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報告

討論の場作りができるリスクコミュニケーターを
養成するための教育プログラム開発の試み

種村 剛1

Attempt for Development of Education Programs to Bring Up 
Risk Communicators to Promote Debate

TANEMURA Takeshi1

要旨
　筆者は，2016年11月に，リスクコミュニケーター養成プログラム開発の一環として，1）対話の
場作りの中でも特に，質疑や反駁を通じて意見の妥当性や論理性を吟味するような，「討論の場」の
設計および，そのためのファシリテーションの知識やスキルの習得を目指した，2）事前学習と対
話実践型プログラムを組み合わせた教育プログラムを企画・実施した．本稿は，討論の場作りの必
要性を示し，当該プログラムの目的，達成目標，施行にあたっての工夫を記す．そして実施過程を
通じて得た情報を提示した上で，受講者のコメントやアンケートから明らかになった改善点等を述
べる．

キーワード：リスクコミュニケーション，討論，批判，ディベート，教育プログラム開発

Abstract
In November 2016, in the course of developing the risk communicator training programs, the 
author 1） aimed at designing a place for dialog, especially a 'place for debating' that allows to 
examine the validity and logicality of opinions through questioning and refutation, as well as, 
to this end, acquiring knowledge and skills on facilitation; and 2） planned and implemented 
an education program that combined prior learning and interactive training program. This 
paper shows the necessity of preparing a place for debating, and describes the objective, goals 
to achieve, and tips in implementing the above-mentioned program. Having presented the 
information obtained through the implementation process, we explain some points to be improved 
clarified by the comments and questionnaires from the participants.

Key words: risk communication, debate, refutation, developing education program
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1.  リスクコミュニケーター養成プログラムとしての「討論の作法」の提案
1.1 リスクコミュニケーション概念の整理
　本稿はリスクコミュニケーターを「リスクコミュニケーションの実践を企画・運営する，又は場
の進行やまとめを行う人材」とする1）．ではリスクコミュニケーション（以下，RC）とは何か．RCは，
リスクの定義や目的が様々あるため，定義することが困難であるといわれている2）．本節は，RC
の概要を把握するために，代表的な複数の文献からRCの定義を取り出し，最大公約数的にRCの内
容を確認する． 
　米国学術研究会議（National Research Council）は「リスクについての，個人，機関，集団間での
情報や意見のやりとりの相互作用的過程．情報や意見には，リスクの性質についての情報（リスク
メッセージ）だけでなく，そうしたリスクメッセージに対する，法律に対する，あるいは組織など
によるリスク評価・リスク管理に対する懸念・意見・態度を表明することも含まれる」としている

（National Research Council 1989, 21; 林 他 1997）．RCが対話（相互作用過程）をベースとしている
こと，および，リスクに関する様々な情報が扱われることについての指摘がある．
　平川はRCの目的として「リスク評価やリスク管理の過程で，その専門家，政策決定者，消費者，
事業者，研究者，その他の関係者の間でリスクに関する情報，意見を交換し，問題や行為に関する
理解を深め，お互いの信頼のレベルを向上させること」を挙げている（平川 2011, 12）．この説明は
信頼醸成に着目している点に特徴がある．
　安全・安心科学技術及び社会連携委員会は「リスクのより適切なマネジメントのために，社会の
各層が対話・共考・協働を通じて，多様な情報及び見方の共有を図る活動」としている．このとき
のマネジメント概念には，リスクの評価，リスクの管理が含意されている（安全・安心科学技術及
び社会連携委員会 2014, 2）．
　科学技術振興機構 科学コミュニケーションセンター（以下，科学コミュニケーションセンター）
は「政策決定者・組織・個人の意思決定で考慮されるべき情報・知識・意見に関する対話・共考を
通じて，「より少なく，より良い，議論の対立状況」を創りだすことを目指すものである」としてい
る（科学コミュニケーションセンター 2014, 36）．引用部分の「より良い，議論の対立状況」は，本
稿で取り上げる討論とも通じていると思われる．
　木下は「対象のもつリスクに関連する情報を，リスクに関係する人々（ステークホルダー）に対
して可能な限り開示し，たがいに共考することによって，解決に導く道筋を探す思想と技術」とし
ている（木下 2016, 27）．RCを，共考を通じて問題解決を図るための手法と位置づけている．
　上述したRCに関する五つの説明を踏まえて，本稿ではさしあたりRCを「1）リスク評価・リスク
管理（マネジメント）に係る意思決定を見すえ，2）ステークホルダー間の信頼醸成を試み，3）リス
クの性質についての情報だけではなく，リスク評価・リスク管理についての意見や態度の表明を含
めた，多様な情報を開示・共有し，4）双方向の対話を通じて共考を行うこと」としておく．

1.2 リスクコミュニケーターに求められる能力とRC養成プログラム
　上述したようなRCの実践を企画・運営する，又はそのような場の進行やまとめを行うことので
きるリスクコミュニケーターを養成するためには，どのような知識やスキルおよび態度の涵養を目
的とすればよいのだろうか．この点を確認するために，まず先行するリスクコミュニケーター養成
プログラム（以下，RC養成プログラム）の目的を概観する．
　角田は，リスクコミュニケーション教育教材開発のガイドラインにおいて，教材の条件として，1）
科学観を伝える，2）シチズンシップを育てる，3）思考スキルを育てる，4）社会とリスクの関係に
ついて学ぶこと，の四点を挙げている（角田 2013, 236-238）．
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　早岡らは，リスクコミュニケーター育成の考え方として，1）コンテンツの制作能力，2）コミュ
ニケーションの場を生み出す能力，3）適切なフレームを協働構築する能力，の三点を挙げている（早
岡 他 2015, 37-38）．
　木下は，リスクコミュニケーターに要求される基本的能力として，1）当該場面で扱われるリス
クに関して十分な専門知識をもった上で，それを平易に説明できる論理展開力，2）ステークホルダー
間で交わされるやりとりを通じて相互の信頼性を向上させ，問題を共考する姿勢と対話能力，を挙
げている（木下 2016, 175）．そして，上記の能力を涵養するリスクコミュニケーター研修の基本的
な目的として，1）コンテンツ作成技術の獲得，2）プレゼンテーション技術の獲得，3）聞き手への
寄り沿い方の学習，4）場の運営能力の訓練，5）組織内部への情報提供，6）リスコミ部門と広報部
門の調整，7）リスコミの価値観の理解，の七点を挙げている（木下 2016, 179-180）．
　上記から，リスクコミュニケーターには，一定の科学についての考え方や，シチズンシップを重
視する態度，リスク評価や管理，コンテンツの作成，プレゼンテーション，コミュニケーションを
生み出す場をつくり運営するための，知識やスキルなどが求められていることがわかる．本稿はそ
の中でも，対話の場作りの知識やスキルに注目する．これは，前述の既存のRC養成プログラムで「コ
ミュニケーションの場を生み出す能力」「場の運営能力」（下線）に含まれている．そして，先のRC
の定義4）に示した「双方向の対話を通じた共考」を実践するための前提として求められるものであ
ろう．
　では，対話の場作り能力を涵養することを目的としたRC養成プログラムには，具体的に，どの
ようなものがあるのだろうか．
　対話ゲーム「クロスロード」を用いたRC養成プログラムがある．参加プレーヤーは，提示された
判断に迷う二つの選択肢のうち一方を選択した上で，自身の意見を述べる．このゲームを通じて，
RCの基本となる「話す」「聞く」トレーニングが可能になる3）．
　科学コミュニケーションセンターが開発した「さんかく△テーブル」は，「クロスロード」の要素
に，アイスブレイク，ゲーム中の役割，対話を促進する「お助けカード」，グループワークを通じ
た短冊づくりや，個人の内省を深める「最後の1枚カード」などの新しい要素を加えたものである．
意見や立場が異なる人同士が，その意見を検討・吟味し，判断の根拠をつくりあげる対話のプロセ
スを重視したプログラムを設計意図としている（八木 2013, 74）．
　木下は，RCを実体験させるための有効な手段として，シナリオ作成と，送り手（説明側）と受け
手（住民側）に別れた，役割演技法（ロールプレイ）に基づいたグループワーク実習を挙げている（木
下 2016, 175-197）．

1.3 既存のRC養成プログラムの批判的検討と「討論の作法」の提案
　ここでは，前述した対話の場をつくる能力を促進するためのプログラムを批判的に検討し，「討
論の作法」と題したプログラムの提案を行う．
　まず，先述した三つの対話の場作りのためのRC養成プログラムは，「必ずしも討論の要素が明示
的に含まれているプログラムではない」といえるのではないだろうか．ここで「討論」を，ある意
見に対して，質疑や反駁を通じて批判を行う双方向の対話のプロセスとする．そして「批判」を，
意見の根拠の妥当性や論理性を吟味することを指す概念とする4）．
　次に「対話の実践を試行するプログラムである」ことを挙げることができるだろう．上記のプロ
グラムは，最初に双方向コミュニケーションを促進するゲームやロールプレイを行うこと，そして
これらの後に，ふりかえりを通じて対話・共考のためのスキルを事後的に確認しながら身につけて
いく点に特徴がある．つまり【実践→振り返り型プログラム】である．一方，対話を促進するため
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の方法やスキルを事前に学んだ上で，その後に対話の実践を行うプログラムを考えることもできる．
つまり【学習→実践型プログラム】である．
　以上の検討を踏まえ，本稿は，1）対話の場作りの中でも特に，質疑や反駁を通じて意見の妥当
性や論理性を吟味するような「討論の場」の設計および，討論を促進するためのファシリテーショ
ンの知識やスキルの習得を目指した，2）事前学習と対話実践型プログラムを組み合わせた，RC養
成プログラムとして「討論の作法」を提案する．

1.4 なぜRC養成プログラムに討論の要素が必要なのか
　以下「討論の作法」において「討論」や「批判」の要素を明示した理由を二つの側面から述べる5）．
一つは，RCの定義（1.1）に内在する側面である．定義によれば，RCはリスクに係る意思決定のた
めの双方向の対話による共考の過程を含んでいる．この過程では，異なる意見に対して質疑や反駁
を行い（討論），その根拠や妥当性の吟味（批判）が発生するだろう．その際，リスクコミュニケーター
が反論や批判を行うための知識やスキルをもって討論の場を作り，討論をファシリテーションする
ことができれば，対話による共考をさらに深めることができるのではないだろうか．
　もう一つは，筆者の体験からである．筆者は，科学技術コミュニケーター養成プログラム

（Communication in Science and Technology Education and Research Program; 以下 CoSTEP と
記す）が，2016年度に実施した，リスクコミュニケーション選択実習（RC実習）の福島ワークショッ
プ（9月21～23日）の最終日に「議論の手法について」と題した15分のショートレクチャーを行った．
内容は後述するグループワーク（GW）4の原型である．筆者は，このレクチャーを通じて，参加者
が必ずしも討論や批判についての知識やスキルを有しているわけではないことに気づいた（結果は
後述）．もちろん，討論のスキルがなくても「対話の場」を設計し運営することは可能である．しか
し，筆者は，先述の理由より，参加者が討論や批判についての知識やスキルを有することでRCの
幅を広げられるのではないかと感じた．
　以上のことから，教育プログラムの中に，討論（対話を通じた相互批判）のトレーニングを行う
機会があった方がよいと考えるようになった．そして，CoSTEPの提供する教育プログラムにおい
て「討論の作法」のプログラムを企画，試行することにした．

1.5 「討論の作法」の特徴：事前学習と討論実践型プログラムの組み合わせ
　討論の知識やスキルを，対話の実践の前に身につけるプログラムとして，クリティカルシンキン
グ（CT）やロジカルシンキング（LT）を挙げることができる．CTは，意見を批判的に検討するた
めの思考法の一つである．LTは，論理的に議論を組み立てるための思考法である．CTやLTは，哲学，
ライティング，英語教育，社会人教育など，幅広い領域に関連する．RC養成においてもCTは必要
なプログラムでもあると思われる．しかし，前述のようにリスクコミュニケーターを養成するため
には，CTやLTだけにとどまらない，複数の知識やスキルに関する教育が必要になる（1.2）．「討論
の作法」の新規性は，CTやLTをRC用に再構成し，まずは事前に学んでから実際の討論を行う点に
ある6）． 
　討論を実際に行う教育プログラムとして，よく知られているものにディベートがある．ここで
はディベートを「ひとつの論題の下，2チームの話し手が肯定する立場と否定する立場とに分かれ，
自らの主張をジャッジに理解してもらうことを意図したうえで，客観的な証拠資料に基づいた，論
理的な議論をするコミュニケーション活動」とする．討論が双方向の対話による質疑や反駁による
批判のプロセスであるのに対して，ディベートは討論を進めるための対話形式の一つであるといえ
る．
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　ディベートは公平な討論を行えるように設計され，すでに広く教育分野に活用されている，完成
度の高い討論形式である．加えて，ディベートが持つ「肯定・否定の立場に分かれ」「客観的証拠資
料に基づいた」討論の形式は，RCにおける「異なる意見を持つ立場」の人々が「リスク情報」に基
づいて合意形成を目指す討論の場に応用できると考えられる．そのため，ディベートは論題（テーマ）
の設定次第で十分にRC養成プログラムとして活用可能である 7）．
　一方，ディベートをRC養成に用いる場合「相手を論理的に論破する」ことを目的とするようにな
り「自由な討議を阻害する」ことになりかねないことも指摘されている（小川 2008）．この指摘から，
ディベートをRC養成プログラムに適用するためには，ディベートが持つ「相手を論破したり」「勝
敗を決したり」する，一般的なイメージを払拭するように，プログラムを工夫する必要があること
がうかがえる．本稿の提案する「討論の作法」は，対話型実践プログラムの一例としてディベート
の手法を採用する．その際，後述するようにディベートの手順を換骨奪胎し「討論を建設的に組み
立て，合意形成を目指す対話の実践」として組み替えている点に新規性がある． 

2. 「討論の作法」の目的
　先述したように，本稿の提案するRC養成プログラム「討論の作法」は，1）討論の場の設計および，
討論を促進するファシリテーションの知識やスキル（討論の場作り能力）の習得を目指した，2）事
前学習と対話実践型プログラムを組み合わせたプログラムである．それでは，受講生にとって何が
できるようになれば，討論の場作り能力を習得したことになるのだろうか．「討論の作法」を実施す
る際，討論の場作り能力の要素として次を想定した．

　1） 【討論】  プログラムの受講生が，相手の意見に対して質疑や反駁を行うことで，意見の根拠の
妥当性や論理性を吟味できるようになること．

　2） 【助言】  プログラムの受講生が，その場で行われている質疑や反駁，批判のあり方を評価し，
改善点をアドバイスできるようになること．

　3） 【設計】  プログラムの受講生が，討論を中心とした対話の場のデザインやその運営にあたって
何に注意すればよいのかがわかるようになること．

　討論の場をファシリテーションするためには，討論について参加者に助言できることが求められ
るだろう．そして【助言】のためには，リスクコミュニケーター自身が討論や批判についての知識
を持ち，自身もまた【討論】ができるようになることが望ましいと考える．なぜなら，自身がわか
らないことやできないことを，他者に助言することはできないと思われるからだ．ゆえに，RC養
成プログラムには討論や批判について学び，それらを実際に行う機会を組み込むべきだと考えた．
先に示したCTやLTを学ぶことが【討論】【助言】を学ぶ部分に相当する．
　そして，リスクコミュニケーターは各討論に対して助言できるだけではなく，参加者が安心して
公平な討論が展開できるような場の【設計】ができることが望ましいだろう．先のディベートを援
用した討論の実践は，【設計】のスキルに直接関係する．また，場の設計も一種のファシリテーショ
ンの側面がある．その際リスクコミュニケーターは，場のデザインの根拠となるような討論や批
判についての理念型を，知識として有している必要があるのではないだろうか．つまり【討論】で
学ぶ討論や批判についての知識は，間接的であれ討論の場の【設計】のスキルに関連する．そして，
討論の場で司会の進行を見ることで【助言】のスキルも学ぶことができると考えた．
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3.  「討論の作法」の概要：プログラム構成に対応した達成目標と対象者
3.1 プログラムの前半・後半の達成目標
　「討論の作法」は，筆者が担当しているCoSTEPのディベート演習で試行した．この演習は週を
またぐ二コマの時間で構成されている．一コマ目（前半）は2016年11月9日に，二コマ目（後半）
は11月19日に実施した．一コマの時間は120分に延長して行った（通常は90分）．このようにプロ
グラムは，外在的な制約条件（CoSTEPの時間割）に合わせた結果，3～4時間で終了するようなRC
養成プログラムとなった．二コマのプログラムであることのメリットとして，実施の汎用性を挙げ
ることができる．この程度の時間ならば，RC養成プログラムの一単元として組み込みやすくなる
のではなかろうか．　
　以上より，「討論の作法」は，それぞれ90～120分程度で完結する二つの演習プログラムのセット
としてしつらえた．前半は，討論に必要となる「批判可能な主張の構成法」と「反駁の方法」について，
三つのパートに分け，レクチャーとグループワーク（GW）を通じてインストラクションを行うパー
トとした（表1）．後半も三つのパートで構成し，実際に討論を体験することをメインのパートとし
た（表2）．
　プログラム全体の目的は，受講生が討論の場作り能力である【討論】【助言】【設計】を身につける
ことである．この目的を目指して，プログラムの前半と後半それぞれの達成目標を定めることはも
とより，それぞれの個別パートにおいても目的と達成目標も明確に定めた．
　前半の達成目標として，次の三点を設定した．

　前半の達成目標1）：討論のための立論を作れるようになること．
　前半の達成目標2）：効果的な反駁ができるようになること．
　前半の達成目標3）：   RCを行う上で，討論の知識やスキルが重要であることを説明できるように

なること．

　これらは，プログラムの目的である【討論】と【助言】に対応する．また達成目標1）と2）は，後
半のプログラムを実施するための必要条件となる．

表1 前半の演習構成（約100分）
表1 前半の演習構成（約100 分） 

はじめに 

（前半パート 1） 

レクチャー1 リスクコミュニケーションとは 

RC と「討論の作法」としてのディベート 

主張・証拠・理由づけを使って討論のための立論を組

み立てる 

（前半パート 2） 

レクチャー2 

GW1 

GW2 

GW3 

証拠・理由づけをともなった主張をつくる 

日常にある主張・証拠・理由づけの構造 

「理由づけ」の「深堀り」をする 

社会問題に対して立論を構成する 

証拠と理由づけを意識して反駁をおこなう 

（前半パート 3） 

GW4 

GW5 

反駁の構造を検証する 

反駁をつくる 

 

 後半の達成目標として，次の三点を設定した． 
 
 後半の達成目標 1）：討論の形式を説明できるようになること． 
 後半の達成目標 2）：討論のジャッジができるようになること． 
 後半の達成目標 3）：討論の場を構成できるようになること． 
 

表2 後半の演習構成（約120 分） 

復習とはじめに 

（後半パート 1） 

レクチャー 前回の復習（立論と反駁） 

討論の進行他インスト 

討論の準備と対戦 

（後半パート 2） 

 

実践 

 

準備時間 

一回戦（討論と聴衆からのコメント） 

二回戦（討論と聴衆からのコメント） 

全体振り返り 

（後半パート 3） 

全体ディスカ

ッション 

振り返りと共有 

 

 これらは，プログラムの目的である【設計】に対応する知識やスキルの獲得を意図している．個別パートの目的と達成

目標については，それぞれの実施について記載している部分で紹介する．全体として，GW や実際の討論を通じて，

知識とスキルを学ぶことができるように，プログラムを構成した．加えて，事前課題は課さず，演習時間内で内容が完結

するプログラムとした． 
 
3.2 プログラムの対象者 

 プログラムは CoSTEP の本科受講生を対象にして実施した．受講生は北海道大学の理系大学院生が多くを占める一

方で，学部学生，社会人も含まれている．2016 年度に開講された CoSTEP のプログラムの中でも特に RC 養成と関連す

るものとして，講義では科学技術コミュニケーション概論およびトランスサイエンスのモジュール，演習ではデータ表現

演習，プレゼンテーション演習を挙げることができるだろう 8）．今回の対象者はこれらをすでに受講しており，科学技術

コミュニケーションについて一定の，知識やスキルを有していると考えられる．前半の参加者は 22 名，後半の参加者は

21 名であった． 
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　後半の達成目標として，次の三点を設定した．

　後半の達成目標1）：討論の形式を説明できるようになること．
　後半の達成目標2）：討論のジャッジができるようになること．
　後半の達成目標3）：討論の場を構成できるようになること．

表2 後半の演習構成（約120分）

　これらは，プログラムの目的である【設計】に対応する知識やスキルの獲得を意図している．個
別パートの目的と達成目標については，それぞれの実施について記載している部分で紹介する．全
体として，GWや実際の討論を通じて，知識とスキルを学ぶことができるように，プログラムを構
成した．加えて，事前課題は課さず，演習時間内で内容が完結するプログラムとした．

3.2 プログラムの対象者
　プログラムはCoSTEPの本科受講生を対象にして実施した．受講生は北海道大学の理系大学院生
が多くを占める一方で，学部学生，社会人も含まれている．2016年度に開講されたCoSTEPのプロ
グラムの中でも特にRC養成と関連するものとして，講義では科学技術コミュニケーション概論お
よびトランスサイエンスのモジュール，演習ではデータ表現演習，プレゼンテーション演習を挙げ
ることができるだろう8）．今回の対象者はこれらをすでに受講しており，科学技術コミュニケーショ
ンについて一定の，知識やスキルを有していると考えられる．前半の参加者は22名，後半の参加
者は21名であった．

4.  「討論の作法」前半パートの実施内容
4.1 はじめに（前半パート1）
　【前半パート1の目的と達成目標】　このパートは，プログラム全体の導入にあたる．はじめにの
目的と達成目標を次のように設定し，レクチャー1を実施した．

　目的：討論とRCの関係を示すことで，受講生が討論を学ぶことの動機づけを得る．
　達成目標1）：RCについて説明できるようになる．
　達成目標2）：討論がRCと関連している点を列挙できるようになる．
　達成目標3）：討論について学んでみたいと思うようになる．

表1 前半の演習構成（約100 分） 
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（前半パート 1） 

レクチャー1 リスクコミュニケーションとは 

RC と「討論の作法」としてのディベート 

主張・証拠・理由づけを使って討論のための立論を組

み立てる 

（前半パート 2） 

レクチャー2 

GW1 

GW2 

GW3 

証拠・理由づけをともなった主張をつくる 

日常にある主張・証拠・理由づけの構造 

「理由づけ」の「深堀り」をする 

社会問題に対して立論を構成する 

証拠と理由づけを意識して反駁をおこなう 

（前半パート 3） 

GW4 

GW5 

反駁の構造を検証する 

反駁をつくる 

 

 後半の達成目標として，次の三点を設定した． 
 
 後半の達成目標 1）：討論の形式を説明できるようになること． 
 後半の達成目標 2）：討論のジャッジができるようになること． 
 後半の達成目標 3）：討論の場を構成できるようになること． 
 

表2 後半の演習構成（約120 分） 

復習とはじめに 

（後半パート 1） 

レクチャー 前回の復習（立論と反駁） 

討論の進行他インスト 

討論の準備と対戦 

（後半パート 2） 

 

実践 

 

準備時間 

一回戦（討論と聴衆からのコメント） 

二回戦（討論と聴衆からのコメント） 

全体振り返り 

（後半パート 3） 

全体ディスカ

ッション 

振り返りと共有 

 

 これらは，プログラムの目的である【設計】に対応する知識やスキルの獲得を意図している．個別パートの目的と達成

目標については，それぞれの実施について記載している部分で紹介する．全体として，GW や実際の討論を通じて，

知識とスキルを学ぶことができるように，プログラムを構成した．加えて，事前課題は課さず，演習時間内で内容が完結

するプログラムとした． 
 
3.2 プログラムの対象者 

 プログラムは CoSTEP の本科受講生を対象にして実施した．受講生は北海道大学の理系大学院生が多くを占める一

方で，学部学生，社会人も含まれている．2016 年度に開講された CoSTEP のプログラムの中でも特に RC 養成と関連す

るものとして，講義では科学技術コミュニケーション概論およびトランスサイエンスのモジュール，演習ではデータ表現

演習，プレゼンテーション演習を挙げることができるだろう 8）．今回の対象者はこれらをすでに受講しており，科学技術

コミュニケーションについて一定の，知識やスキルを有していると考えられる．前半の参加者は 22 名，後半の参加者は

21 名であった． 
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【レクチャー1の内容】　10分ほどのレクチャーは以下のように進めた．最初に，科学技術コミュニ
ケーションとRCの関係を次のように板書で示した（図1）．科学技術コミュニケーションを学んで
いるCoSTEPの受講生に対して，RCを学ぶことの意義を説明することが目的である．リスクの中
には外交リスクや為替変動リスクなど，科学技術とは関係の薄いリスクもある一方で（領域C），ゲ
ノム編集やAI（人工知能）など科学技術と関係が深いリスクもある．後者についてのRCは，科学
技術コミュニケーションの領域にも含まれうる（領域B） 9）．

図1 科学技術コミュニケーションとリスクコミュニケーションの関係　
二つが重なり合う領域Bは科学技術コミュニケーターにRCを行うことが求められている部分である.

 　第二に，RCの概要について説明を行った．RCの要点として，1）意思決定，2）多様な情報の開示・
共有，3）対話・共考を挙げた．RCに求められる討論の場は，賛成・反対の立場からそれぞれ主張
を述べ（多様な情報の開示），互いに批判的検討を加え（対話・共考），どちらの主張を通すかを決
める（意思決定）プロセスであると説明した．このようにRCと討論の対応を明らかにすることを通
じて，RCには討論の要素があることを確認した．この際に「批判」を，相手の主張を「論破」する
ことではなく，相手の主張の吟味であること（確からしさ，論理性，適切さを検討すること）を伝
えるように気をつけた．
　第三に，意思決定のための対話の場を，二つのタイプに分けることができることを示した．一つは，
ブレインストーミング（BS）のように，お互いの意見を自由に出し合い，受け入れることで，信頼
関係を築き，合意可能な点を組み上げていくような対話の場である．もう一つは，互いの意見を相
互に批判することで，主張をブラッシュアップしていくような対話の場である．前者は，CoSTEP
のWSプログラムでも多く取り入れられている．ここでは後者に示したような「討論の場」をファ
シリテーションすることができるようになることも，科学技術コミュニケーターに必要であるので
はないかと述べ，この「討論の作法」がそのための学習プログラムであることを示した．
　

【レクチャー1実施の結果】　演習中および後の，受講生の質疑から，興味深いと思われるものを取
り上げ，コメントしておく．一つに，「討論の作法」を知ることで，討論を中立的にファシリテーショ
ンできるようになるのではないか（ゆえに，学んでみたいと思う），とするコメントがあった．こ
のことは，筆者がこの演習で意図することの一つである．科学技術コミュニケーションやRCにお
いて，ファシリテーターの中立性や公平性はしばしば論点に上がることの一つである（八木 2009, 
174-178; 土屋 2011, 210-212）．「討論の作法」を知り，その作法に則ることは，ファシリテーターの
中立性や公平性を担保することにつながると思われる．

4 「討論の作法」前半パートの実施内容 

4.1 はじめに（前半パート 1） 

 【前半パート 1 の目的と達成目標】 このパートは，プログラム全体の導入にあたる．はじめにの目的と達成目標を次の

ように設定し，レクチャー1 を実施した． 
 
 目的：討論と RC の関係を示すことで，受講生が討論を学ぶことの動機づけを得る． 
 達成目標 1）：RC について説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論が RC と関連している点を列挙できるようになる． 
 達成目標 3）：討論について学んでみたいと思うようになる． 
 
【レクチャー1 の内容】 10 分ほどのレクチャーは以下のように進めた．最初に，科学技術コミュニケーションと RC の関

係を次のように板書で書くことで示した（図 1）．科学技術コミュニケーションを学んでいる CoSTEP の受講生に対して，

RC を学ぶことの意義を説明することが目的である．リスクの中には外交リスクや為替変動リスクなど，科学技術とは関係

の薄いリスクもある一方で（領域 C），ゲノム編集や AI（人工知能）など科学技術と関係が深いリスクもある．後者につい

ての RC は，科学技術コミュニケーションの領域にも含まれうる（領域 B） 9）． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 科学技術コミュニケーションとリスクコミュニケーションの関係 二つが重なり合う領域 B は科学技術コミュニケーター

に RC を行うことが求められている部分である 

 
  第二に，RC の概要について説明を行った．RC の要点として，1）意思決定，2）多様な情報の開示・共有，3）対話・共

考を挙げた．RC に求められる討論の場は，賛成・反対の立場からそれぞれ主張を述べ（多様な情報の開示），互いに

批判的検討を加え（対話・共考），どちらの主張を通すかを決める（意思決定）プロセスであると説明した．このように RC
と討論の対応を明らかにすることを通じて，RC には討論の要素があることを確認した．この際に「批判」を，相手の主張

を「論破」することではなく，相手の主張の吟味であること（確からしさ，論理性，適切さを検討すること）を伝えるように気

をつけた． 
 第三に，意思決定のための対話の場を，二つのタイプに分けることができることを示した．一つは，ブレインストーミン

グ（BS）のように，お互いの意見を自由に出し合い，受け入れることで，信頼関係を築き，合意可能な点を組み上げてい

くような対話の場である．もう一つは，互いの意見を相互に批判することで，主張をブラッシュアップしていくような対話

の場である．前者は，CoSTEP の WS プログラムでも多く取り入れられている．ここでは後者に示したような「討論の場」

をファシリテーションすることができるようになることも，科学技術コミュニケーターに必要であるのではないかと述べ，こ

の「討論の作法」がそのための学習プログラムであることを示した． 

領域A 領域B 領域C 

科学技術コミュニケーション リスクコミュニケーション 
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　二つに，BSにおいても，収束局面においては後述するような，証拠と理由づけの精査を伴う批
判的なコミュニケーションが行われるのではないかとの指摘があった．これは言われて気づかされ
たことであった．これは裏返せば，BSの収束局面においては，証拠と理由づけを明らかにするよ
うにファシリテーションすることの有効性を示唆しているようにも思われる．
　三つに，「討論の場」が成立するためには，参加者の信頼関係がすでに成立していることが重要な
のではないかとの意見が寄せられた．これはその通りだと思われる．前者のタイプの対話の場は，
信頼関係を醸成するために役立つと思われる，そして，信頼関係ができてから「討論の場」を実施
するような，RCの中長期的な計画を立てることが求められるのかもしれない．

4.2 討論のための立論を組み立てる（前半パート2）
【前半パート2の目的と達成目標】　「批判可能な主張」が提示されなければ，批判を行うことはでき
ないことは自明である．そのため前半パート2の目的と達成目標を次のように設定した．そして，
レクチャーと三つのGWを設定した．このパートでは，RCとCTの基本を学ぶことができるように
した．
　
　目的：討論の土台となる立論を作れるようになる．
　達成目的1）：立論を構成する主張・根拠・理由づけの役割を説明できるようになる．
　達成目標2）：「理由づけの根っこ」にある価値に気づくことができるようになる．
　達成目標3）：主張・証拠・理由づけに基づいて，立論をつくれるようになる．
　

【レクチャー2の内容】　レクチャー2では，立論（論題に対する批判可能な主張）を組み立てる方法
を，主張（claim），証拠（data），理由づけ（warrant）の三要素として説明した10）．この三要素は
LTの基礎になると考える．主張は，立論の中で意見を表明する部分であり「～と思う」「～と考える」
の文末表現として表現される．「討論の作法」では，主張の中でも特に規範的主張（～が望ましいと
思う，～すべき（すべきではない）と思う等，の文末表現で表すことのできる主張）を扱った．な
ぜならば，RCでは，規範的な主張の対立から討論が生じることが多いからである．証拠は，主張
の正当性を支える事実を示す部分である．理由づけは，証拠を挙げる根拠となる事柄を示す部分で
ある．証拠と理由づけは，主張の「前提」を構成する（図2）．以上の点を，10分程度で，板書と口
頭で説明した後，次の例文を主張・証拠・理由づけに分けるワークを個人単位で行った．

図2 主張・証拠・理由づけの構造　

　（1）リスクコミュニケーションと討論には関連する部分が大いにある．（2）リスクコミュニケー
ションが社会に定着して，市民が自ら政策決定に参加できることは，大切なことである．（3）ゆえ
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 （1）リスクコミュニケーションと討論には関連する部分が大いにある．（2）リスクコミュニケーションが社会に定着して，

市民が自ら政策決定に参加できることは，大切なことである．（3）ゆえに CoSTEP の演習で討論を学んだ方がよいと

思う． 
 
 ちなみに，（3）が主張，（1）が証拠，（2）が理由づけに相当する． 
 
【GW1 の内容と結果】 GW1 は，先の例文ワークと同様に，配布資料に提示した幾つかの例文を個人で例文を主張・証

拠・理由づけに分け，その後，グループで答え合わせをすることで進められた．この GW は，すぐに終わってしまうグル

ープと，相対的に時間がかかるグループが生じる．前者については，余った時間は配布資料にある「コラム」を読み，さ

らに補足的な情報を得るための時間とした．グループで回答を確認した後，それぞれ答えを発表してもらい，全体で共

有を行なった． 
 
【GW2 の内容】 GW2 は「「理由づけ」の「深掘り」をする」として，GW 1 で出題した例文「○○大学△△寮の学生は身

の回りのキノコの形態・生態・食用にする際のリスクについてよく知っている必要があります．実際，毎年秋になると自分

で採取したキノコを食べて食中毒になる△△寮の学生があとをたたないからです」を使い，理由づけを補足した上で，

それを「深堀り」するワークを行った 11）．「深掘り」とは，提示された答えに対して「なぜそういえるのですか」とさらに問い

かけることである． 
 立論において，しばしば理由づけのパートが省略されることがある（そのため理由づけの部分は「暗黙の前提」ともい

われる）．先の例文の理由づけを補足すること，そして理由づけの「深堀り」を行なうことで「理由づけのねっこ」を明らか

にすることを試みた．「理由づけのねっこ」とは，理由づけをさらに，理由づける部分である． 
 次は，GW の結果である． 
 

 病気になるのはよくないから  【なぜそういえるのですか】 
 大学の講義を休むことになり単位が取れなくなるかもしれないから 
                          【なぜ単位が取れないことが問題だといえるのですか】 
 留年するかも知れないから  【なぜ留年することが問題だといえるのですか】 

せっかく大学に入ったのにむだになってしまうから 
 
病気になるのはよくないから  【なぜそういえるのですか】 
自分が病気になることで，他人に迷惑をかけることになるから 

  
【レクチャー1 実施の結果】 演習中および後の，受講生の質疑から，興味深いと思われるものを取り上げ，コメントして

おく．一つに，「討論の作法」を知ることで，討論を中立的にファシリテーションできるようになるのではないか（ゆえに，

学んでみたいと思う），とするコメントがあった．このことは，筆者がこの演習で意図することの一つである．科学技術コミ

ュニケーションや RC において，ファシリテーターの中立性や公平性はしばしば論点に上がることの一つである（八木 
2009, 174-178; 土屋 2011, 210-212）．「討論の作法」を知り，その作法に則ることは，ファシリテーターの中立性や公平

性を担保することにつながると思われる． 
 二つに，BS においても，収束局面においては後述するような，証拠と理由づけの精査を伴う批判的なコミュニケーシ

ョンが行われるのではないかとの指摘があった．これは言われて気づかされたことであった．これは裏返せば，BS の収

束局面においては，証拠と理由づけを明らかにするようにファシリテーションすることの有効性を示唆しているようにも思

われる． 
 三つに，「討論の場」が成立するためには，参加者の信頼関係がすでに成立していることが重要なのではないかとの

意見が寄せられた．これはその通りだと思われる．前者のタイプの対話の場は，信頼関係を醸成するために役立つと思

われる，そして，信頼関係ができてから「討論の場」を実施するような，RC の中長期的な計画を立てることが求められる

のかもしれない． 
 
4.2 討論のための立論を組み立てる（前半パート 2） 

【前半パート 2 の目的と達成目標】 「批判可能な主張」が提示されなければ，批判を行うことはできないことは自明であ

る．そのため前半パート 2 の目的と達成目標を次のように設定した．そして，レクチャーと三つの GW を設定した．この

パートでは，RC と CT の基本を学ぶことができるようにした． 
  
 目的：討論の土台となる立論を作れるようになる． 
 達成目的 1）：立論を構成する主張・根拠・理由づけの役割を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：「理由づけの根っこ」にある価値に気づくことができるようになる． 
 達成目標 3）：主張・証拠・理由づけに基づいて，立論をつくれるようになる． 
  
【レクチャー2 の内容】 レクチャー2 では，立論（論題に対する批判可能な主張）を組み立てる方法を，主張（claim），証

拠（data），理由づけ（warrant）の三要素として説明した 10）．この三要素は RT の基礎になると考える．主張は，立論の中

で意見を表明する部分であり「〜と思う」「〜と考える」の文末表現として表現される．「討論の作法」では，主張の中でも

特に規範的主張（〜が望ましいと思う，〜すべき（すべきではない）と思う等，の文末表現で表すことのできる主張）を扱

った．なぜならば，RC では，規範的な主張の対立から討論が生じることが多いからである．証拠は，主張の正当性を支

える事実を示す部分である．理由づけは，証拠を挙げる根拠となる事柄を示す部分である．証拠と理由づけは，主張の

「前提」を構成する（図 2）．以上の点を，10 分程度で，板書と口頭で説明した後，次の例文を主張・証拠・理由づけに分

けるワークを個人単位で行った． 
 

                                    主張（claim） 
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にCoSTEPの演習で討論を学んだ方がよいと思う．
　ちなみに，（3）が主張，（1）が証拠，（2）が理由づけに相当する．

【GW1の内容と結果】　GW1は，先の例文ワークと同様に，配布資料に提示した幾つかの例文を個
人で例文を主張・証拠・理由づけに分け，その後，グループで答え合わせをすることで進められた．
このGWは，すぐに終わってしまうグループと，相対的に時間がかかるグループが生じる．前者に
ついては，余った時間は配布資料にある「コラム」を読み，さらに補足的な情報を得るための時間
とした．グループで回答を確認した後，それぞれ答えを発表してもらい，全体で共有を行った．

【GW2の内容】　GW2は「「理由づけ」の「深掘り」をする」として，GW 1で出題した例文「○○大
学△△寮の学生は身の回りのキノコの形態・生態・食用にする際のリスクについてよく知っている
必要があります．実際，毎年秋になると自分で採取したキノコを食べて食中毒になる△△寮の学生
があとをたたないからです」を使い，理由づけを補足した上で，それを「深堀り」するワークを行っ
た11）．「深掘り」とは，提示された答えに対して「なぜそういえるのですか」とさらに問いかけるこ
とである．
　立論において，しばしば理由づけのパートが省略されることがある（そのため理由づけの部分は

「暗黙の前提」ともいわれる）．先の例文の理由づけを補足すること，そして理由づけの「深堀り」
を行うことで「理由づけのねっこ」を明らかにすることを試みた．「理由づけのねっこ」とは，理由
づけをさらに，理由づける部分である．
　次は，GWの結果である．

　病気になるのはよくないから 【なぜそういえるのですか】
　大学の講義を休むことになり単位が取れなくなるかもしれないから
   【なぜ単位が取れないことが問題だといえるのですか】
　留年するかも知れないから 【なぜ留年することが問題だといえるのですか】
　せっかく大学に入ったのにむだになってしまうから

　病気になるのはよくないから 【なぜそういえるのですか】
　自分が病気になることで，他人に迷惑をかけることになるから

　演習では，筆者が受講生から出された答えに対して「それはなぜ」と「深掘り」した結果を板書し
ていき，それぞれの答えに対して「健康はよいことだ」（病気になるのはよくない），「自律はよいこ
とだ」（人に迷惑をかけるべきでない），「効率はよいことだ」（むだはよくない）などの，価値のラベ
ルづけを行った．

【GW2の要点】　GW2には次のポイントがある．一つに，規範的主張の理由づけには，ある種の社
会通念や価値が潜んでいることを確認することである12）．私たちが暮らしているいわゆる「近代社
会」が共有する価値のリストとして，たとえば，生命，尊厳，安全，健康，平和，人権，正義，公正，
公平，平等，自由，自律，成長，効率，自己実現，自然環境，民主主義などを挙げることができる
だろう（もちろん，以上の価値のリストは網羅的でも包括的でもない）．私たちが持っている規範
的主張の「理由づけのねっこ」は近代的社会が共有する価値のリストに収斂していくと考えられる．
逆に，これらの価値に立脚しているからこそ，当該の主張は近代社会において「規範的主張」にな
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りうるともいえる．規範的主張に含まれる価値を自覚することは，後述するCTの実践において重
要である．
　二つに，RCは，上に示した「理由づけのねっこ」にある価値の問題が関係してくる点を示すこと
である．ゆえに，RCでは，人々の主張の前提にある価値に自覚的になる必要がある．
　三つに，価値の違いを示すように，ファシリテーションを行う際に気をつけるべき点を伝えるこ
とである．そのためのコツの一つとして，循環にならないようにファシリテーションすることを挙
げることができるだろう．たとえばある班は「病気になると他人が悲しむから【なぜそういえるの
ですか】，私が胸にぽっかり穴があいたようになるから【なぜそういえるのですか】他人が悲しんで
いるから」と答えた．この回答は，あきらかに主張が循環している．この場合，その旨を指摘して
言い直してもらうようにした．もう一つのコツは，先に示した価値のリストを手がかりにすること
である．ファシリテーターが，先に示したような近代社会の価値のリストを知っていると，そのリ
ストに回答が向かうようにファシリテーションすることができるだろう．このように，一定のLT
の知識は，討論をファシリテーションするスキルに関連するといえるだろう．
　

【GW3の内容と結果】　GW3は「社会問題に対して立論を構成する」として，10分ほどで「外来種の
ウチダザリガニを北海道から排除すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除
すべきではない」の二つの主張のどちらか一つに対して，証拠と理由づけを入れて立論を作るワー
クを行った．ワークの際に，模造紙を使い主張・理由づけ・証拠の構造を示した．この論題を選ん
だ理由は，ちょうどCoSTEPの別の実習で扱っているテーマだったからである．すでに考えたこと
のあるテーマについて，再度議論を組み立てることで，実習のふりかえりにもつながると考えた．
次はその結果の一例である．

　 「排除すべきである（主張）．ウチダザリガニは在来種を食べ自然環境を破壊している（証拠）．元々
の自然環境を守ることは大切だ（理由づけ）」（立論A）

　 「排除すべきではない（主張）．ウチダザリガニはすでに今ある生態系に組み込まれている（証拠）．
排除することで，これ以上自然環境に人の手が介入することはよくない（理由づけ）」（立論B）

　興味深いのは，理由づけにおいて，どちらも「自然環境を守る」ことを価値に設定していながら，
異なる主張を導いている点である．理由づけを精査すると「元々の自然（日本固有の自然）を回復
すること」に価値を見出す場合と，「今ある自然を守ること」に価値を見出す場合では，異なる（対
立する）主張の理由づけになることがうかがえる．このようなことに気づくためにも「理由づけの
ねっこ」にある価値に自覚的になることが求められるのである．

4.3 証拠と理由づけを意識して反駁をおこなう（前半パート3）
【前半パート3の目的と達成目標】　立論（批判可能な主張）を作ることができたならば，反駁（論証
型反論）を通じた批判を行うことができるようになる．そのため前半パート3の目的と達成目標を
次のように設定した．そして，二つのGWを設定した．このパートでは，CTの基本を学ぶことが
できるようにした．

　目的：主張・証拠・理由づけの構造に基づいた反駁を理解することで，批判の仕方を身につける．
　達成目標1）：反論（主張型反論）と反駁（論証型反論）の違いを説明できるようになる．
　達成目標2）：反駁を組み立てることができるようになる．

科学技術コミュニケーション 第21号 （2017） Japanese Journal of Science Communication, No.21（2017）

− 29 −



【GW4の内容】　GW4は「反駁の構造を検証する」として，反論と反駁の違いを確認するワークを，
10分ほどかけて行った．9月のRC実習で行ったショートレクチャー（1.3）がこのワークの原型になっ
ている．ワークは，1）グループで次に示す会話の主張・証拠・理由づけの構造を明らかにすること，
2）この構造から反論と反駁の違いを明らかにすること，の二点である．

　子ども： 今日の朝ご飯はパンがいいな．だって，昨日と一昨日は白米だったでしょ．二日も続い
たら，もう白米食べるのはあきちゃったよ

　親：　　 いいえ，今日の朝ご飯は白米でなければなりません．だってほらもう，テーブルに準備
しちゃっているでしょ．つべこべいわないで早く朝ご飯食べなさい

　会話の構造を確認した後，親は子どもの主張に対して反論（主張型反論）を行っていることを示
した．反論とは，相手とは異なる主張を行うことである．例文では，子どもの「パンがいい」の主
張に対して，親の「白米でなければ」の主張に示されている．討論の場において反論（異なる主張
の提示）は重要である．しかし，反論だけでは批判（主張の前提部分の妥当性や論理性を吟味する
こと）にはつながらない．実際，RC実習であがった反論案も「やっぱりパンではなくご飯でしょ」「子
どもは親の言うことを聞くべきだ」等であった13）．
　批判として有効な反論は反駁（論証型反論）である．反駁は，相手の主張の前提となる証拠ある
いは理由づけに対して，その妥当性を問うことである．このことを受講生に板書と口頭で伝えた後
に，自分が親だったとしたらどのように子どもに対して反駁するかをグループで考え，発表しても
らった．「批判」することのワークを通じてCTの基礎を学ぶのである．

【GW4の結果と要点】　受講生の一人は「次はパンにするから，今日は白米でがまんして」と答えた．
いわゆる「譲歩」である．この答えに対して譲歩では（自分の主張を通すことができるかもしれな
いが），相手の立論の批判としては機能しないことを指摘した．すると代わりの案として「二日で
飽きることはない」と述べた．これに対して，相手の証拠の部分の妥当性に焦点を当てた批判とな
りうるとした．この批判をより説得的にするために「おかずを工夫すれば飽きは感じない（ゆえに
二日で飽きることはない）」と証拠を補足することができるのではないかと提示した．
　このGWには次のポイントがある．一つ目に，前提（証拠と理由づけ）を伴わない主張に対して
は批判につながるような反駁ができないことを確認することである．これによって，最初にLTに
ついて学ぶ理由を再確認することができる．二つ目に，批判するためには相手の立論の前提部分を
把握しなければならない点に気づくことである．演習では，批判とは「相手の意見を聞かないこと」
や「お前の主張は誤りだ」と断ずることではなく，むしろ，批判のためには，相手の主張に耳を傾け，
その立論の前提となる証拠や理由づけを理解し，それらに寄り添うことが必要になることを強調し
た．

【GW5の内容と結果】　GW5は「反駁をつくる」である．GW3でおこなった「外来種のウチダザリ
ガニを北海道から排除すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきでは
ない」を論題とした立論について，10分ほどで反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の
意見の構造を捉えて批判を行うことで，CTを実践的に学ぶのである．例えば，さきの立論Aに対
して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するというが，それ
は誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．
ゆえに，ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がっ
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た．その後，簡単な総括をおこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて100分ほど
であった．

5.  「討論の作法」後半パートの実施内容
5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート1）　

【後半パート1の目的と達成目標】　前半ではレクチャーとGWで，討論を行うための基本的なスキ
ルとなるLTとCTについて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．そ
の準備段階となる後半パート1の目的と達成目標は，次のように設定した．

　目的 ： 討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の
基本を知ることができるようになる．

　達成目標1）： 討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる．
　達成目標2）： 討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる．

　もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式
についての型を一つ知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた．

【後半パート1の内容】　最初に復習として，10分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．
特に立論の構成と，反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した．
　次に，20分ほど時間をかけ，今回行う討論の進行（表3），準備時間に行うことについての説明を
行った．立論3分，総括2分の時間配分は最も短い時間配分である．
　討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている14）．今回は，次のよう
にルールを変更して行っていることを示した．

表3 ディベート形式の討論の進行　

　一つ目に，ディベートにおける定義の提示は肯定側の第一立論で行われる．しかし，今回は準備
時間中に肯定側と否定側で定義を共有するようにした．双方で定義の解釈がずれてしまうと，反駁
を通じた批判が十分に機能しなくなる．定義を事前に共有することで，討論の質を高めようとする

すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきではない」を論題とした立論について，10 分ほど

で反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の意見の構造を捉えて批判を行うことで，CT を実践的に学ぶのであ

る．例えば，さきの立論 A に対して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するという

が，それは誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．ゆえに，

ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がった．その後，簡単な総括を

おこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて 100 分ほどであった． 
 
 
5 「討論の作法」後半パートの実施内容 

5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート 1）  
【後半パート 1 の目的と達成目標】 前半ではレクチャーと GW で，討論を行うための基本的なスキルとなる RT と CT に

ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と

達成目標は，次のように設定した． 
 
 目的 ：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の基本を知ることができ

るようになる． 
 達成目標 1）：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる． 
 
 もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式についての型を一つ

知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた． 
 
【後半パート 1 の内容】 最初に復習として，10 分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．特に立論の構成と，

反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した． 
 次に，20 分ほど時間をかけ，今回行なう討論の進行（表 3），準備時間に行なうことについての説明を行った．立論 3
分，総括 2 分の時間配分は最も短い時間配分である． 
 討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている 14）．今回は，次のようにルールを変更して行な

っていることを示した． 
 

表3 ディベート形式の討論の進行  

0） 準備時間（20 分）：2 チーム同時に準備時間に当てる 

1） 与党党首演説（3 分）：論題の定義の発表と，論題に対する肯定側の立論（1）  

野党からの質疑（1 回） 

2） 野党党首演説（3 分）：肯定側立論（1）への反駁と，論題に対する否定側の立論（1） 

与党からの質疑（1 回） 

3） 与党演説（3 分）：野党が行った肯定側立論（1）への反駁に対する再反駁と，肯定側の立論（2） 

野党からの質疑（1 回） 

4） 野党演説（3 分）：再反駁への再々反駁，肯定側立論（2）への反駁と，否定側の立論（2） 

与党からの質疑（1 回） 

5） 野党総括（2 分）：総合的に野党側が勝っている理由を述べる 

6） 与党総括（2 分）：否定側立論（2）への反駁と，与党側が勝っている理由を述べる 

7） 聴衆からのコメント 

すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきではない」を論題とした立論について，10 分ほど

で反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の意見の構造を捉えて批判を行うことで，CT を実践的に学ぶのであ

る．例えば，さきの立論 A に対して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するという

が，それは誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．ゆえに，

ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がった．その後，簡単な総括を

おこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて 100 分ほどであった． 
 
 
5 「討論の作法」後半パートの実施内容 

5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート 1）  
【後半パート 1 の目的と達成目標】 前半ではレクチャーと GW で，討論を行うための基本的なスキルとなる RT と CT に

ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と

達成目標は，次のように設定した． 
 
 目的 ：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の基本を知ることができ

るようになる． 
 達成目標 1）：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる． 
 
 もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式についての型を一つ

知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた． 
 
【後半パート 1 の内容】 最初に復習として，10 分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．特に立論の構成と，

反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した． 
 次に，20 分ほど時間をかけ，今回行なう討論の進行（表 3），準備時間に行なうことについての説明を行った．立論 3
分，総括 2 分の時間配分は最も短い時間配分である． 
 討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている 14）．今回は，次のようにルールを変更して行な

っていることを示した． 
 

表3 ディベート形式の討論の進行  

0） 準備時間（20 分）：2 チーム同時に準備時間に当てる 

1） 与党党首演説（3 分）：論題の定義の発表と，論題に対する肯定側の立論（1）  

野党からの質疑（1 回） 

2） 野党党首演説（3 分）：肯定側立論（1）への反駁と，論題に対する否定側の立論（1） 

与党からの質疑（1 回） 

3） 与党演説（3 分）：野党が行った肯定側立論（1）への反駁に対する再反駁と，肯定側の立論（2） 

野党からの質疑（1 回） 

4） 野党演説（3 分）：再反駁への再々反駁，肯定側立論（2）への反駁と，否定側の立論（2） 

与党からの質疑（1 回） 

5） 野党総括（2 分）：総合的に野党側が勝っている理由を述べる 

6） 与党総括（2 分）：否定側立論（2）への反駁と，与党側が勝っている理由を述べる 

7） 聴衆からのコメント 

すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきではない」を論題とした立論について，10 分ほど

で反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の意見の構造を捉えて批判を行うことで，CT を実践的に学ぶのであ

る．例えば，さきの立論 A に対して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するという

が，それは誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．ゆえに，

ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がった．その後，簡単な総括を

おこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて 100 分ほどであった． 
 
 
5 「討論の作法」後半パートの実施内容 

5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート 1）  
【後半パート 1 の目的と達成目標】 前半ではレクチャーと GW で，討論を行うための基本的なスキルとなる RT と CT に

ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と

達成目標は，次のように設定した． 
 
 目的 ：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の基本を知ることができ

るようになる． 
 達成目標 1）：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる． 
 
 もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式についての型を一つ

知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた． 
 
【後半パート 1 の内容】 最初に復習として，10 分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．特に立論の構成と，

反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した． 
 次に，20 分ほど時間をかけ，今回行なう討論の進行（表 3），準備時間に行なうことについての説明を行った．立論 3
分，総括 2 分の時間配分は最も短い時間配分である． 
 討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている 14）．今回は，次のようにルールを変更して行な

っていることを示した． 
 

表3 ディベート形式の討論の進行  

0） 準備時間（20 分）：2 チーム同時に準備時間に当てる 

1） 与党党首演説（3 分）：論題の定義の発表と，論題に対する肯定側の立論（1）  

野党からの質疑（1 回） 

2） 野党党首演説（3 分）：肯定側立論（1）への反駁と，論題に対する否定側の立論（1） 

与党からの質疑（1 回） 

3） 与党演説（3 分）：野党が行った肯定側立論（1）への反駁に対する再反駁と，肯定側の立論（2） 

野党からの質疑（1 回） 

4） 野党演説（3 分）：再反駁への再々反駁，肯定側立論（2）への反駁と，否定側の立論（2） 

与党からの質疑（1 回） 

5） 野党総括（2 分）：総合的に野党側が勝っている理由を述べる 

6） 与党総括（2 分）：否定側立論（2）への反駁と，与党側が勝っている理由を述べる 

7） 聴衆からのコメント 

すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきではない」を論題とした立論について，10 分ほど

で反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の意見の構造を捉えて批判を行うことで，CT を実践的に学ぶのであ

る．例えば，さきの立論 A に対して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するという

が，それは誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．ゆえに，

ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がった．その後，簡単な総括を

おこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて 100 分ほどであった． 
 
 
5 「討論の作法」後半パートの実施内容 

5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート 1）  
【後半パート 1 の目的と達成目標】 前半ではレクチャーと GW で，討論を行うための基本的なスキルとなる RT と CT に

ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と

達成目標は，次のように設定した． 
 
 目的 ：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の基本を知ることができ

るようになる． 
 達成目標 1）：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる． 
 
 もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式についての型を一つ

知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた． 
 
【後半パート 1 の内容】 最初に復習として，10 分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．特に立論の構成と，

反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した． 
 次に，20 分ほど時間をかけ，今回行なう討論の進行（表 3），準備時間に行なうことについての説明を行った．立論 3
分，総括 2 分の時間配分は最も短い時間配分である． 
 討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている 14）．今回は，次のようにルールを変更して行な

っていることを示した． 
 

表3 ディベート形式の討論の進行  

0） 準備時間（20 分）：2 チーム同時に準備時間に当てる 

1） 与党党首演説（3 分）：論題の定義の発表と，論題に対する肯定側の立論（1）  

野党からの質疑（1 回） 

2） 野党党首演説（3 分）：肯定側立論（1）への反駁と，論題に対する否定側の立論（1） 

与党からの質疑（1 回） 

3） 与党演説（3 分）：野党が行った肯定側立論（1）への反駁に対する再反駁と，肯定側の立論（2） 

野党からの質疑（1 回） 

4） 野党演説（3 分）：再反駁への再々反駁，肯定側立論（2）への反駁と，否定側の立論（2） 

与党からの質疑（1 回） 

5） 野党総括（2 分）：総合的に野党側が勝っている理由を述べる 

6） 与党総括（2 分）：否定側立論（2）への反駁と，与党側が勝っている理由を述べる 

7） 聴衆からのコメント 

すべきだ」「外来種といえどもウチダザリガニを北海道から排除すべきではない」を論題とした立論について，10 分ほど

で反駁をつくり，その結果を発表し共有した．相手の意見の構造を捉えて批判を行うことで，CT を実践的に学ぶのであ

る．例えば，さきの立論 A に対して「元々の自然環境を守るため（相手の理由づけ）にウチダザリガニを排除するという

が，それは誤りである．長期的な地球の気温変化に見られるように，自然環境は変化しつづけている（証拠）．ゆえに，

ウチダザリガニを人為的に排除しても「元々の」自然環境を守ることにはならない」が挙がった．その後，簡単な総括を

おこない，前半は終了した．アンケートの回収時間を含めて 100 分ほどであった． 
 
 
5 「討論の作法」後半パートの実施内容 

5.1 復習と討論の形式の確認（後半パート 1）  
【後半パート 1 の目的と達成目標】 前半ではレクチャーと GW で，討論を行うための基本的なスキルとなる RT と CT に

ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と

達成目標は，次のように設定した． 
 
 目的 ：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を知ることで，討論の場の設計の基本を知ることができ

るようになる． 
 達成目標 1）：討論の形式の一つである，即興型ディベートの進め方を説明できるようになる． 
 達成目標 2）：討論の形式の一つである，即興型ディベートを実施できるようになる． 
 
 もちろん，即興型ディベートの形式は，討論の場の形式の一つにすぎない．しかし，討論の形式についての型を一つ

知っていれば，それを討論の場の設計に応用することができると考えた． 
 
【後半パート 1 の内容】 最初に復習として，10 分ほど時間を取り，前半で学んだ内容を再度示した．特に立論の構成と，

反駁については，後半のワークの中心となるので特に重点的に確認した． 
 次に，20 分ほど時間をかけ，今回行なう討論の進行（表 3），準備時間に行なうことについての説明を行った．立論 3
分，総括 2 分の時間配分は最も短い時間配分である． 
 討論の形式は即興型ディベート（parliamentary debate）に基づいている 14）．今回は，次のようにルールを変更して行な

っていることを示した． 
 

表3 ディベート形式の討論の進行  

0） 準備時間（20 分）：2 チーム同時に準備時間に当てる 

1） 与党党首演説（3 分）：論題の定義の発表と，論題に対する肯定側の立論（1）  

野党からの質疑（1 回） 
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ついて学んだ．後半では，実際にディベートの形式を援用した討論を行う．その準備段階となる後半パート 1 の目的と
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ねらいである．
　二つ目に，即興型ディベートの質疑は，相手の立論中に行われる．しかし，今回は立論終了後に
一つだけ相手に質問できるように改めた．RCにおいては，相手のスピーチに対して最後まで耳を
傾けることが重要であると考えたからである．
　加えて，説明の際には，このディベートの目的は「相手を言い負かす」「勝ち負けをつける」もの
ではなく，むしろ，相手の意見を聞き，その前提を批判しながら検討するプロセスであることを示
した．
　討論の論題は科学技術がかかわる社会問題から「外来種のウチダザリガニを北海道から排除すべ
きだ」「福島産の米を札幌の学校給食に使うべきである」「新型出生前診断の受診を義務化すべきで
ある」「AIを用いた人事評価を導入すべきである」の四つを取り上げ，参加者に選択してもらうこ
とにした．
　ディベートの面からいえば，肯定側・否定側どちらかが有利になるようなテーマもある．しかし，
RC教育の面からいえば「勝敗」よりも，RCをテーマとして，立論を述べることと，相手の立論に
反駁するワークを行うことが目的になるため，受講生の興味関心や時事的な問題などを考慮して，
論題の選定を行うべきであろう．結果「新型出生前診断」と「AI人事評価」について討論を行うこ
とになった．それぞれ班ごとに事前に肯定・否定を定めた．班決めはその場で割り振った．しかし，
思いのほか時間がかかったため，時間短縮のためには，事前に班分けを準備しておいてもよいだろ
う．

5.2 討論の実践（後半パート2）
【後半パート2の目的と達成目標】　参加者21名を四つの班に分け，二回の討論を実施した．討論は
二つの班が賛成・反対に分かれて行う．残りの班は聴衆として，コメントを行う役割を担当する．
このセットを入れ替えて二回行うことで，全員が登壇者と聴衆を経験できるようになる．二回の討
論を終わった後に全体の振り返りを行った．このパートの目的と達成目標は次のように設定した．

　目的： 討論を実際に行いながら，討論の場の難しいところ，RCに活かすためにはどのような工
夫が必要になるかを考えることで，場の設計やファシリテーションの知識やスキルを身に
つける．

　達成目標1）： 実際に，討論の最中に立論を組み立てられるようになる．
　達成目標2）： 実際に，討論の最中に相手の立論に対して反駁が行えるようになる．
　達成目標3）： 討論を聞いて，どちらがより説得的な主張を行ったか判断できるようになる．

　達成目標は全体の目標の【討論】に関するスキルに焦点が当たっている．この達成目標は「討論
の最中に立論を組み立てられるように助言できるようになる」つまり討論のファシリテーションの
スキルを身につけるために必要であると考える．また「立論が組み立てやすい場のデザイン」の観
点から内省することで，討論の場の【設計】についての知識を涵養することもできると思われる．
以下，準備，実施，コメントの実施内容について述べる．

【準備時間の実施と要点】　準備時間を20分設定した．準備時間中に行うことは，グループワーク
を通じて，党首演説と演説で発表するための立論を二つ作ることである．大型の自立型ポストイッ
トを用意し，主張・証拠・理由づけに分けて立論を書くことを指示した．それぞれの論題について，
新聞記事を中心にした参考資料を二部ずつ準備しておき，対戦する班ごとに配布し，立論づくりの
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参考にした．筆者は，それぞれの班を回り立論作りにアドバイスを与えた．準備時間には，先に述
べたように，肯定側の設定した定義を否定側に伝えて共有を行った．
　演習後のコメントを元に，準備時間における問題点を取り出し，その改善案を示す．複数の受講
生から，自分にとって関心も知識もないテーマだったこと，そのために（準備時間中に）意見を出
すことができなかったとする指摘があった．今回のように仮想的な問題を設定して，討論を行う形
式のRC教育プログラムの場合，テーマ選びの問題はいつでも生じうるだろう．改善案としては，1）
配布資料を読みその中から，肯定・否定の主張とその証拠や理由づけに当たる部分を取り出してみ
るように促すこと，2）もし全く知らない人が肯定・否定するのならば，どのような証拠や理由づ
けを行うかを考えて意見を出すように促すことなどが必要になるのかもしれない．また，可能であ
ればこの準備時間は課題として事前にまとめておくようにしてもよいだろう．
　班の人数の問題も明らかになった．今回は一班あたり5～6人であった．コメントには，班のメ
ンバー間で意見の共有ができなかった，2・3人が中心になって立論づくりが行われたとの指摘が
あった．このワークの適正人数は，討論のスピーチ機会が一班あたり三回（党首演説，演説，総括）
あることから，3人（多くて4人）であったと思われる．人数については，受講生の数を減らす，全
体の時間を増やすような，しつらえ全体に関連する抜本的な改善案が求められる．
　準備時間の20分中に，立論が二つ作れなかった班もあった．できれば，もう少し準備時間をとっ
てもよいかもしれない．その場合，各自でスマートフォンやパソコンを使ってその場で資料を集め
るようなことを指示してもよいだろう．
　RCの実施において重要なことの一つは，討論の根拠となるリスク情報の扱いであろう．信頼で
きるリスク情報をどのようにして収集するのか，その中からどの情報を取捨選択して討論に活かす
のかなどである．今回のような短時間の演習スタイルの場合，リスク情報の選択については十分に
扱うことが難しい．RCプログラムを考える場合，リスク情報の吟味については，別のプログラム
として準備して事前に学びを深めておくようなシラバスを準備することも求められるだろう．

図3 討論の様子（上）と板書をもとにした解説（下）
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【討論の実施と要点】　討論を実際に行った．一回の討論は約20分，その後の聴衆からのコメント
を含めて35分の時間をとった．両班のメンバー全員に前に移動してもらい，黒板の前に机を置き，
先に書いた大型ポストイットを立てかけて，主張・証拠・理由づけの関係が聴衆に分かるように，
時間内（立論3分，総括2分）に演説を行うように指示した（図3上）．時間管理は筆者が行った．同
時に，演説の内容を板書して可視化した（図3下）．それぞれの立論終了後に，演説において，立論
や反駁がどのように行われたのかを，30秒ほどでその全体像を解説した後に，相手側に質問をす
るように促した．これらの工夫は，立論と反駁について学んだ前半の演習内容が，今行っている討
論に対応していることを受講生に伝えることを目的としている．
　受講生からのコメントには，その場で相手の主張を聞きながら反駁を組み立てることが難しい，
主張に対して相手が十分に反駁していないため議論が浅くなっていたのではないかなど，反駁の難
しさを指摘するものが多く挙がった．反駁を通じた批判を行えるようになることが「討論の作法」
の目的である．ゆえに，プログラムには反駁をきちんと行うための工夫が必要であることを感じた．
　改善案としては，演説の前に1～2分の考慮時間を設け，反駁の方向性を整えることができるよ
うにすることが考えられるだろう．そして，実際のRCを想定するのならば，ファシリテーターが「今
回の主張の証拠は○○，理由づけは○○でした，これらの前提について反駁を考えてみてください」
のように，反駁のポイントを示して促すことがあってもよいだろう．また，討論の質を向上させる
ことを考えるのならば，制限時間が過ぎてしまったとしても，反駁が行われていない主張に対して
は，反駁を行うように指示を出してもよいかもしれない．
　誰に対して演説を行うかが不明であったとのコメントもあった．演説は聴衆に対して行うもので
あり，相手に対して行うものではない．この点を「はじめに」で十分に説明しなかったため，演説
の際の視線や姿勢が聴衆に向かないことがあった．
　今回は，時間管理と板書およびコメントを司会1人が担当した．しかし，時間管理と板書・コメ
ントの担当を分けた方が，ワークが円滑に進むと感じた．

【討論の内容】　一例として，人事評価に人工知能（AI）を用いることの是非をテーマとした討論の
展開を示しておく．与党（肯定側）は，人間の感情を挟まず，数多くのパラメータの最適化による
人事評価が可能なAIのほうが公平な人事評価ができると主張した．一方，野党（否定側）は，AIの
評価方法を人間が検証することができるのか不明であり，人事評価に理解や納得が得られない以上，
行うべきではないと主張した（与党・野党党首演説）．
　対して，肯定側は最新技術のしくみを完全に把握できないことはむしろ普通のことであり，「人
間が理解できない」ことは，AIを人事評価に用いないことを説明する理由にはならないと反論．む
しろ，人間の能力を超えうるAIの技術を人事評価だけではなく多角的に導入するほうが，人間の
幸福に資すると主張する．対して，否定側は，AIが人間の能力を超えることを認めるまで，理不
尽な思いをする人もいるのではないかと反論．AIの導入は，人間の機械への従属，むしろ「家畜化」
をもたらすのではないかと主張する（与党・野党演説）．
　最終的な総括において，否定側は，判断がブラックボックス化するAI人事評価は，AIに対する
悪意あるプログラムに対応できるのかわからないため理解・納得が得られないと主張．感情も含め
た人間の総合判断のほうが望ましいと述べる．一方肯定側は，人間の人事評価もまた納得できない
ことが多いと反論した上で，AIの発展は家電の普及と同じような「文化の発展」と捉え，積極的に
利用すべきであると主張した．
　肯定側は，AI人事評価の〈公平性〉と，技術の発展がもたらす〈社会全体の幸福〉を，理由づけ
においた主張をしている．否定側は，AI人事評価が理解できない〈不安感〉そして，技術の導入過
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程に生じるだろう〈個人の理不尽な思い〉を理由にして，導入に反対している．資料に基づいた主
張というよりもAIに対する印象に依る主張であることは否定できない．しかし，AIの利用に対して，
一般の人々がどのような理由づけ（価値）を用いて主張を行うのかを知ることはできるように思わ
れる15）．

【コメントの実施と要点】　それぞれの討論が終わった後，聴衆に対してコメントを求めた．その際
には，討論を聞いて感じたこと，そしてできればどちらの意見を支持するか理由を含めてコメント
して欲しいことを伝えた．時間の都合もあり，2名ほどの意見を聞くことに留めた．ここに割いた
時間は5分程度である．ただ，本来ならば，ここで十分な時間をとって，聴衆（ジャッジ）と登壇
者が共に，討論の過程を振り返ることができればよかったと考えている．今回は振り返りの手段と
して，大型ポストイットと板書を使った．しかし，それに加えてビデオ撮影を行い，討論後に録画
を見返しながら，全体で，立論や反駁の内容や，演説の態度（視線・姿勢など）について，振り返
りを行うこともできるかもしれない．
　コメントの中には，それぞれの主張にある価値観（理由づけのねっこ）の違いが，討論後の判断
に影響を与えたとするものがあった．RCでは，主張の背後にある価値に気づくことが重要である
ことが伝わっていたように思われる．

5.3 全体振り返り（後半パート3）
【後半パート3の目的と達成目標】　最後に，全体のプログラムを振り返る時間をとった．このパー
トの目的と達成目標は次のように設定した．

　目的： それぞれの達成目標が達成できたか，できていないとするとどこが問題だったのかを確認
することで，「討論の作法」の学びのための経験学習のサイクルを回し，学びの内容を深め
る．

　達成目標1）：  討論の最中に立論を組み立てるためには，どのような点に気をつければよいか指
摘できる．

　達成目標2）：  討論の最中に相手の立論に対して反駁を行うためには，どのような点に気をつけ
ればよいか指摘できる．

　達成目標3）：  討論を聞いて，どちらがより説得的な主張を行ったか判断するためのポイントを
挙げることができる．

　達成目標4）：  討論の場をファシリテーションするために工夫すべき点を確認することができる．

【全体振り返りの実施】　最後に残った時間を使い，全体で振り返りを行い後半の演習を終了した．
受講生のコメントとして，討論の場をファシリテーションする手法として，討論のプロセスを板書
して可視化することの有効性や，相手の主張を「聴く」ことの難しさについての指摘があった．教
員からは，討論についての理念を伝えることを意図して，討論がRCや科学技術コミュニケーショ
ンのみならず，民主主義の基盤であることを述べ，全体を総括した．演習終了後に，受講生が自発
的に残って，論題について話し合っていたことが印象的であった．後半全体の所用時間は120分ほ
どであった．
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6.  前半と後半のアンケート結果
　前半と後半の最後にアンケートを行った結果を示す．前半のアンケート（回収18票）では，演
習前にLTやCTについて知識があったかを確認した（表4）．アンケートに挙げた3つの項目全てに
ついて，6割以上の受講生が，いいえ（知らない）と答えている．この結果より，プログラムには，
討論の実践を行う前に，レクチャーやGWを通じて，批判や討論についての基本的な知識を学ぶス
テップがあったほうがよいことがうかがえる．ではこれらの事前学習は効果があったのであろうか．
ワークの効果を訪ねたアンケート（表5），および科学技術コミュニケーションに対する有効性を問
うたアンケート（表6）からは，事前学習には一定の効果があったことがうかがえるように思われる．

表4　演習前の知識（単位：人）

表5　前半のワークの理解（単位：人）

表6　科学技術コミュニケーションへの有効性（単位：人）

　後半のアンケートでたずねた，討論の実践結果（表7）からは，実際の討論の状況で反駁を構成
することが特に難しいことがうかがえる．これは見方を変えれば，討論のファシリテーションにお
いて，反駁をどのように扱っていくかがポイントになるということでもあろう．この点の理解を深
めるプログラムを組んでもよいのかもしれない．後半の演習の理解（表8）からは，説得的な主張
を行ったかどうかを判断することの理解の深まりが他よりも弱いことがわかる．これは，ジャッジ
の時間をあまりとることができなかった点にプログラム上の問題があったように思われる．
　全体の演習の難易度については，後半の討論の実践になると，レクチャーとGWで構成されてい

して，大型ポストイットと板書を使った．しかし，それに加えてビデオ撮影を行ない，討論後に録画を見返しながら，全体

で，立論や反駁の内容や，演説の態度（視線・姿勢など）について，振り返りを行なうこともできるかもしれない． 
 コメントの中には，それぞれの主張にある価値観（理由づけのねっこ）の違いが，討論後の判断に影響を与えたとする

ものがあった．RC では，主張の背後にある価値に気づくことが重要であることが伝わっていたように思われる． 
 
5.3 全体振り返り（後半パート 3） 

【後半パート 3 の目的と達成目標】 最後に，全体のプログラムを振り返る時間をとった．このパートの目的と達成目標は
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 目的：それぞれの達成目標が達成できたか，できていないとするとどこが問題だったのかを確認することで，「討論の

作法」の学びのための経験学習のサイクルを回し，学びの内容を深める． 
 達成目標 1）：討論の最中に立論を組み立てるためには，どのような点に気をつければよいか指摘できる． 
 達成目標 2）：討論の最中に相手の立論に対して反駁を行うためには，どのような点に気をつければよいか指摘できる． 
 達成目標 3）：討論を聞いて，どちらがより説得的な主張を行ったか判断するためのポイントを挙げることができる． 
 達成目標 4）：討論の場をファシリテーションするために工夫すべき点を確認することができる． 
 
【全体振り返りの実施】 最後に残った時間を使い，全体で振り返りを行い後半の演習を終了した．受講生のコメントとし

て，討論の場をファシリテーションする手法として，討論のプロセスを板書して可視化することの有効性や，相手の主張

を「聴く」ことの難しさについての指摘があった．教員からは，討論についての理念を伝えることを意図して，討論が RC
や科学技術コミュニケーションのみならず，民主主義の基盤であることを述べ，全体を総括した．演習終了後に，受講生

が自発的に残って，論題について話し合っていたことが印象的であった．後半全体の所用時間は120分ほどであった． 
 
 
6. 前半と後半のアンケート結果 

 前半と後半の最後にアンケートを行った結果を示す．前半のアンケート（回収18 票）では，演習前に RT や CT につい

て知識があったかを確認した（表 4）．アンケートに挙げた 3 つの項目全てについて，6 割以上の受講生が，いいえ（知

らない）と答えている．この結果より，プログラムには，討論の実践を行う前に，レクチャーや GW を通じて，批判や討論

についての基本的な知識を学ぶステップがあったほうがよいことがうかがえる．ではこれらの事前学習は効果があった

のであろうか．ワークの効果を訪ねたアンケート（表5），および科学技術コミュニケーションに対する有効性を問うたアン

ケート（表 6）からは，事前学習には一定の効果があったことがうかがえるように思われる． 
 

表4 演習前の知識（単位：人） 

演習を受ける前に次のことは知っていましたか  （N=18） はい いいえ 

批判可能な主張には，その前提に，証拠と理由づけがあること 3(17%) 15(83%) 

証拠と理由づけに対して行う反駁（論証的反駁）が，有効な批判になること 6(33%) 12(67%) 

理由づけの背後には，社会に共有されていると思われる知識やルールや価値があること 6(33%) 12(67%) 

 

表5 前半のワークの理解（単位：人） 

ワークについてお聞きします （N=18） 肯定 否定 

ワーク 2：「理由づけ」の「深堀り」をする について，このワークは理由づけの背後に知識 18(100%) 0(0%) 
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表5 前半のワークの理解（単位：人） 

ワークについてお聞きします （N=18） 肯定 否定 

ワーク 2：「理由づけ」の「深堀り」をする について，このワークは理由づけの背後に知識 18(100%) 0(0%) 

やルールや価値があることの理解に役立ちましたか 

ワーク 3：社会的問題に対して立論を構成する について，このワークで，実際に証拠・理

由づけを伴った立論をつくることができましたか 

10(56%) 8（44%) 

ワーク 4：反駁の構造を検証するについて，このワークを通じて，証拠・理由づけに対して

行われる反駁が，批判にとって効果的であることを実感できましたか 

18(100%) 0（0%) 

ワーク 5：反駁をつくるについて，このワークで，実際に証拠・理由づけに対する反駁をつく

ることができましたか 

14(78%) 4（22%) 

 

 

表6 科学技術コミュニケーションへの有効性（単位：人） 

今回の演習の内容は，あなたのこれからの科学技術コミュニケーション実践に役立つと思

いますか 

前半

(N=18） 

後半 

(N=21) 

  役立つと思う 17(94%) 16(76%) 

  やや役立つと思う 1(6%) 5(24%) 

  あまり役立つと思わない 0(0%) 0(0%) 

  役立つと思わない 0(0%) 0(0%) 

 

 後半のアンケートでたずねた，討論の実践結果（表 7）からは，実際の討論の状況で反駁を構成することが特に難しい

ことがうかがえる．これは見方を変えれば，討論のファシリテーションにおいて，反駁をどのように扱っていくかがポイン

トになるということでもあろう．この点の理解を深めるプログラムを組んでもよいのかもしれない．後半の演習の理解（表 8）

からは，説得的な主張を行ったかどうかを判断することの理解の深まりが他よりも弱いことがわかる．これは，ジャッジの
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ているとも思われる． 
 

表7 討論の実践結果（単位：人） 
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 後半のアンケートでたずねた，討論の実践結果（表 7）からは，実際の討論の状況で反駁を構成することが特に難しい

ことがうかがえる．これは見方を変えれば，討論のファシリテーションにおいて，反駁をどのように扱っていくかがポイン

トになるということでもあろう．この点の理解を深めるプログラムを組んでもよいのかもしれない．後半の演習の理解（表 8）

からは，説得的な主張を行ったかどうかを判断することの理解の深まりが他よりも弱いことがわかる．これは，ジャッジの

時間をあまりとることができなかった点にプログラム上の問題があったように思われる． 
 全体の演習の難易度については，後半の討論の実践になると，レクチャーと GW で構成されている前半に比べ「難し

かった」が増え「適切だった」が減っている（表 9）．知識として理解していても，実際に現場で応用することの難しさがあ

らわれているのではないだろうか．このことは，実際にプログラムに討論の時間を組み込み，体験することの意義を示し

ているとも思われる． 
 

表7 討論の実践結果（単位：人） 

討論の実践結果についてお聞きします（N=21） はい いいえ 

討論の最中に立論を組み立てることはできましたか 14(33%) 7（67%） 

討論の最中に相手の立論に対して反駁をおこなうことはできましたか 9(43%） 12（57%） 

討論を聞いてどちらがより説得的な主張をおこなったか判断できましたか 12(57%) 9(43%) 

 

表8 後半の演習の理解（単位：人） 

今回の演習をうけて，次のことについての理解は深まりましたか（N=21） はい いいえ 

即興型ディベートの進め方について 21（100%） 0（0%） 

討論の最中に立論を組み立てるために気をつける点 17（81%） 4（19%） 

討論の最中に反駁を行うために気をつける点 13（62%） 8（38%） 

討論を聞いて，どちらがより説得的な主張をおこなったのか判断するために，気をつける 9（43%） 12(57%) 
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点 

討論の場をファシリテーションするために工夫すべき点 16(76%) 5(24%) 

 

表9 前半と後半の演習の難易度（単位：人） 

今回の演習の難易度 
前半

（N=18） 

後半 

(N=21) 

 難しかった 1(6%) 6(29%) 

 やや難しかった 9（50%） 11(52%) 

 適切だった 8（44%） 4(19%) 

 やや易しかった 0(0%) 0(0%) 

 易しかった 0(0%) 0(0%) 

 

 
7. 総括と展望 

 今回行なった「討論の作法」は，リスクコミュニケーターに必要とされるであろう，討論の場の設計および，討論をファシ

リテーションする知識やスキルを学ぶことを目的としている．プログラムの特徴は，目的達成のために，前半では批判可

能な立論づくりと反駁のしかたをレクチャーと GW を通じて学び，後半では，実際に討論を行なうことである． 
 前半に，座学を通じて立論と反駁について学ぶ機会を作ったことについては，事後アンケートの結果から，一定の効

果があったことがうかがえる． 
 一方，後半の討論の実践については，課題が多く見つかった．テーマ選択，班の人数，リスク情報を含めた事前情報

の提示，討論の進め方，討論後の振り返り時間の確保と，その方法等である． 
 ディベート形式の討論を実際に行なう場合，参加者の人数と，それに合わせた時間設定が，プログラムの組立のポイ

ントになる．今回は，参加者約 20 人で，前半と後半合わせると 220 分（100 分・120 分）かかっている．もう少し時間に余

裕を持たせた（240 分ほど），半日設定の RC 養成プログラムとして実施することは，不可能ではないように思われる．た

だし，今回のプログラムは CoSTEP のプログラムと相補関係を持っていることに注意しなければならない．当該プログラ

ムを単独で行った場合は実施が難しいことが予想される．その意味で「討論の作法」は単独のプログラムというよりも，全

体的な RC 養成プログラムの一部に組み込まれるように設計するべきであろう． 
 今回の試行から得られた改善点に基づいて，今後も，討論の場作りができるリスクコミュニケーターを養成するための

教育プログラムの開発に取り組んで行きたいと考えている 16）．  
 
 
謝辞 

 演習に参加しアンケートに回答して下さった，CoSTEP12 期本科の受講生のみなさん．演習中の写真を提供してくだ

さった古澤輝由氏（CoSTEP 特任助教），古澤正三氏（CoSTEP12 期受講生）に，お礼を申し上げます． 
 
 この報告は平成 28 年度（2016 年度）科学研究費助成事業 基盤研究（C）「リスクコミュニケーター養成手法の開発（課

題番号 16K01000）」（研究代表者 早岡英介）による成果の一部である． 
 
注 

1）リスクコミュニケーター概念もまた，リスク概念同様に，一つに定まるものではない．経済産業省はリスクコミュニケーターを，議論を円滑に

やルールや価値があることの理解に役立ちましたか 

ワーク 3：社会的問題に対して立論を構成する について，このワークで，実際に証拠・理

由づけを伴った立論をつくることができましたか 

10(56%) 8（44%) 

ワーク 4：反駁の構造を検証するについて，このワークを通じて，証拠・理由づけに対して

行われる反駁が，批判にとって効果的であることを実感できましたか 

18(100%) 0（0%) 

ワーク 5：反駁をつくるについて，このワークで，実際に証拠・理由づけに対する反駁をつく

ることができましたか 

14(78%) 4（22%) 

 

 

表6 科学技術コミュニケーションへの有効性（単位：人） 

今回の演習の内容は，あなたのこれからの科学技術コミュニケーション実践に役立つと思

いますか 

前半

(N=18） 

後半 

(N=21) 

  役立つと思う 17(94%) 16(76%) 

  やや役立つと思う 1(6%) 5(24%) 

  あまり役立つと思わない 0(0%) 0(0%) 

  役立つと思わない 0(0%) 0(0%) 

 

 後半のアンケートでたずねた，討論の実践結果（表 7）からは，実際の討論の状況で反駁を構成することが特に難しい

ことがうかがえる．これは見方を変えれば，討論のファシリテーションにおいて，反駁をどのように扱っていくかがポイン

トになるということでもあろう．この点の理解を深めるプログラムを組んでもよいのかもしれない．後半の演習の理解（表 8）

からは，説得的な主張を行ったかどうかを判断することの理解の深まりが他よりも弱いことがわかる．これは，ジャッジの

時間をあまりとることができなかった点にプログラム上の問題があったように思われる． 
 全体の演習の難易度については，後半の討論の実践になると，レクチャーと GW で構成されている前半に比べ「難し

かった」が増え「適切だった」が減っている（表 9）．知識として理解していても，実際に現場で応用することの難しさがあ

らわれているのではないだろうか．このことは，実際にプログラムに討論の時間を組み込み，体験することの意義を示し 
 

表7 討論の実践結果（単位：人） 

討論の実践結果についてお聞きします（N=21） はい いいえ 

討論の最中に立論を組み立てることはできましたか 14(33%) 7（67%） 

討論の最中に相手の立論に対して反駁をおこなうことはできましたか 9(43%） 12（57%） 

討論を聞いてどちらがより説得的な主張をおこなったか判断できましたか 12(57%) 9(43%) 

 

表8 後半の演習の理解（単位：人） 

今回の演習をうけて，次のことについての理解は深まりましたか（N=21） はい いいえ 

即興型ディベートの進め方について 21（100%） 0（0%） 

討論の最中に立論を組み立てるために気をつける点 17（81%） 4（19%） 

討論の最中に反駁を行うために気をつける点 13（62%） 8（38%） 

討論を聞いて，どちらがより説得的な主張をおこなったのか判断するために，気をつける点 9（43%） 12(57%) 

討論の場をファシリテーションするために工夫すべき点 16(76%) 5(24%) 
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の特徴は，目的達成のために，前半では批判可能な立論づくりと反駁のしかたをレクチャーとGW
を通じて学び，後半では，実際に討論を行うことである．
　前半に，座学を通じて立論と反駁について学ぶ機会を作ったことについては，事後アンケートの
結果から，一定の効果があったことがうかがえる．
　一方，後半の討論の実践については，課題が多く見つかった．テーマ選択，班の人数，リスク情
報を含めた事前情報の提示，討論の進め方，討論後の振り返り時間の確保と，その方法等である．
　ディベート形式の討論を実際に行う場合，参加者の人数と，それに合わせた時間設定が，プログ
ラムの組立のポイントになる．今回は，参加者約20人で，前半と後半合わせると220分（100分・
120分）かかっている．もう少し時間に余裕を持たせた（240分ほど），半日設定のRC養成プログラ
ムとして実施することは，不可能ではないように思われる．ただし，今回のプログラムはCoSTEP
のプログラムと相補関係を持っていることに注意しなければならない．当該プログラムを単独で
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ワーク 3：社会的問題に対して立論を構成する について，このワークで，実際に証拠・理

由づけを伴った立論をつくることができましたか 

10(56%) 8（44%) 

ワーク 4：反駁の構造を検証するについて，このワークを通じて，証拠・理由づけに対して

行われる反駁が，批判にとって効果的であることを実感できましたか 

18(100%) 0（0%) 

ワーク 5：反駁をつくるについて，このワークで，実際に証拠・理由づけに対する反駁をつく
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表7 討論の実践結果（単位：人） 

討論の実践結果についてお聞きします（N=21） はい いいえ 

討論の最中に立論を組み立てることはできましたか 14(33%) 7（67%） 

討論の最中に相手の立論に対して反駁をおこなうことはできましたか 9(43%） 12（57%） 

討論を聞いてどちらがより説得的な主張をおこなったか判断できましたか 12(57%) 9(43%) 

 

表8 後半の演習の理解（単位：人） 

今回の演習をうけて，次のことについての理解は深まりましたか（N=21） はい いいえ 

即興型ディベートの進め方について 21（100%） 0（0%） 

討論の最中に立論を組み立てるために気をつける点 17（81%） 4（19%） 

討論の最中に反駁を行うために気をつける点 13（62%） 8（38%） 

討論を聞いて，どちらがより説得的な主張をおこなったのか判断するために，気をつける 9（43%） 12(57%) 
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行った場合は実施が難しいことが予想される．その意味で「討論の作法」は単独のプログラムとい
うよりも，全体的なRC養成プログラムの一部に組み込まれるように設計するべきであろう．
　今回の試行から得られた改善点に基づいて，今後も，討論の場作りができるリスクコミュニケー
ターを養成するための教育プログラムの開発に取り組んで行きたいと考えている 16）． 

謝辞
　演習に参加しアンケートに回答して下さった，CoSTEP12期本科の受講生のみなさん．演習中の
写真を提供してくださった古澤輝由氏（CoSTEP特任助教），古澤正三氏（CoSTEP12期受講生）に，
お礼を申し上げます．

　この報告は平成28年度（2016年度）科学研究費助成事業 基盤研究（C）「リスクコミュニケーター
養成手法の開発（課題番号 16K01000）」（研究代表者 早岡英介）による成果の一部である．

注
1） リスクコミュニケーター概念もまた，リスク概念同様に，一つに定まるものではない．経済産業省はリ

スクコミュニケーターを，議論を円滑に進めるファシリテーター，中立的な立場から市民に必要な情
報を提供するインタープリターと区別し「リスク情報の送り手の立場で，コミュニケーションを実施す
る人」としている http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/risk-com/seibi.html（2017
年4月9日閲覧）．日本リスク学会はリスクコミュニケーターを「社会を取り巻くリスクに関する正確な
情報を，行政，専門家，企業，市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し，相互に意思疎通・
合意形成を図る専門家」としている http://www.sra-japan.jp/riskmanager/crmtpa_summary.html（2017
年4月9日閲覧）．本稿のリスクコミュニケーター概念は，安全・安心科学技術及び社会連携委員会（2014, 
10）を参考にし，上記の二つよりも広い定式化になっている．

2） 例えば，ハザードや不確実性とリスクをどのように理解するかでRCのあり方も変わりうる（安全・安
心科学技術及び社会連携委員会 2014, 1）．またRCが提唱される時代によってもその含意に変化がある
とされる（岸本 2016）．科学技術振興機構が示す膨大なRC研究および実践を網羅したリストを見ると，
RCの対象や目的が多様であることがわかる（科学技術振興機構 2015）．RCを，誰に対して，どのよう
なタイミングで，何を目的として行うかの観点から，ケアコミュニケーション（科学的に明らかになっ
ていることについての情報提供），コンセンサスコミュニケーション（リスクについて社会全体の意思
決定のため），クライシスコミュニケーション（差し迫った危険への対応）に分類することもある（土屋 
2011, 173; 岩田 2014, 36; 佐々 2016, 5-6）．本稿が想定するRCは，コンセンサスコミュニケーションに相
当する．

3） 「クロスロード」の詳細については，矢守 他（2005），吉川 他（2009），浜（2016）を参考．「クロスロード」
を用いた実践活動の紹介として，堀口 他（2008）は食のリスクコミュニケーション教育への応用につい
て，岡田 他（2013）は高校生に行った携帯電話利用に関する対話の場の展開について記している．

4） 「批判」概念については，伊勢田（2005, 11），伊勢田 他（2013, iii）を参考にした．日本語の「批判」は，
文脈によっては相手を非難すること，相手の主張を否定することの意味で用いられるため，注意しな
ければならない．

5） もちろん，既存のRC養成プログラムにおいて，討論や批判の知識やスキルが扱われていないというよ
りも，それらは思考スキルや適切なフレーム構築のためのスキルなどに含まれている重要な要素の一
部だと理解することが妥当である．たとえば「さんかく△テーブル」が意図する，異なる意見の検討・
吟味・判断のプロセスには討論や批判も含まれうる．しかしながら，当該プログラムは討論や批判の
知識やスキルの涵養に焦点があるとはいえないように思われる．「討論の作法」は既存のプログラムに
含まれている，討論や批判の要素に焦点を当て前景化したものである．
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6） 伊勢田らは，CTと科学技術社会論（STS）の知見を組み合わせ「科学技術と社会のかかわる問題につい
ての実践的な思考力を養う」ためのテキストを出版している（伊勢田 他 2013）．「討論の作法」を考える
上で参考にした．後に本文で述べるように，このようなCTのテキストから討論に必要な要素を取り出
し，シンプルにしている点に「討論の作法」の特徴がある．

7） 刈間は，六ヶ所村で東北大学の北村正晴らのグループが行った，中学校におけるRC教育プログラムを
紹介している（刈間 2006, 24）．このプログラムは，ディベートの形式を踏襲している．

8） CoSTEPの 教 育 プ ロ グ ラ ム の 概 要 は http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/html/learn.html　 
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