

究にどこまで当てはまるのかが、私のテーマだったわけですけれども。人文社会系の問題に

ついても、いろいろと思うところがあって。そこで、社会からの要請、産業界からの要請は

当然のことなんだろうとは思うんですけれども、そこでそれこそ、さっきの話じゃないけど、

産業界からの要請と現世利益はイコールじゃないんだよ、みたいな、そういう、さっきも、

現世利益にも長期的なものがある、超長期的な現世利益ってあって。それが例えば、地球環

境問題であるとか、次世代への責任論というような話になると思うんです。 

 私は大学の教師になったことは一遍もないのでよく分かるんだけれども、大学の教師に

なってる人が周りにいっぱいいるからよく分かるんだけれども、残念ながら日本の今の大

学に学問の自由があるとはとても思えないんです。特に、独立行政法人化してから、その傾

向は逆に高まっちゃってると思うんです。私はむしろ、企業の研究所のほうが、物分かりが

いい上がいる企業の研究所で、潤沢な資金、使わせてくれて、ある程度、勝手にやらせてく

れる企業の研究所のほうが、はるかに自由度が高い。私がいた三菱化学の生命科学研究所な

んて、ばかみたいに自由でしたから。本当にばかみたいに自由だったんで、それでつぶされ

ちゃったんですけど。 

 そのばかみたいに自由になったんだから、何でもできたはずなのに、ノーベル賞級の研究

を一つも生み出せなかったっていうのが、その自由な研究所にいた私たちの深刻な反省だ

と思うんです。でも、その研究所にいた仲間たちは、大体、研究所がつぶれるときに、みん

な大学の先生になって、それぞれ大学に引き取られていったっていうか、拾ってもらったっ

ていうか、潜り込んでいったんで、そこできっと思うと思うんですよ。研究所にいた頃のほ

うがはるかに自由だったなって。今の国立大学やなんか、本当に不自由極まりなさそうな感

じがするんでね。 

 だから、大学教授って名前付いてる人たち、特に国立大学の先生たちには、もうちょっと

憲法、読んで、学問の自由をちゃんと守ってほしいなって思うことはあります。それは人文

社会系のほうが、面倒なことになるかもしれません。自然科学系のほうは、またちょっと事

情が違うのかもしれません。すいません、話が。 

 

藤山：はい、ありがとうございました。お二人、手が挙がってます。トヨタの荻野さん、お

願いいたします。 
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荻野：先生、ありがとうございます。トヨタ自動車の荻野です。よろしくお願いします。長

く人事関係の仕事をやってまいりましたので、そちらの関係から関心のあることをお伺い

したいと思います。きょうのお話にもありました、STAP 細胞の問題が起きたときに、分子

生物学会が、自分たちのところの、自分ごととして受け止めて、いろいろとそういうことを

起こさないために、どうしたらいいんだっていう議論を非常にされたということが合った

と思います。そのときに出てきた結論が、確か、一つはポスト不足。安定したポストが必要

であると。その次が、研究費でしたかね。ですから、いわゆる、競争的経費じゃなくて、科

研費みたいな、基盤経費をしっかり付けてほしいというようなことであったり。あとは、何

がありましたかね。研究者の雑用が多過ぎるとか、そんなような話があったと思うんですが。 

 きょう、お伺いしたお話からすると、若干ちょっと筋が、また別の話になってるのかなと

思って。そのときも、確か、企業の技術者の方、きょう、技術者の方、何人もおられると思

うんですけれども、企業の技術者からも、そら好きなことをやってるんだから、企業の研究

者みたいに、自分のやりたいことじゃないことでも、会社に言われてやってる研究者と、当

然違うだろうと。研究したいからお金をくださいって話じゃないんじゃないのっていう議

論は、当時の企業の技術者から寄せられていたように思います。 

 それは多分、きょうの先生のお話、聞くと、そのお布施をいただいてるっていうところに

通じると思うんですけれども。さわさりながら、現場の実態として、こういう議論になって

しまうというところは、一体どういうふうに考えていったらいいのか。そもそもそういう基

礎研究やサイエンスをやる人が多過ぎるという問題なのか。それとも、また別のところに問

題があるのか。なかなか、気持ちよくお布施が出せないような感じがあるんじゃないかな。

それに対して、サイエンスの側にもフラストレーションがあるんじゃないかなということ

を感じましたので、そういったところをご意見たまわれればと思います。 

 

橳島：はい、どうもありがとうございます。STAP 細胞研究のときの分子生物学会のことを

例えに挙げていただいたんで、そのことで一つコメントすると、STAP 細胞研究不正があれ

だけ世の中からたたきにたたかれた一つの要因、特に研究者コミュニティーでも、あの中心

研究者憎しで、ものすごいバッシングが起こった最大の理由だと私が思ってるのは、国公立

大学の先生たちの理化学研究所に対するねたみ、恨みだったと思うんです。理研に対するそ

ねみ、恨み。理化学研究所っていうのは特殊法人でスタートしてますから、超特別な存在な

んです。予算配分なんかについても、大変優遇。特にあの研究室はされていたんで、そうい

う意味では、理化学研究所は、要するに、大学の先生たちから見れば、授業も何もしないで

いいし、学生の相手もしなくていいし、研究だけやってりゃいいっていうわけね。 

 非常に羨望の対象だったわけです。そこにまた国がさらに重点化とかっつって、もっとが

ばがば税金を付けようなんて話になったときに、あれが起こったんで、もうはたから見てて、

内部の分子生物学の先生も言ってたけど、あれはもう理研に対するねたみ、そねみだよなっ

て言ってました。それはそれで分かるし、そういう要因があったんです。だからそれはお布
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施の配分の問題であって、世の中全体がお布施を全部やめようって話ではないと思うんで

す。配分の問題で。その配分の問題については、いつだって不満があるのは当然で、科学の

世界は、もう一つ言えば、実力世界なんでね。できれば、一流の成果を出すところにたくさ

ん付けるのが、一番いいわけで、科学の世界っていうのは、圧倒的に不平等な世界です。 

 平等はあっちゃいけないわけです。科学は。一流とそうでないものは、常に厳しく分かれ

なきゃなんない。評価されないといけない。その評価の媒体として、いろんな科学雑誌とか、

学会があるわけです。その評価が特に日本ではうまくいってないのは、これはまた運用の問

題だと思うし、いろんな要因あると思うんですけども。やはり、研究所にいて議論したとき

も常にそうみんなで議論してました。不平等な世界なんだ。たくさんもらえる人とそうでな

い人が出てくるのは、当然の結果なんだと。 

 そのことについて文句を言うのはよくないことじゃないかと。そういう議論は常にする

厳しい世界だと思うんです。だから、科学者の世界は、企業や財界とはまた別の意味で、大

変激しい競争社会です。その大変激しい競争社会の中で、日本人の研究者の人たちは、残念

ながら、非白人としての差別もずっと長いこと受けてきて、そういう競争が二重に厳しいの

が日本の研究者が置かれてる環境であることは、今でも変わりはあまりないと思うんです。 

 そういう激しい競争社会の中でフライングしちゃう人が出てくると。それが研究不正っ

て形になっちゃってるんですけども。そういう厳しい競争社会を緩和したらいいかってい

うと、私はそんなこと駄目だと思うんです。科学の世界は特定給付金なんて絶対駄目です。

一律全員に 10万円なんて、絶対やっちゃいけないことですから。そういう圧倒的な実力社

会、競争社会、不平等社会を受け入れて、その中で入ってって、嫌になったらやめりゃいい

わけですから。現にやめちゃった人もいっぱいいますんで。そういう中で、どこが一番恵ま

れてるかっていったら、さっきも言ったように、潤沢な研究資金で上があんまりうるさいこ

と言わない企業の研究所が本当は実は一番自由なんじゃないかな、なんて、そういうことも

言いたくなるところもちょっとあるし。 

 実際、トヨタさんは、トヨタ財団という日本一の研究助成をやって、プログラムオフィサ

ーである日本でも最高の研究の目利きの人たちがいて、大変いい助成をずっと長いことさ

れてこられた。それもトヨタ自動車の企業利益をそういう社会還元ですかね、お布施に回し

てるわけですよね。それは多分、トヨタの社員のかたがたの中では、財団の実際の会計収支

とか見たら、頭に来て、俺たちの給料に回せとか言う人も当然、出てくるんじゃないかと思

うんですけど。そこで、やっぱり、だから、トヨタ財団がどういう理念でやってきたかって

いうのは、私は一つのモデルだとは思うんですけどね。ちょっと茫漠たる回答になっちゃい

ましたけど。ちょっとすいません、議論を。 

 

藤山：はい、分かりました。 

 

荻野：ありがとうございました。 
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藤山：齋藤さん、お願いします。 

 

齋藤：はい。先生、ありがとうございました。日産自動車の齋藤といいます。私自身は、ず

っとエンジニアで、今も新型車プロジェクトの総務取りまとめをしています。そういう意味

で、きょう、本を読ませていただいて、何となく分かってたのが、直接お話を聞いて、非常

にふに落ちるところがいろいろありました。例えば、科学研究と技術開発、そこはちゃんと

分かれているというのは、今まで理解してたんだけども、あらためて、科学する欲望を探求

している、追求している科学研究と、現世利益にそれを落とし込んでいく技術開発、そこの

立ち位置。自分自身が、まさにその技術開発に立ち位置があるなというのをあらためて感じ

ていました。 

 いろいろ先生、おっしゃっていた中で、もう一つ、すごくきょう、そうなのかと思ったの

は、科学倫理を担保するのは相互批判の機会、その自由をきちんと担保することだと。それ

が、なるほどと思いました。われわれ、それを確かに、専門家に任せているなというのも実

感として持ってます。パトロンとして、われわれいろんな意味で、確かに科学する、科学研

究に対して、納税者としてだったりとか、例えば企業の一員としてだったりとか、個人とし

てだったりとか、いろんな立場でパトロンであるのも事実なんだろうと。 

 そのときに、冒頭にもありましたけど、ひとごと感じゃないですけど、自分自身が本当に

そこにどれだけ深い関心を持って、目利き、自分の目をちゃんと磨いて、そういう議論に入

って、専門家へ任すだけではなくて、そこにちゃんと入っていけるのかというのをあらため

て考えてみると、今回たまたまこういうリベラルアーツ研修会ということで、私自身はこう

いう機会がありましたけども、ふとわれに戻ると、果たして、自分自身、そんなことに本当

に、これは自分ごとであるという問題意識を持てたんだろうかって、すごく思いました。 

 先生の書かれてる本の最後のほうで、近代の彫刻としての成熟ということ言われていま

したと。確かに、これから先、私たちが一人一人がきちんとそういう問題意識を持っていく

のは大事なことですけど、そのために一番大事なことって何なの、必要なことって何なんだ

ろうと。例えば、個人として見たときには、教育をきちんと受けてきているっていうことな

のか、あるいは、企業としての姿勢、企業がやはりそういうところまで含めて、企業として

の姿勢を持つべきなのか。あるいは、フランスの例じゃないですけども、政治のリーダーシ

ップが一番大事なのか。そこが、どの順番なのかなっていうのを自分の中でずっと考えてい

て。もし、先生のご意見もそうだし、皆さんから何かそういう、あれば、いろいろ議論でき

たらと思いました。 

 

藤山：ありがとございます。先生、お願いします。 

 

橳島：はい。とてもまたいい議論をありがとうございます。この問題、本当に、きょうもち

らっと申し上げたんですけども、欲望の充足を第一原理で生きていっていいのは、子どもだ
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けだと、今回の、読んでいただいた本にも書いたと思うんです。近代社会は、その欲望の充

足の原理、つまり子どもの原理です。だから、それからは大人になんないと、いけない。そ

の大人になる成熟は何が核になるかっていうと、結局、きょうもちらっと申し上げた、我慢

する理屈っていうのが、どうやってみんなが納得できるような理屈をつくれるかというこ

とだと思うんです。 

 これはもう、我慢させられるほうが当事者なんで、その当事者の数が少ないと、そういう

ことをちゃんとやろうって議論になんないんで、生命倫理ってどうしても遅れちゃう。当事

者が少ないからね。例えば、そういう意味で言えば、今度のコロナウイルス対応ですね。こ

の感染拡大防止の対応で私たちの全生活が、甚大な影響を受けたわけですけれども、そこで

もやっぱり私はこれがキーワードになると思うんです。きょう、お話しした自立と成熟とい

うキーワードがあると思うんです。 

 つまり、やりたいことを我慢させられる自粛だけじゃ、対応できないってことです。自粛

っていうのは、外からやりたいのにやるなって言われて、我慢するわけでしょ。それじゃあ

誰も納得できないから、自分の中から、これはやりたいかな、でもどうなんだろ、みたいに

一つずつ見直させられてるわけですよね、今、私たちは。外に飲みに行ったり、それこそ映

画、見に行ったり、演劇、見に行ったり、ロックのライブに行ったりとかいうのは、それぞ

れの欲望についての見直しみたいなのをさせられているわけです。それはそれでいいこと

だと思うんです。だから、自粛じゃなくて、自立ですかね、やっぱり。自分の中でそういう

我慢する理屈をつくって、それを大勢の人と共有できるようなものに高めるっていうか、ち

ゃんと分かち合っていけるかっていうところだと思うんです。 

 我慢する理屈って言いましたけど、それは、自粛じゃなくて、自立だと。そういう自立し

て我慢する理屈を立てられる成熟は、結局どこから出てくるかっていうと、齋藤さん、今、

教育ってお話をされましたけど、これは川名さんがおっしゃったのは、人文社会系の学問の

価値ってことにつながると思ったのは、こういうこと言うとまた引かれちゃうかもしれな

いけど、結局、知性と教養だと思うんです。人間にとって、何が一番大事かって聞かれたら、

私は知性と教養です。他に何かありますかって答えるって、いっつも言ってるんですよ。お

金や友達や家族。家族なんて別に、ビーバーでもゴキブリでも、みんな大事にしてるぞ、人

間だけじゃないじゃないかと。 

 人間だけが大事にして、人間だからできることっていうのは、知性と教養を高めることだ

と思うんですよ。私はね。だから、それを言うと、なんかすごい、んなもん、誰もそんなこ

と思わねえやとかっていって、一蹴されちゃうんですけど。やっぱりでも、私は、それしか

ないと思うんですけどね。家族や友人のためにってことで我慢するのは、狭い限定された人

間関係の場でしか働かないんで。家族や友人って言葉は、私が危ないなって思うのは、家族

でない人、友人でない人がいるってことを前提にした言葉じゃないですか。家族や友人って。 

 私はいつも極論ばっかりして、みんなに怒られるんだけど、家族や友人って、私、差別語

だと思うんですよ。家族でない人、友人でない人を前提にしちゃって、人間を分けてしまう
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言葉じゃないですか。その家族の人と家族でない人に対する関係とか、態度とか、行動を変

えていいっていうわけでしょ、家族だからとか、友人、友達だから。それを私はとても危う

いことだと思っちゃうんです。とてもひねくれもんなんで。 

 だから、そういう自粛と自立ってことを考えても、例えば感染拡大防止の取り組みなんて

いうことを考えたら、自分がならないように、家族にうつさないようにぐらいじゃやっぱり

どうにもなんないわけじゃないですか。そのときに、なんで我慢できるかっていうと、これ

は本当に古い時代の知性と教養だと思うんですよ。武士は食わねど高ようじの、要するにや

せ我慢なわけじゃないですか。かっこつけてるだけなんだけれども、でもやっぱり人間そう

やってどっかでかっこつけないと、やってけないんじゃないかなって。そのかっこつけてる

のもどっかで発散して、ばーっと全部なし崩しにぶち壊してしまうのも人間だし、そうやっ

てはめ外すのも大事なんでしょうけどね。 

 だから、きょうの議論とどれだけ合うか分かりませんけども、自粛じゃなくて自立だと。

自立的に我慢で、自分の中からそういう我慢のする理屈っていうのをつくるにはどうする

かっつったら、それはもう知性と共用っていう言葉しか、私は思い付かないんですけど、皆

さん、いかがでしょう。 

 

藤山：齋藤さんのご質問で、他に何か、しゃべりたいっていう人いますか。いいですか、先、

進んでも。吉田さんから手が挙がってるんで、吉田さんの話を聞きましょう。 

 

吉田：東芝の吉田です。よろしくお願いします。大変、倫理っていう難しい内容を分かりや

すく説明いただいて、私自身、すごく理解が深まったというのが素直な印象としてあります。

どうもありがとうございます。 

 私自身はコーポレートの研究所で、2 年少しですけども、いわゆる AI とか機械学習の研

究部門の部長をやってるんですけれども。先生のお話を聞いて、その前に、私、実は、経営

企画部というところにいて、ガバナンスに関するいろんなルール作りをやってきたんです

けども、ちょうど弊社も厳しい時期があって。そのときに、いわゆるコーポレートの研究所

に流すお布施のお金の流れを全部、作り替えたという経験があります。その結果、何が起き

たかっていうと、やっぱりこの、パトロンとの緊張関係が変わったんです。より緊張感が高

まった結果、功利的な考え方が強くなって、それに対して、研究所の中で、この制度で本当

によかったのかっていう議論も上がってると。いろんな新しいルールに対して、いろんな意

見を今でももらいながら、今の中で何をすべきかを考えているんですけども。 

 ルールを作る側から見たときに、倫理観をどういうふうに設計するのかは非常に難しい

問題だなと思いました。当然ですけど安全性とか、リスク、環境とか、こういうのはパトロ

ンもわれわれも共有している価値観なので、そこはあんまり議論にはならないんですけど。

例えば、アカデミアの貢献どうするんだとか、やったものが、例えば、ある職業を奪ってし

まう。自分たちの技術がある職業を奪ってしまうことに対してはどう考えるのかとか。そう
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いうもう少し、高度な視点というか、曖昧な視点にいったん入ったときに、全くそういう議

論にならずに、本当に功利的なところにずっと入ってっちゃうっていうふうな傾向がある

かなって思いました。 

 ルール作ったときに、資金の流れだけじゃなくて、ファンクションの定義、この研究所は

何をすべきかってファンクションの定義もしたし、それを議論するための場をつくる。緊張

関係を解くっていうのか、調整をするための議論の場をつくるんですけども、このパトロン

と研究者の力関係ってアンバランスなんで、どうしても場が対等な議論がしにくいという

のがあると思っていて。ルールを作る側からしたときに、倫理性をどういうふうに考えとけ

ばよかったのかっていうのは、今から思い返して、もうちょっと違った視点を入れなきゃい

けなかったのかなっていうのを考えながら聞いてたんですけども。先生の何かご示唆があ

れば、お願いしたいと思いました。 

 

橳島：どうもありがとうございました。すごくいいお話で、よく分かるところもあります。

とてもいいご経験をお話しいただいて、ありがとございます。パトロンとの緊張関係ってこ

とで、つまんない話ですけど、私はどうしてたかっていうと、三菱化学という企業に対して、

私は何の役にも立つ研究をしてない。でも、なんでそれでお金をもらえるかっていうと、私

がいい研究をしていれば、マスコミに取り上げられて、私の名前と肩書が出ると。そうする

と、三菱化学っていう社名がテレビやマスコミに流れる。全国紙で三菱化学って一つ打つの

にいくらかかるかっていって、それを 1年に何回やって、それだけ企業の名前を売ってあげ

て、そういう PR と企業イメージってやつですかね。 

 三菱化学はこんなこともやってんのかみたいな。こんなことにも金付けて、こんな人間を

飼ってるのかみたいなね。そんなふうに思ってもらえるっていうところで、私は辛うじて、

自分の、自己満足させてたっていうか。丸の内の本社の人たちに対して、そういうことで、

いただいたお金を何とかっていって、社会還元してますと。そういうふうなところで、自分

では言い訳をしていたわけですけど。例えば、アカデミアに対する成果も、そういう意味で

同じことで、いい研究をしていて、アカデミアでいい評価をもらえば、それは企業全体の価

値、企業イメージも上がることにもなると私は思うし、思うべきだと思ってるんです。 

 だから、企業の研究者の人もぜひたくさん論文書いて、当然されてると思いますけれども、

学会発表されることについて、例えば、私の研究所でもあったんですよ。研究員だけに出張

費認めて、学会参加費や出張費、助手に認めてなかったんです。うちの研究所。そういう女

性差別みたいなところもあったんですけども。それを激論があって、1年に何回かは認める

と。助手の人も共著者にちゃんと入れてくと。そういう話があって。企業との共同研究もあ

ると思うんだよね。アカデミアの人たちも。 

 そういうとこでは、当然、共著者として入るんだし、そこで企業名が出て、この企業はこ

ういう研究にもお金を付けてる。こういう研究やってる人もいるのかと、社会に対して分か

ってもらえるっていう意味では、アカデミアに対する発表とか、アカデミックな成果は、私
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は企業価値としても、とても高めることになると思うし、むしろそうやって売り込んでいっ

てもいいんじゃないかなと思うんです。 

 それこそ、学会出張費なんて、今、国立大学の先生たちのほうが削られてますから。企業

の人たちのほうが、出張費、出る分、社員として得かもしれないんでね。それはもうガンガ

ンやっていただきたいと思うし。やっぱり、歯止めの話、しましたけど、技術開発の倫理の

歯止めは有効性と安全性だって申し上げたとおり、功利的な判断で突っ走って、一つ間違い

が起こったら、そこで企業は終わるわけです。東芝さんも一度、大変な思いをされてると思

うんです。よそのいろんな企業もそういう経験がないところって、ほとんどないと思うんで。

やっぱり、企業が下手打ったらつぶれるっていう緊張関係があるんで、そういう緊張関係を

なくした企業がそういうモラルハザードを起こして、いろんな不正、企業としての不正、不

祥事につながっちゃうと思うんで。 

 やっぱり、特に、技術者の人は、有効性と安全性の保証を功利的判断の歯止めにする。そ

れが倫理であると思うわけです。だから、その安全性と有効性は絶対、外さない。例えば、

AI の開発だったら、その安全性の中に、ちょっと例で挙げられた、人間の職を奪っちゃう

かもしれない、みたいな、そういう部分も安全性を脅かす対象というものになるかもしれな

い。そうすると、人工知能の開発はそういう意味では、どこまでがリスクか、あるいは安全

性を損なうことかっていう幅が広がってっちゃうと思うんで、そこで社会の価値観との接

点が増えていくと思うんですが。 

 それが私はいいことだと逆に思うんです。生命科学の人と話していても、例えば、人間の

受精卵をどこまで研究材料にしていいかっていう判断をするときに、どこまでリスクだと、

社会に研究がもたらすリスクだと考えるかっていったら、ある、私が親しくしてもらってる

生命工学系の研究者の人が、人間は受精の瞬間から人間なんで、人間の受精卵ぶっ壊すとそ

れは殺人だと思って嫌がる人がいると。そういうふうに人に嫌な思いをさせてしまうって

とこまでリスクとして考えるべきだなんてことを言いだして。そこまで思ったら、ちょっと

あんた大丈夫なの？ 本当にやってけんの？って、逆にこっちが心配になっちゃったんで

すけど。 

 だから、そういう意味では、直接の飼い主だけじゃなくて、社会との緊張関係を持てるっ

ていう意味で言えば、リスクの設計とか、安全性の保証っていう議論は結構射程が広いんじ

ゃないかと思うし。それが本当に技術者の倫理の外してはいけないところだと思うんです

が、いかがでしょうか。 

 

吉田：今の先生の高いレベルの話から見ると、すごく小さな話かもしれないんですけど、一

つ、できるかなと思ってることの中に、議論する場の雰囲気づくりっていうんですかね。や

っぱり、お金の話から入ってしまうと、どうしてもお金のところにずっと帰着してってしま

う。だけど、そういうの一回、取っ払って、中身の議論からしましょうよとか、場の持って

いき方とか、結論への導き方みたいなところをうまくやることによって、倫理観をより高め
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る議論に持ってきやすいとか。そういうところはあるのかなと思って。まだ全然答えがなく

て、もやもやしてるんですけども、そういう議論する場づくりっていうところも、一つのポ

イントとしてあるのかなっていうことは、自分の中では仮説としてはあるんですけれども、

まだよく分かってないっていう感じかもしれないですね。 

 でも、すごく考えるヒント、たくさんいただいたと思います。どうもありがとうございま

す。 

 

藤山：良い議論だったんじゃないかなと思います。先ほど CSVっていうことも言いましたけ

ど、社会と企業が社会の倫理を意識しなきゃいけない、利益を意識しなきゃいけないと同時

に、個人の、個としての、人間としての倫理も意識して、なおかつ、生活しやすい会社が望

まれるっていうことを考えると、今、吉田さんが自分で自分に問題を提起されている問題は

非常に重要な問題で、そこを仕組みとして、会社の中でどういうふうに提起するのかは、会

社の性格にもよると思いますけど、工夫にしどころかなと。組織としての利益に訴えるだけ

じゃなくて、個人のハートに訴えるのも十分に戦略的な方法なのかなと思いますけどね。あ

りがとうございました。それじゃ、山本さんから手を挙がってます。山本さん、お願いしま

す。 

 

山本：はい。AGCの山本です。よろしくお願いいたします。私は、AGCの中央研究所ってい

うところをベースに、さまざまな拠点を回って、直近、4年ぐらい前までは、アメリカのシ

リコンバレーで、スタートアップですね、サンフランシスコのところのスタートアップ関連

で、技術を AGCに導入するっていうところをやってきました。戻ってきてからは、いろいろ

な材料を触ってきたっていうことで、これからの世の中、単独の材料だけだとなかなか差別

化できないよねっていうことで、われわれ、もともと AGCは旭硝子なんで、ガラスの会社な

ので、ガラスと別の素材を組み合わせて複合化して、差別化の商品を作ろうっていうことで、

うちのチームでは特に次世代モビリティーとそのインフラをターゲットにして、それの部

材開発をやっています。 

 もうちょっと AGC の視点で見てみると、最近 AGC でも、ライフサイエンスっていうとこ

ろを、先ほどお話、ありましたけど、CSVっていう観点を会社でも取り入れていまして、ラ

イフサイエンスに結構力を入れてきていて。数百億でいろいろな会社を買収して、例えば、

コロナのワクチンを作るような検体を作ったりして、そういうビジネスを始めたりしてい

ます。ガラスの会社がなんでそんなことやってんの？っていうところあるのかもしれない

んですけど、ベースとしては、昔そういう、大腸菌の遺伝子組み換えみたいなやる技術があ

って、そういうのをうまく活用しながら、そういう受託合成で社会の役に立つことをやり始

めてます。 

 そういう意味では、今まで現世利益は会社の利益ではないですよねっていう話も出てた

んですけど、比較的、うちの会社としてはそういう方向に向かっていこうとしてるのかなっ
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ていうところは感じています。先生、お話伺ってて、研究の重要なところで、必要性と妥当

性がちゃんとあって、議論の機会を保証することが大切ですよっていうことを言われてい

て、まさに齋藤さんもおっしゃってたと思うんですけど、そこ、基本だよなっていうのを非

常に強く感じました。 

 一方で、前回、前々回ぐらいの講義で、最近は社会の変化が非常に速くなってきているよ

ねと。そういう中で、なかなか、本質的な議論がなされずに、目先の利益を求めていくよう

な活動が増えていくとか、例えば、SNSみたいので、議論はされようとしてるけど、ぱっと

見っていうか、うわべだけの状態で、いいねが大量に付いたり、大量のバッシングが付いた

りしていて、ちゃんとした議論っていうか、相互批判ができるような状態にはなってないの

かなと。 

 一方で、社会としては、デジタルトランスフォーメーションとかで、国も、一般的な人と

直接対話をしようとして、いろいろな取り組みをやろうとしてるんですけど、マスクにして

も、給付金にしても、必要なときに来ない、非常に遅いし、やられても、なんだか本当にそ

の政策、正しいの？っていうところになっていて。この変化の速い時代で、ちゃんとした相

互批判ができる体制は、非常に重要だと思いつつも、そこはどういう形があるんだろうなっ

ていうのが一つ思いました。 

 もう一つは、そういう時代に、科学者として求められる資質はどういうとこなのかな。全

ての人が科学する欲望に満ちてるわけではないと思うんです。全然、あんまり欲望もない人

もいれば、欲望はあるけど、全然とんちんかんな人もいるかもしれないし。そういう中で、

どういう資質が求められるのか、ダーウィンが言ったとか、言わないとか言ってる、強いも

のでもなく、賢いものでもなく、変化するものが生き残るんだ。クリスパーキャスナインで

例えばゲノム編集した人だけが生き残る時代が来るのかもしれないなとか思いつつも、そ

ういう中で、時代をリードしていく科学者の資質、それは先生としてはどういうところなの

かなというのを教えていただきたいなと。すいません、また漠然とした質問で、すいません

が、よろしくお願いいたします。 

 

橳島：いろいろお話しいただいて、とても興味深かったです。ありがとうございました。最

後の話になると思うんですけれども、やっぱり、科学する欲望の濃淡があると。当然ですよ

ね。でも、私は逆に、現世利益を求める欲望も個人差、激しいと思うんです。長生きしたい

と思う人もいれば、あんま思わない人もいるとか。速く走れるようになりたいと思う人がい

るかと思えば、全然そうじゃない人もいる。私なんか、かけっこ速くて、人より 0.01 秒、

速いから、それが何の意味があるんだって思っちゃいますから。 

 あと、お金についても、人間はみんなお金を欲しがるもんだって思ってるかもしれないし、

経済学者はそれを前提にしてるんだけど、残念ながら、私はどうでもいいと思ってて。どう

でもいいって思えるぐらい、三菱化学からいっぱいお金もらって、それ貯金して、今でも、

それで生きてますので、そういう意味では恵まれてたとは思うんですけれども。でもやっぱ
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り、金もうけには、私は何の興味もないんですよ。だから、そこで起こってることってのは、

全然、私、知らないんです。 

 だから、きょうは、科学のことについて、人はどこまで関心を持てるんだろうって、齋藤

さんからもお話しいただいたんですけど、逆に言えば、私は他のことで、全然興味なくて、

何も知らないで、何の常識もないことって、私自身ものすごいいっぱいあるんですよ。この

例、いつもみんなに話すんですけど、リーマン・ブラザーズが破綻したというニュースが流

れたとき、私は Yahoo!の見出しの一番下のほうにあったんで、Yahoo!の下のほうって、い

つもエンタメ情報が出ることが多いんで、芸人の話、リーマン・ブラザーズっていうから、

サラリーマンをおちょくる芸人集団だと思ってたんですよ。そこが解散するって話なのか

なと思った。本当にそう思ったんです。リーマン・ブラザーズって、知らなかったですから。

今でも分かってんの？って言われたら、分かってないけど、証券会社なんでしょっていうぐ

らいはやっと。違いましたっけ。そうは思ったんですけど。 

 だから、関心がないことに、人は関心ないわけですけど、それは逆に言えば、そういう現

世利益する欲望も個人差はものすごいあると。科学する欲望も個人差はものすごくある。で

も、ゼロか 100じゃないだろうということだろうなと思うわけです。だから、科学する欲望

っていうのを全くない人っていうのも、もしかしたらそんなにいないんじゃないかな。そう

じゃなかったら、はやぶさにみんなあんなに感激するはずはないよなと思うわけです。はや

ぶさなんて、あんなの何の役に立つんだっていわれちゃったら、何かしのごの言ってますけ

ど、生命の起源が分かるんだとか。だからそれが何なんだいってことになっちゃって、議論

はしないわけじゃないですか。役に立つか立たないかなんて議論になったら。 

 でも、あれが帰ってくるのに感動して、何か持って帰ってきてくれたと。そこんところで、

その関心を、はやぶさが何を持って帰ってきて、それで科学的に何が分かったかっていうと

ころまで、世の中の関心を続くようにしなきゃいけなかったんだと思うんですよ。だけど、

それが、はやぶさ 2の予算が付いて、みんな安心しちゃったのか。でも、はやぶさ 2も関心

は集めてるんでね。さすがに、科学する欲望、宇宙に対する関心がゼロっていう人もそんな

に多くはないんだろとは思うんで。 

 結局そういう濃淡は、科学する欲望だけじゃなくて、現世利益の欲望のほうにもあるだろ

うと。そういう中で、研究者って呼ばれてるような人たちは、比較的、そういう現世利益す

る欲望とは取りあえず別なところで、何か生きがいみたいなのがちょっとあって。実際に金

もうけできるかどうかは別な人に任せてるし、それが企業だと思うんです。だから、そうい

うところからいくと、そういう濃淡はあるんで。科学者としては、社会の変化が激しいって

言ってるけど、でも、いろんなこと見てみると、ぐるっと 1周してまた元の所に帰ってきて

るだけっていうような、長い目で見ればそういう見方もできるところも多々あるんで。科学

者は世の中のことの大多数については、あまり関心がないと。そういう類いの人が多いし、

私はそれでいいと思うんですよ。 

 リーマン・ブラザーズなんて知らなくていいと思うんですよ。世の中のことにあんまり関
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心、持たないっていうのが、いい科学者の条件、そんな暇あったら、ネットでそんなもの見

てる暇あったら、研究やってろよっていうのがね。それが科学者だし、私がいた研究所は大

体みんなそういう人たちばっかりでしたよ。いろんな議論しましたけどね。イラン・イラク

戦争が起こったときも、食堂でお昼でみんなで議論しましたけど。だからそれで、なんでイ

ラクって国があるの？なんてことを知ってる人、いないわけで。そういう話を私がしだすと、

みんな、ぽかんとして聞いてましたけど。あれは欧米が勝手に線、引いたんだから、あれを

踏み越えて行くの、行かないの、なんて、それがいけないなんて、それは白人の理屈だとか、

なんかいろいろ私が言うと、みんな、ぽかんとして聞いてました。興味ないんです、みんな、

そんなのはね。それでいいと思うんです。 

 だから、世の中の変化も、科学者としてはそういうことに関心を持ってる暇があったら、

自分がやりたいことをやると。あんまりそういう世の中のことなんて、知らないでいいんだ

っていう、そういう。科学者ってそういう人、多いので。それでいいと思うんです。技術者

はそうはいかないかもしれないし、世の中の人が何を求めてるかってとこには、敏感でない

といけないと思うんだけど。それはさっき川名さんが言ったように、今の目先のことじゃな

くて、それこそ、次の世代、次の世代、次の世代って、過去からはるかな未来まで見通して、

人間はこういうふうになるといいんじゃないかな、みたいなのをやっぱり技術者の人もビ

ジョンを持ってると思うので。 

 そういうところで、目先のいろんな世の中のことなんて、いいんじゃないですか、知らな

いで。ていうところが、科学者や技術者の人たちがそうやって浮世を離れて生きていってい

いんだっていうのは、私はあると思うんですけど。それが立ち位置かななんて、今、伺って

て思ったんですが、いかがでしょう。 

 

藤山：はい、ありがとうございました。もしそうであれば、科学をする欲望は科学者にとっ

ては、現世的な利益なわけですよね。 

 

橳島：そうならないこともありますけど。 

 

藤山：科学者の利益は、科学者が科学する欲望が、それで飯を食っていけるんであれば、科

学者になることが現世的利益なんじゃないですか。 

 

橳島：まあね。 

 

藤山：はい。山本さん、よろしいですか。今の。 

 

山本：すいません、そういう意味では、科学者と相互批判できる立場にいる人は、やっぱり

科学者とは全然違う人が向いてるっていうことですよね。これ、科学者同士でやっても、そ
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れはそれで意味があるのかもしれないですけど、全く違う観点から見て、それは倫理的によ

くないねとか、必要性がどうだとか、妥当性がどうだっていう議論するっていう意味では、

全く違った観点から見れる人と相互批判するのも、一つ、あるのかなと思うんですけど。そ

ういう意味では、そういう機関っていうか、そういうシステムっていうのはあるんですか。

ちょっと全然分かってないんですけど。 

 

藤山：でも今の山本さんの意見は非常に重要な問題提起で。先生、研究者倫理が先にあって、

それが社会の批判を浴びるっていう順番のされ方だったんですけども、研究者っていう職

業倫理をつくる前に、もう、世の中の風をもっと浴びるべきなんじゃないかっていう意見で

すよね、どちらかというと、山本さんの意見は。そこはどうなんでしょうねって、聞いてる

人は感じるかもしれませんね。 

 あと、佐藤さんが今、手を挙げてらしたのは、今の議論に関して、何か言いたいってこと

ですか。 

 

佐藤：いや、関連もするんですけど、別でもあるので、次で、もしあれなら。 

 

藤山：そうですか。ちょっと順番、佐倉さん、佐藤さんの順番でいきますね。今の話、山本

さん、いいですか。大体。あるいは先生のほうから。 

 

橳島：私は、科学研究者のほうが、自分たちの研究倫理の議論をちゃんとやってないと思う

んですよ。逆に、社会からの批判のほうが、マスコミとか通じて、あるいはお役所から通じ

てガンガン来ちゃったりしてて。自分たちの内部を固め切れてないと思うので。科学の理屈

で科学の倫理をちゃんと固めてくださいと。まずそれをちゃんとやってくださいって思い

で、話してます。 

 

藤山：なるほど。それはよく分かりますね。 

 

山本：分かりました。ありがとうございます。 

 

藤山：ありがとうございました。それじゃあ、佐倉さん、佐藤さんの順番でいきたいと思い

ます。佐倉さん、どうぞ。 

 

佐倉：先生、ありがとうございました。三井住友銀行の佐倉と申します。私自身は、経営企

画部という部署におりまして、調査をやっています。調査っていうのは何かというと、金融

を取り巻く業務環境であるとか、あと、規制であるとか、他の会社の戦略であるとか、そう

いうのを見ながら、銀行の経営戦略に資する情報を上げていくということをやっておりま
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す。 

 なので、いわゆる科学者とか研究者っていう立場ではないんですけれども、きょうは、お

話を聞いてて、すごく金融に似てる部分っていうか、寄せて考えてしまう部分がどうしても

あるんですけれども。例えば、非常に功利的判断に寄ってしまうと、すごい不正が起こると

か、そういうのを回避するために、職業倫理の話が出てきたりとか、あるいはそれと倫理か

ら法に移っていくというような話は、実は、私、先ほど、先生からお話があったリーマンシ

ョックのときに、ロンドンに駐在しておりまして、まさにこういうプロセスで金融の規制が

強化されてきてたなっていうのをすごく思い出しまして。 

 リーマンショック起きた後に、まず、当時のロンドンで何が起こったかっていうと、金融

マンとしてというか、金融の人間としての職業倫理みたいな話が非常に出てきて、あと、ソ

ーシャリーグッドみたいな話とか、そういうのが非常に盛り上がって。最終的に、新しい金

融規制みたいなのが出てきたと。今回、先生が、規制というか、法は研究者の手足を縛るも

のではなくて、自由と権利を実現するための手段だっていうのは、われわれ金融っていうか、

企業側からすると、法律っていうと、手足を縛られるものって思う部分もあったので、非常

に、こういう見方は、新しいというか、そういう見方もあるんだなっていうのは非常に感銘

を受けたところでございます。 

 質問なんですけども、さはさりながらですが、当時、イギリスは結構、先行して金融規制

をかなり強化していったんですけれども、業界全体としてみると、規制は、ある程度、競争

力をそいでしまう部分があって。イギリス、何をしてきたかっていうと、自分たちのルール

はグローバルに展開していくと。要は、他の国よりも自分の国が劣後しないように、他の国

にも同じルールを適用していこうというような動きを取って、そのバゼルとかっていう国

際機関の中で、金融規制が広がっていったっていう動きが、同じルールを適用していこうっ

ていう動きが広がっていったというような流れがあります。 

 例えば、生命倫理のお話の中でも、先ほどのフランスの話もありましたが、各国でそれぞ

れ倫理の議論があり、さらに、法にそれをつなげていくっていう流れがある中で、生命科学

の分野では、例えばこういうルール、倫理っていうのと、一方で、競争が非常に激しい世界

だという話もあったと思うんですけれども、競争力の関係は、一個人として見れば、やはり

自由とあれを担保するっていうのは分かるんですけども、やっぱり一方で、ある程度、競争

力、ルールがないからこそできる研究があったりしないのかなっていうのを個人的に思っ

たのと、ルールによって、競争力がある程度、阻害されてしまうのであれば、例えばそうい

うルールをグローバルに統一していこうっていう動きが、こういう生命科学の分野でも、あ

ったりするのかなっていうのが、少し疑問に思いまして、もし、お聞かせいただければと思

います。長々とすいません。 

 

橳島：ありがとうございました。まさに、規制を強めることが競争力をそぐことになるんじ

ゃないかというのは、この生命科学の世界、特に人間を対象にした、医学関係の生命科学の
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世界では、如実にあったことです。その実態も私はずっと調査研究してきたんですが、例え

ば、例として先ほども申し上げた、人間の受精卵を研究材料にするということについて、ア

メリカ合衆国やヨーロッパの一部の国では大変厳しい規制が敷かれて、事実上ほとんど何

もできないという時代が結構ありました。 

 その人間の受精卵を壊して、ES 細胞という、iPS細胞が出てくるまで、再生医療の一番の

中心で、最も期待されていた、万能の幹細胞、ステムセルといいますが、体中の細胞になれ

る力を持っている細胞を、人間の受精卵を壊さないと作れないんです。その ES細胞の規制

は、例えば、アメリカやフランスでは非常に厳しい。日本では、それがほとんど規制が、欧

米に比べれば厳しくなかった。でもそれでどうったかっていうと、日本の研究者は規制があ

んまりないんだから、競争力がどんどん高めて、世界中で日本人の科学者が人間の ES細胞

の研究で席巻して論文を作りまくって、科学の世界を支配したかっていうと、残念ながら、

結果は全く逆でした。 

 規制が強いフランスのほうが、人間の ES細胞株を作り出した数ははるかに多かったんで

す。なんでなんだ。そこら辺が非常に不思議で、そういうことは、科学研究の世界には結構

あって。受精卵のことだけじゃなくて、日本は結構、何も公的規制ないんですけど、何とな

くっていうんで、あんまり誰もやんないんですね。危ないことは。でも、ヨーロッパやアメ

リカでは、そういう危ないことをどんどんやっちゃう人がいて、だから規制が強くなるのか

もしれませんけども。 

 でも、やっぱり、今、佐倉さんおっしゃった、規制が強まると競争力をそぐんじゃないか

ということで、日本とヨーロッパやアメリカの生命科学研究の世界を見てみると、残念なが

らそうなってない。日本の研究者は欧米の研究者に比べてはるかに自由にできる分野があ

るはずなのに、そこに乗り込んでって、世界を席巻するみたいな、全然できてないんですね。

それができてるのが中国。人間の受精卵のゲノム編集を欧米の国が倫理的問題でちゅうち

ょしていたとき、中国は、中国には中国の倫理があるっていって、ガンガンやり始めたわけ

です。 

 日本はそういうことにならなかったわけ。そこら辺が残念ながら日本の科学研究が、体力

というか、基盤力っていうか、底力がやっぱり足らないな、残念ながらと。でも、それは逆

に言うと、危ないことする人が出てこないっていう意味でもあるので、平和な国かもしれな

いというのは、そうやって、中国がガンガン人間の受精卵のゲノム編集の研究を国家が国を

挙げてやった結果どうなったかっていうと、2年ぐらい前になるんで、ご記憶かもしれませ

んが、中国から、国のお金もたくさんもらった研究者が受精卵を編集した、ゲノム編集した

受精卵を実際に人間の女性の支給に入れて、子どもを産ませちゃったんです。 

 これは、世界中でそこだけはやっちゃいけないって言ってたんだけど、それやっちゃった

わけです。その中国の研究者は褒めてもらえると思ったんです。中国では。世界に先駆けて

世界一の、世界で初めての研究をしたわけだから、褒めてもらえると思ったのに、あにはか

らんや、中国がそこでさすがにこれはやばいと思っちゃったのか、はしごを外しちゃって、
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その研究者を処分しちゃって。ちょっと気の毒な感じがして。何言ってんだ、そうなのかな。

さすがの中国もそこまでは突っ走れないのかなって、私は逆に不思議に思ったぐらいなん

です。だから、規制が強まると、競争力がそがれる。規制がないほうが競争力がなくて、ガ

ンガンできるっていうのは、この生命科学研究の世界では、日本はそうなんなかった。中国

がそうなった。でも、ゲノム編集については、ここで中国もちょっとブレーキがかかるわけ

ですね。 

 だから、その辺の大きな違い、同じアジアとはいっても、巨大な違いがありますね。その

辺はとても興味深いし、またこれから研究していく対象として大事なのかもしれません。 

 

藤山：はい。ナノテクノロジーの人体侵犯みたいな話も、日本はほとんど規制がないですが、

それによって競争力が強まったかというと、逆に弱まって。欧米は逆に、日本という立地を

規制がないということだけに利用しているっていう欧米の企業が多いっていうことで、規

制イコール進歩を止めるっていうことでは必ずしもないという例は他にもあるようです。

それでは、佐藤さん、文科省のお立場なんで、今までの先生の話にもいろんなところで反応

されたかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 

佐藤：はい、ありがとうございます。文部科学省の佐藤と申します。 

きょうは本当に、大変興味深いお話をありがとうございます。個人的には、研究というより

は、高等教育局、非常に長くやっておりまして、どちらかっていうと、大学の国際化とか、

高等教育外交とか、最近ちょっと、安全保障貿易管理の話です。あと、このコロナ禍では、

学生とか研究者が入ってこれないとか、出ていけないとか、そういうことをやらせていただ

いてますけども。きょうは、文部科学省の職員というよりは、どちらかというと、一個人と

してぜひお話を伺いたいと、質問させていただきたいと思います。 

 ちょっと前に、3年ほど京都大学にお世話になってまして、そこで非常にユニークな先生

がた、研究者のかたがたともご一緒させていただいてたんですけども、そういう意味で、き

ょう、先生のおっしゃってた、研究者の存在価値である、科学する欲望の充足を満たせるっ

ていう、そこを社会から付託されてるんだというのは、非常に理想的だと思いますし、現実

的にはそれが一番望ましいと思うんですけれども。ただ一方で、結局、きょうのずっとお話、

いろいろ伺ってると、さっきの前のかたがたのお話でもあったように、吉田さんのときなん

かもパトロンっていう言葉もありましたけれども。あと、きょう、お布施とか、世間を向く

とかっていうお話ありましたけど、結局はこれ、財源の問題に、最後なってしまうのかなと

思っていて。技術開発うんぬん、これ、財源を増やせると、先生たちも自由に科学する欲望

の充足を満たせると思うんですけれども、それを満たすためのお布施を得る、パトロンとの

関係をつくっていく、財源を得ていくっていうところの先に、技術開発うんぬんっていう話

が出てくると思うんですけど。 

 きょう特に伺いたいのは、デュアルユースです。軍事研究とのデュアルユースの関係で、
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少なくともアメリカなんかは、軍事予算が、主立っだ大学なんかは、相当な金額、入ってい

るわけですよね。そこをどういうふうに、財源と倫理の関係をどういうふうに考えるべきな

のかっていうのは、特にこの軍事研究とのデュアルユースに限定して、先生のお考えをぜひ

伺いたいと思って、すいません、ご質問させていただきます。よろしくお願いします。 

 

橳島：はい、ありがとうございます。前段の問題で、財源の話もありましたが、私はいろん

な研究者と付き合ってると、金がなかったら、研究者は自分のやりたいことを金がないなり

にやろうとするんですよ。だから、高い実験装置、買わないで、自分で作っちゃうんです。

手作りで。例えば、PCRも特許が絡んでて、大変高いところがあるんですが、それを自分た

ちだけでできる、自分たちで開発した道具でものすごい安くできるようんしてしまうとか。

遺伝子組み換えもそうです。 

 それが DIY バイオとか、バイオハッカーとか呼ばれてる人たちの活動で、アメリカでは非

常に盛んで、アメリカらしい、すごくそれは価値がある、つまり、なるべく安く、企業や大

学研究機関のような正規の巨大機関の独占から、生命科学研究を開放しようと。そういう動

きがある中で、財源がないお金がないっていうのは、悪いことだけじゃなくて、それが新し

い工夫につながって、より安価な実験装置の開発につながったりすることもあるんで。それ

は締め付けられれば工夫するっていうところで、研究者の人たちもずっとやってきたんで、

それはそれで、財源だけの問題って言っちゃうと身もふたもないんで。そこから何かまた新

しいものが出てくるんじゃないかと。お金がなかったら、それはそれでまた工夫するんだみ

たいな。そっからまたイノベーションが出てくるっていうことが、多々あったと思うんで、

これからもあると思うんです。それはお話、聞いてて、思ったことです。 

 それで、そのデュアルユース問題については、日本は、日本学術会議の軍事関連研究の声

明の作り直しっていうところで非常に議論になりました。その日本の議論を見てて、私は実

は、この問題も非常に興味があって、勉強をもう 2年ぐらい、始めたとこですが、アメリカ

の大学のホームページ、ざーっと見ていくと、国防総省関連のお金をもらうときについての、

大学のそれぞれの方針をホームページで公開してるところがとても多いんです。これは特

に、生きた人間を対象にした実験研究を国防総省系のお金でやることについての倫理規範

というのをアメリカの有数の大学が、いっぱい公開していて、うちはやんない、うちはやる

ってとこがいろいろある中で、私が見ていてなるほどと思ったのは、軍事関連の機関からの

財源だからっていって、全部シャットアウトするんじゃなくて、自分たちが認められる研究

成果の公開性が満たされる契約であったら、受け入れるというふうに、大学で明瞭に書いて

るところもあるんです。 

 アメリカの、例えば、国防総省側の資料を見てみると、国防総省の研究助成費であるとい

っても、全てが軍事機密にされるわけではない。全部がコンフィデンシャリティーで、シャ

ットアウトされるんではないっていう前提でガイドラインが作られていて、それぞれの契

約で、そういう特別の守秘義務を課す、コンフィデンシャリティー研究を課す研究とそうで
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ない研究を国防総省は明確に分けてます。だから、それを受けるほうも、契約する最初から、

研究を始める前、お金をもらう前に、それをもらうほうも選べる状態になってるので、そう

いうところで仕分けして、何でもかんでももらっちゃうところもあるけれども、そういうこ

とで、うちは、コンフィデンシャリティーがかかる研究は受けません。軍事関連予算は受け

ませんっていう、はっきり書いているアメリカの大学は結構あります。 

 そういう議論を見てると、日本の学術会議の声明の後の日本の大学の人たちの議論は、ち

ょっと粗雑で、軍事関連予算だから、全部そういう公開性が失われて、研究の自由が失われ

るみたいな粗雑な議論がとても多くて。ちょっとしたたかさに欠けるっていうか。自分がや

りたいことだったら、金主は、例えば、軍隊だろうが、何だろうが、自分ができることやら

せてもらえるなら、ガンガンもらっちゃっていいじゃない。それでも研究の公開性とか、自

分の、きょう話したような、研究者の倫理が守られるんなら、それで何が悪いんだと。いう

ところはあるし、国防の日本の防衛省の装備庁の予算も、そういう意味で、あれはデュアル

ユースを民間から引き込もうという予算ですよね。直接の軍事目的じゃない研究が多いで

す。今んとこ、まだ、工学系の研究ばっかりですけど。そのうちアメリカのように、生命科

学系の研究にもお金を出すようになるでしょう。 

 生命科学系の日本の研究者は特にこの問題については、反応が鈍いですけれども。だから、

軍事関連の研究財源だから全部シャットアウトするっていうのは、非常に粗雑な議論だと

私は思うんです。研究者として譲れない部分、公開性とか、そういうところが守られるんで

あれば、どんどんもらうっていうのもあっていいと思うし、逆に、国防関連予算の研究費を

国防関係の企業だけに閉じ込めてしまうってほうが、私は危険だと思うんでね。そういう議

論はやっぱりどんどん大学の人も参加してやってほしいと思うんです。 

 例えば、研究の公開性が制約されるなんて、別にそんなのは、企業との共同研究だってい

くらでもありますからね。民生研究でも、研究者としてのそういう譲れないところが取られ

ちゃうっていうのは、企業の共同研究でも山のようにあるわけだから、軍事関連研究だけが

悪いっていうのは、日本ではいまだにその議論が幼稚っていうか。ちょっとやっぱり、アメ

リカにつぶされた戦後を引きずり過ぎてるのかな。軍事をあまりにもタブー視し過ぎるの

は返って危ないんじゃないかと、私は思っていたので。 

 例えば、きょうはいろいろな話をしましたけれども、これが知りたいと思ったら何でもや

るっていう精神世界が研究者の世界だ、それはまた別の宗教だ、みたいな話をちょっと勢い

で言いましたけど。例えば、アメリカで起こったことを前例で言えば、ニクソン政権が 1970

年代にがん研究に巨額の研究費を付けたことがあるんです。研究助成の申請書にがんって

書けば、もう何でも通っちゃうみたいな時代がアメリカであったんです。だから、みんなが

んって書いたんです。でも、がんの研究じゃないんです、それ、実はね。うそなんですよ。

うそなんだけど、方便で、これはがんの研究につながるからっていうんで、みんな申請、書

いて、出して、その結果どうなったかっていうと、実例としては、免疫の基礎研究が大変進

んだんです。みんなそういううそも方便の申請書、出して、これはがんの研究に役立つから
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なんてうそ書いて、でも結果的には免疫の基礎研究が進んで、免疫の基礎研究が進むと、当

然のことながら、がんの研究につながってくわけです。 

 だから、うそも方便で、うそだって分かってて書くのはいいんだと、私はさっき言いまし

たけど、そういう実例もあるんで、国防関係、防衛省関係の予算だからっていっても、そん

なもの自分がやりたいことができるんなら、もうガンガンもらっちゃって。変な軍事関係、

軍需産業に行っちゃうより、自分たちで使ったほうが、軍事関連予算を自分たちに付けても

らったほうが安全だって、それぐらいの気概を持っていただきたいと私は思うんです。 

 その研究成果が、では、非人道的な軍事目的で使われるかどうかは、その先の話だと思う

んで。そのときに、どういう役割を科学者が果たせるかはこれからの話だと思うんです。そ

れと、軍事関連予算を受けるかどうかは、私は切り離して考えたほうがいいと考えてるんで

すが、いかがでしょうか。 

 

藤山：ありがとうございました。佐藤さん、いいですか。 

 

佐藤：はい、ありがとうございました。 

 

藤山：川名さんはこの問題、多分関係が深いですよね。 

 

川名：すいません、ありがとうございます。そうですね。今、先生の話、聞いてて耳が痛か

ったんですけれども、学術会議の 2017年声明の起草に関わらせていただいたので、アメリ

カのことなんかは、私もかなり調査をしています。長くなるので、それはそれぐらいにして。

私が非常に面白いと思って、きょう参加させていただいてよかったと思ったのは、文科省の

佐藤さんがこの問題について、ご発言されたというところで。実は、タイミング、すごくい

いんですけど、きょう、某新聞社の方がこの問題で、経済安全保障なんか担当してる方が私

のところに取材に来ました。私は現役で学術会議に関わってるので、言えること、言えない

こと、あるんですけれども。文科省が出どころで、同じ研究が行われる分には問題ないわけ

です。防衛省だから駄目だっていう話です。ですから、軍事研究というか、経済安全保障と

いうか、こういう問題について、まず文科省として、どういうふうにコミットされるのかな

というところについて、大変関心を持ちました。 

 

藤山：かなりきな臭くなってきたけど。 

 

佐藤：きょうは本当に一個人としての質問なので、すいません、ありがとうございます。 

 

橳島：一言、言わせていただければ、文部科学省が助成した研究の成果が軍事目的で使われ

ることはあるんです。それがデュアルユースの本質ですから。文部省のお金だからよくて、
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防衛省のお金だから悪いっていうのは非常に粗雑な議論で。それはあり得ないと思うんで

す。デュアルユースって逆もあるっていうか、逆のほうが多いわけでしょ、歴史的には。軍

事目的で開発された技術が民生分野に応用される。テフロンのフライパンとか有名な話じ

ゃないですか。第 2次世界大戦の。ペニシリンもそうです。あれは軍事医学ですからね。外

科手術の基本的な技法、例えば、脳外科の手術なんて、全部、第 1次世界大戦の結果できた

ものです。脳外科っていう専門分野ができたのは、第 1次世界大戦で、頭にけがした人をた

くさん救った結果です。 

 だから、それはもろに戦争ですけど、軍事目的で研究開発された成果が民生に使われて非

常にみんなの役に立つってものすごいたくさんある。むしろそっちのほうが今まで多かっ

たわけです。それが最近、民生から軍事っていう流れがだいぶできてきたんで、生命科学が

その一番の矢面に立ってるわけですけど。その危機感がまだ日本ではちょっと薄いので。だ

から、文部科学省の方がデュアルユース問題に関心を持つのは当然で、自分たちの研究助成

した結果がそういうふうに使われるってことは当然あり得るんで。 

 その辺、どうやって仕分けていくのかっていうのは、それこそ科学技術会議、内閣府レベ

ルでやる問題だと、私は思いますけど。 

 

藤山：はい、この問題はいかにいろんなところに関係してるのかっていうのはありますんで、

なかなか結論は急に出ないと思いますが、今の話を聞いて、今の話がどんなものがあるんだ

なというのを聞いただけでもよかったんじゃないかと思います。梅原さん、発言者の最後に

なるかと思いますけど、城戸崎さんや星野さんは、私が先にふっちゃったんで、この後もし

どうしても発言したいってことがあれば、言っていいですけど、まず、梅原さん。 

 

梅原：はい。すいません、もう結構、時間も押してきてるので、申し訳ございません。JST

の CRDS、研究開発戦略センターというところにおります、梅原と申します。すいません、

きょう、1時間余り、遅刻してしまいましたので、お話、伺えなかった。申し訳なかったで

す。その後の議論、聞かせていただいて、私の今いる JSTっていうのも、ご存じか分からな

いですけど、資金を配分する機関でして、いわゆる国民の皆さまからの税金を原資にしまし

て、研究をするかたがたにお届けすると。そのときに、一番可能性のあるものをどうやって

見極めて、プロジェクトを支援していくかってことに日々腐心をしてる会社というか、法人

です。 

 配分機関の中にもいろんな色がありまして、一番基礎的な学術振興会のような、本当の基

礎研究に広く配分するところもあれば、われわれのように、ある程度、社会のインパクトを

意識して、何につながるかっていうところも重視した評価の下に配分をするところもある

という中で、きょう、気になった点があったのは、いろんな受講者の方もおっしゃっていた

んですけど、どうやって場をつくっていくのかっていうんですかね。評価をするっていって

も、同業者の科学者だけのピアレビューでは今、いけないところもありますし、実際に、こ
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れ山本さんがおっしゃったのかな、社会の変化も速い時代の中で、研究が進んでいくのと同

時に、社会も動いていってっていうの、なかなかそのサイクルがもはや、これやったらこれ

っていう順番になっていかない、同時に開発していかないといけないぐらいの、タイムスケ

ールの中で、どうやってその評価の中にステークホルダーを皆さん、巻き込んでいくかは、

われわれ配分機関としても非常に悩んでいるところです。 

 その中で、国民の税金を原資にしてるって、ある意味コーポレートよりも、心の中で自粛

感っていうんですかね、縛りが強いような気もしていて。あらゆる人に目配せをした上でサ

ポートをするって、その根拠がないことには、なかなか説明責任が果たせないんじゃないか

ってところがあるんです。こと生命に関して言うと、倫理の観点は、すごく皆さん関心も高

いでしょうし、特に、パブリックコメントが今は課題であるっていうこと、確か著書の中に

も、どうやって取るかっていうところが課題だっていうふうに述べられていたと思うんで

すけど。皆でつくって、規制も全てひっくるめてみんなでつくっていくっていう過程を評価

の中に取り込んでいくには、どういう仕組みをしていったらいいのかなっていうところに

関して、質問するのが一番いいのかなと、今、発言をしています。ちょっとまとまりないで

すけれども。 

 

藤山：はい、いかがでしょうか。 

 

橳島：はい、昔、ちょっと違うことになっちゃうかもしれないけど、生きた人間を実験研究

の対象にする研究の審査をやる倫理委員会ってあります。お金をかけるっていうのとちょ

っと違うかもしれませんが、認める、認めないっていうんでは似たとこです。そこの倫理委

員会のメンバーはどういう人間に入れたらいいかって、有識者とか、一般社会を代表する人

間や、日本のガイドラインにどういう人が実際、入ってるかっていったら、マスコミの科学

部の人が入ってたりして、全然意味ないじゃんって感じがあったりします。 

 私はアメリカに 30 年ぐらい前に行ったとき、アメリカのシンクタンクで同じ研究してる

先輩の研究者と話してて、倫理委員会のことについても、今のような倫理委員会のリクルー

トの仕方やってんなら、道行く人 10人に聞いたほうがよっぽどいいよ、みたいな。アメリ

カだからもあるかもしれないけど、そんなこと言ってて、そういうこともあるよなって思っ

てて。山本さんのお話のときに、直接にすぐに答えられなかったんですけど、科学研究の評

価、相互批判をする、誰が関わるかっていうときに、科学研究を職業でない人も入れろって

分かるんですけども、科学する欲望がものすごい希薄で、科学の価値が全然認められない人

を入れるのは、私は反対です。そんな人に言われたくないよなって。 

 民主党の悪名高い事業仕分けのときに、科学研究の事業仕分けは本当にひどい例だって

いうふうにいわれてますけども、中村桂子が仕分けの委員会に入れられて、すごいぐちって

ましたからね。仕分ける側が科学の価値を全然分かってないと。だから、そこら辺はやっぱ

り、全然、金融の規制をやるのに、リーマン・ブラザーズって固有名詞しか知らない私が入
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っていいとはとても思えないんで。金融が人間社会に対して持つ価値をちゃんと認めてる

人が入らなきゃ、だって佐倉さんだって、評価されたくないでしょ。 

 だから、そういうのはやっぱりあると思うんです。だから、倫理委員会なんかに入れるの

は、例えば国がやる JSTでも、文科省でもどこでもいろいろ市民公開シンポジウムってある

じゃないですか。科学に対して関心を持つ人、例えば、大学の科学カフェなんていうのがあ

るじゃないですか。そういうところに来て、関心を持ってる人をリクルートして、倫理委員

会に入ってもらったらいいんじゃないかと思うんです。市民を経てやればとてもいい審査

委員になってくれるんじゃないかなと思うんだけど。それはやっぱり科学に対する関心と

か、科学の価値を認めるっていう気持ちがある人をリクルートするというのが大事なんで、

誰でもっていうわけにもいかないと思うんですよね。 

 だから、JST もそうかもしれないけど、トヨタ財団の話もして、私もトヨタ財団で一度も

お金もらえたことないんですけど。やっぱりすごい厳しいですよ。プログラムオフィサーの

人って。本当に議論しましたからね。それ、全部納得できる意見だったので、ものすごいよ

く知ってるし、その分野の研究に対して分かってるし、目利きが大変あって、それでトヨタ

のお金を使うんだから、そんな変なところにはあげらんないっていう矜持がものすごい感

じられたんです。 

 だから、JSTでもそういうプログラムオフィサーをどうやって養成するのかは、私はむし

ろ科学コミュニケーターなんかより、そっちのほうにちゃんと予算を付けてもらいたいな

と思うぐらいで。だから、いろんなとこからの出向者とかで寄り集まってる部分もあると思

うんで、JSTも。そういう意味で、目利きのプログラムオフィサーを養成するのは、例えば、

企業でいい営業マンをつくるのにも時間がかかるのと一緒だと思うんで。時間とお金と手

間のかかることかもしれないけれども、やっぱりそういう目利きのプログラムオフィサー

をつくると。それが結果、長い目で見れば、倫理的にも大変適正な研究を進めることになる

だろうっていうふうに、まずは思ったほうがいいんだと思うんです。 

 プログラムオフィサーをどこからリクルートするかみたいな、そういう場をつくるって

いう。いきなり議論の場をつくるんじゃなくて、ちょっとそういう養成の場をつくるみたい

な時間を持っていただければなと思うんです。 

 

藤山：ありがとうございました。時間が実は来てしまってるんですけども、あとお一人ぐら

い、もう最後のいったところで、どうしてもって方いらっしゃれば、応じますが。ちょっと

お時間が来ちゃいましたね。 

 きょうは、大変、議論が活発になってよかったかなと思います。橳島先生、大変ありがと

うございました。それから、オブザーバーの先生たち、時間がこういう状況でしたので、そ

ちらまで場を空けることができなかったので、大変失礼をいたしました。おわび申し上げま

す。それでは、きょうは、橳島先生、ありがとうございました。皆さんもご苦労さまでした。

コロナに感染しないように頑張って、お仕事を続けていただいたらいいかと思います。よろ
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しくお願いいたします。では、また次回、お会いしましょう。 

 

一同：ありがとうございました。 

 

 

(了) 


