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市民参加への懐疑論に答える〜よくある五つの疑問を中心に〜

三上 直之

A Response to the Skepticism about Public Participation

MIKAMI Naoyuki
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　科学技術にかかわる社会的意思決定に際して，専門家だけではなく，もっと幅広い人びとが参加
するしくみをどのように構築できるか．この「科学技術への市民参加」というテーマをめぐっては，
科学技術コミュニケーションや科学技術社会論において，これまでさまざまな角度から実践的，理
論的な探求がなされてきた．
　地球温暖化や生物多様性などの地球規模問題に関する市民参加の場として，2009年から試み
られている「世界市民会議（WWViews）」は，そうした探求が地球規模で展開した事例である．
WWViewsは，世界数十カ国で約100人ずつの市民が同じ日に集まり，地球温暖化や生物多様性と
いった地球規模の課題について，同じ情報資料や論点，同じプログラムを用いて議論する会議であ
る1）．議論の結果は各国ごとに投票の形で取りまとめられ，国際比較が可能なようにウェブサイト
上に集約，展開される．その結果に解説をつけたものは，各国政府や国際機関，マスメディアなど
に提供される．これまでに，2009年（テーマは地球温暖化），2012年（生物多様性）の2度，開催さ
れてきた．
　筆者は，このWWViewsの運営と手法研究に当初から携わっている．その関係で，WWViewsや
その背景にある市民参加の考え方について，他分野の人や研究者以外の方々も含め，色々な方にお
話しし，紹介する機会がある．そうした場では決まって，WWViewsという手法や，その背景にあ
る地球規模問題への市民参加という考え方に対する疑問，質問を投げかけられてきた．これらの疑
問，質問には，そもそもなぜ市民参加が必要なのか，どんな意義や効果があるのか，といった基本
的な問いかけが含まれており，市民参加や熟議が持つ意味を改めて考え直すきっかけを与えてくれ
る．この機会に，WWViewsや科学技術への市民参加に対する典型的な疑問を取り上げ，それらに
応答してみたいと思う．

【疑問1】地球温暖化や生物多様性の喪失のような，複雑で難解な問題についての議論に市民が参加
することは，そもそもどんな意味があるのか．専門家に議論を委ねた方が，得られる決定の質が高
くなるし，時間も節約できるのではないか．

　素朴だが，いちばん手ごわい問いかもしれない．というのも，これをクリアできなければ，市民
参加にはそもそも意義がないという話になり，2番目以降に控える疑問に進むことができないから
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である．
　今回の鼎談に先立って，松王政浩氏から三つの質問2）を頂いていたのだが，そのうちの一つが，
まさにこの疑問に直接関わるものであった．そこでまずは，松王氏の問いを念頭に話を進めたいと
思う．松王氏は言う．

　　 　リスク問題はすべてコスト・ベネフィット問題だという考え方が一方にある〔中略〕．こう
した考え方に対して，特に温暖化問題で「一般の人々」による熟議を必要とする理由が何かあ
るのか．〔中略〕もし温暖化問題で，コスト・ベネフィット論に対して熟議を擁護できる点があ
るとすればどのような点か．（松王氏から事前に頂いた質問から抜粋）

　ここで「リスク問題はすべてコスト・ベネフィット問題だという考え方」とあるのは，「リスクの
問題は専門家による費用便益分析によって決着がつく」という考え方，と理解してよいだろう．
　私たちが対処しなければならないリスクには，地球温暖化もあれば，生物多様性の喪失もあり，
その他にも地震や津波・水害などの自然災害，交通事故，食中毒など，挙げていけばきりがない．
これらのリスクへの対処に私たちが使える人的・物的な資源は有限であり，どれか一つにだけ無限
に費用をかけるわけにはいかない．同じ費用でより大きな便益（例えば「より多くの人の命を救う
ことができる」）が得られる対策をとるというのは，妥当な原則であるように思える．この原則を
現実に適用しようとするとき，費用便益分析が有力なツールとなることは間違いない．
　しかし，「リスクの問題は専門家による費用便益分析によって決着がつく」という考え方には，致
命的な問題がある．費用便益分析は，政策決定を支援するツールにすぎず，政策決定そのものでは
ない．上記の考え方は，本来別々のものであるはずの両者を混同する間違いを犯している．
　リスクの問題を判断する際に参照されるべき情報としては，費用便益分析の結果以外にも，利害
関係者への意見聴取や，世論調査，国民投票・住民投票の結果，議会での議論，さらにはメディア
の論調など，さまざまなものが考えられる．費用便益分析は，これら諸々の情報と並んで参照され
るべき情報の一つである．参照情報という意味では，WWViewsのような熟議を経た市民の意見も
また，政策を決定する際の一つの重要なインプットとなりうる．
　今回のもう一人のパネリスト，気象学者の江守正多氏も，近著『異常気象と人類の選択』の中で，「費
用便益分析を使えばリスクの最も少ない道を自動的に判断できる」（江守 2013, 155）という考え方に
は重大な落とし穴があると述べている．江守氏が注意を促すのは，費用便益分析には評価者である
専門家自身の「相場観」や「バイアス」が含まれる，ということである．地球温暖化のような不確実
性の高い問題については，リスクを評価する際に，評価者の価値観が入り込むことは避けがたい．
　幅広い参加を得て議論することによって，専門家だけでは見落とされがちな重要な観点が拾い上
げられることは，例えば都市計画における住民参加の場面などではこれまでも広く経験されてきた．
温暖化を始めとする地球規模のリスクの問題でも，同じ構造が存在するはずである．例えば，地球
温暖化による被害を回避，低減するために，どの程度の費用や不便を甘受できるか（すべきか）の
判断には，利害関係や価値観が絡んでくる．専門家だけで判断できる話ではない．
　とは言っても，数多くの論点が専門家によってすでに検討されており，一般の人びとの熟議の結
果が専門家の示す原案と大きく変わらない，という場合も少なくないだろう．市民参加により，専
門家の思いもよらなかった全く新しい論点が提示されるようなことは，むしろ少ないかもしれない．
かりにそうだとしても，ことが上記のような価値判断を含む以上，人びとの参加を排除して専門家
による評価のみで政策を決めてしまうことは長期的に見ると納得が得られないであろう．市民参加
には，結果の質を高めるという実質的な役割に加えて，プロセスの正統性を担保するという意義も
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ある．
　地球温暖化を始めとするリスクの問題についての判断を，専門家による評価・分析だけを根拠と
して行いうると考えるのは短絡的である．費用便益分析は万能ではなく，市民参加による熟議には
固有の役割がある．

【疑問2】市民参加による熟議に意義があるとして，その熟議は何を焦点として行われるべきなのか．

　リスクの問題は専門家による費用便益分析だけでは決着がつかず，かりに市民参加による熟議に
何らかの意義が認められるとして，何を焦点に話し合いを行うべきか，という問いかけである．あ
るリスクに対処する際の費用と得られる便益の比較については，専門家が詳細な評価を提示しうる．
そこに市民の熟議が付け加えうるものがあるとすれば，一体それは何か，という問題である．
　江守氏が注意を促しているように，地球温暖化のような不確実性の高い問題では，リスク評価に
評価者の価値観が入り込むことは避けがたい．専門家が，異なる価値観を背景とした複数のリスク
評価を示している場合，それらの評価をいかに取捨選択し意思決定に生かすかの判断は，当のリス
ク評価自体からは導き出されない．どういった考え方に依拠してリスク評価を行うかの判断は，（そ
れをいかにして明快な形で議論の俎上に乗せられるかという問題は残るが）まさに市民の熟議に開
く価値がある．
　地球温暖化対策に対して，どれくらいのコストを支払うのかという決定には，何を守り，何は諦
めるのか，という判断が必要である．リスクをめぐる価値判断の一例として江守氏が挙げるのが，
実際に被害が生じた場合の帰結が極めて重大なケースにおいても，単純に「発現可能性×帰結の大
きさ」でリスクを比較衡量してよいのか，という論点である（江守 2013, 156-157）．帰結が飛び抜
けて甚大なリスクについては，かりに発現可能性が小さくても受け入れるべきではない，という考
え方が存在しうる．この種の倫理的な判断は費用便益分析からはダイレクトには導かれない．
　こうした領域にこそ，専門家だけではなく，さまざまな市民の参加による熟議が生かされるべき
であり，市民による熟議はまさにここを焦点として行うべきである．

【疑問3】WWViewsのような議論の場に参加する人は，時間に余裕があり，もともと議題に関心の
ある人たちに限られ，社会全体から見ると，代表性に欠けるのではないか．そんな代表性に欠ける
人たちの意見を，政策決定に用いてもよいのか．

　WWViewsを始めとする市民参加の方法では，社会の中のさまざまな意見を反映できるよう，幅
広い人びとの参加を得るための工夫がなされている．
　WWViewsの場合，各開催国・地域で，参加者の年代や居住地域などの構成が社会全体となるべ
く同じになるよう，100人ずつの市民を集めて議論を行う．議論のテーマについて明確な意見や高
い専門性を持った人たちだけで議論するのではなく，社会全体の縮図となる集団をつくって議論を
行うというのが肝である．このような設計はWWViewsだけではなく，コンセンサス会議や討論型
世論調査などにも共通しており，社会の縮図を作って議論をするという意味で，ミニ・パブリック
ス（mini-publics）型の手法と総称される（篠原編 2012）．
　ミニ・パブリックス型の市民参加の手法で社会の縮図となる参加者を集めるには，さまざまなや
り方があるが，もっとも強力なのは無作為抽出であろう．討論型世論調査（deliberative poll）を始め，
ミニ・パブリックスのいくつかの手法では，参加の招待状を送る候補者を，必ず無作為抽出で選ば
なければならない．
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　WWViewsの場合，全ての開催国・地域で無作為抽出を行うのは難しいため，参加者の年代や性
別，居住地域，職業，学歴を，それぞれの社会の現実の分布にできるだけ近づけるように100人を
選ぶルールになっている．ただ，これだけのルールだと，無作為抽出の場合と異なり，議論のテー
マについて詳しい人，意見を言いたい人ばかりが集まってしまいかねない．そこで，テーマについ
て専門に研究や活動をしている研究者やNGOの関係者などには参加資格がない，というルールが
付加されている．これらの共通ルールの上で，募集方法の詳細は各開催国に委ねられている．各国
で，一般から直接公募したり，民間調査会社に調査モニターの依頼をしたりといった方法が用いら
れている．
　以上が，一般的な参加者募集の方法である．最初の候補者のピップアップに無作為抽出を用いた
としても，呼びかけに応じて参加するかどうかは，当然ながらそれを受け取った人の自由意志であ
る．相対的に「時間に余裕があって，テーマに関心のある人たち」が集まる可能性は否定できない．
　しかし，これはあらゆる参加の機会に共通する問題である．残念なことではあるが，議員や首長
の選挙でも多数の棄権が出る．その理由はさまざまだろうが，忙しさや関心の低さが重要な原因で
あることは間違いないだろう．「時間に余裕があって，テーマ（争点）に関心のある人たち」中心の
参加になりがちなことは，選挙も同様である．それでも，全員に選挙権が平等に与えられているこ
と（一票の格差の問題は別にして）をもって，選挙の結果選ばれた人を全体の「代表」とし，決定を
委ねるしくみがとられている．
　WWViewsのような任意の市民参加の手続きの場合，選挙ほど平等に機会が保証されているわけ
ではない．そこに参加する人を，選挙で選ばれた人と同じ意味で「代表」と考えるのには，もちろ
ん無理がある．無作為抽出の方法を用いる場合，無作為抽出された参加候補者には統計学的な意味
での「代表性」はあるかもしれない．しかし，そうして選ばれ招待状を受け取った人が全員参加す
るわけではない．例えば，過去の討論型世論調査の経験では，無作為抽出された人のうち討論会へ
の参加を希望するのは数パーセントから十数パーセントにとどまる．当然，一定の偏りは避けられ
ないはずであり，厳密な意味で「代表」とは言えない．
　しかし，だからと言って，そうした参加者が話し合った内容には意味がないとか，議論の結果を
政策決定に用いることはできない，と考えるのも飛躍がある．WWViewsのような方法の意義は，
年代や性別，居住地域，職業などの異なる市民が，社会の縮図を構成する形で集まり，話し合う場
が仮想的に作られることにある．そうした場で，地球温暖化や生物多様性の喪失といった問題が話
し合われたら，どんな意見が出され，どんな結論が導かれるか．そこで得られる意見なり結論には，
テーマについて明確な主張や立場を持った人だけが集まる会議や，一問一答の世論調査では得られ
ない独自の価値――一般の人びとの熟議を経た意見――がある．
　こうして得られた意見は，それ自体が最終的決定なのではない．【疑問1】で述べた費用便益分析
と同様に，決定に際して，他のさまざまな情報と並んで参照される一つの重要な材料，と考えるべ
きであろう．政策決定に活用する場合は，ここで述べている参加者の偏りの問題も十分考慮しなけ
ればならない．
　参加者に「代表性」がないから意味がない，と考えるのではなく，現実の限界の中で得られる意
見や結論にどのような意味を見出し，それらをどうやって活用できるかを考える方が，ずっと生産
的ではなかろうか．

【疑問4】議論にあたって，参加者に対して提供される情報に偏りは無いのか．偏った情報によって
議論が誘導されてしまう危険性はないのか．
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　WWViewsのようなミニ・パブリックス型の手法の場合，参加者のほとんどは，議論のテーマに
ついて特別な知識を持ち合わせない，「ふつうの人」たちである（そもそも，世の中の大多数の人は，
自分の専門分野以外のテーマに関しては「ふつうの人」である）．この点が，議題に対して強い関心
や豊富な知識をもつ利害関係者・専門家による議論との大きな違いである．「ふつうの人」が議論で
きるようにするため，あらかじめ基礎的な情報を提供しておく必要がある．
　WWViewsでは，参加者向けの情報資料として，情報冊子（20ページ程度）と，その内容を章ご
とに要約したビデオクリップが作成される．オリジナル版が英語で作成され，英語圏以外では各国
語に翻訳したものが使用される．情報冊子は会議の1～2週間前に参加者に郵送される．参加者は
情報冊子に目を通したうえで，当日会場に集まり，さらに会場でビデオクリップを視聴して，冊子
で読んだ内容を確認する，という段取りになる．
　他の参加型手法でも，一般の人びとを対象にして行うものであれば，同様の情報提供が行われる
のが普通である．冊子やビデオなどの情報資料のほか，テーマに詳しい，さまざまな立場の専門家
が直接参加するスタイルがとられることも多い．この場合，専門家は，参加者に対して基礎的な情
報をレクチャーしたり，質問に答えたりする役目を果たす．
　WWViewsの場合は，専門家が情報提供者として出席することを禁じるルールとなっている．か
りに専門家を直接会場に招けば，参加する専門家は国ごとに異なり，世界共通の条件のもとで議論
を進めるという前提が成り立たなくなってしまうからである．後で国別の結果を国際比較すること
などを考えても，会議実施の条件はなるべく揃えておきたい．そこで，情報提供に関しては，世界
共通の冊子とビデオのみを使う，という方法がとられるのである．
　さて，情報資料をつくる時には，専門分野や意見の異なる複数の専門家の監修を受けるのが一般
的である．情報資料を正確で，バランスの取れたものにすることで，参加者に誤解を植えつけたり，
特定の意見へ誘導したりしないようにするためである．専門家を情報提供者として直接会場に招く
場合も，同様に専門分野や意見のバランスを考慮して，特定の立場に偏らないように専門家パネル
を構成する．
　もっとも，どんなにバランスを考慮しても，完璧ということはありえないだろう．ある人が公平
だと思う情報提供の内容が，別の人には非常に偏っているように見えるというケースも少なくない．
そこで大事になってくるのは，プロセスの透明性を確保しておくことである．情報資料をつくる際，
どのような専門家に，いかなるタイミングで監修を求め，どういったアドバイスを受けたのか．こ
れらを事細かに記録しておき，必要に応じてその情報を公開し，外部からの検証が可能な形にして
おくというのは一つの方法である．
　情報資料や専門家パネルの人選の偏りを完全になくすことは困難だが，情報提供をバランスの取
れた内容にするためにできることはたくさんある．

【疑問5】WWViewsのような市民参加のイベントによって，実際に何かが変わったと言えるのか．
政策決定に影響を与えるなり，人びとの間での議論を活性化するなりの目に見える効果がなければ，
行う意味はないのではないか．

　この点も，松王氏から頂いた質問の一つであった．とくにWWViewsの場合，地球温暖化や生物
多様性の問題についてグローバルな規模での市民参加をうたっているが，現実にどんな効果があっ
たのか，という疑問である．
　過去2度行われたWWViewsが，地球温暖化や生物多様性の問題に関して，何か実質的な効
果をもたらしたという実績はまだほとんどない．このことは率直に認めざるをえないだろう．
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WWViewsを主導しているのは，約四半世紀にわたるテクノロジーアセスメントの実装経験がある
デンマーク技術委員会（DBT）であるが，ことWWViewsに関しては，現時点では手法の社会実験
としての側面が色濃い．各開催地での主催者の中に，大学の研究者が目立つこともそれを象徴して
いる．
　社会実験とは言え，WWViewsの結果は，主要な論点に対する各国での参加者の投票の形で取り
まとめられ，この結果に解説を付した報告書が各国政府や国際機関の関係者に届けられている．た
だ，直接的な効果として，こうした結果が各国での政策決定や国際交渉の行方に何か明確なインパ
クトを与えた，という実績は，今のところまだ存在しないのも確かである．
　しかし，1度目のWWViewsが行われたのが2009年であり，準備の期間を含めてもまだ5年程度
の歴史しかないこの試みに目に見える「結果」を求めることは，はたして適切なアプローチであろ
うか．自治体レベルでは，市民参加による議論の結果が政策決定に用いられたケースはたくさんあ
るし，国レベルでも数は限られるとは言え，本格的な市民参加の取り組みがなされた例は存在する．
例えば，2012年に政府が行った原発・エネルギー政策に関する討論型世論調査は，日本でのその
顕著な例と言える．それに対してWWViewsは，おそらく世界でも初めてのグローバルな規模の市
民参加のプロジェクトであり，まだごく萌芽的な段階にある．「結果」を求めることに性急であるべ
きではない．
　そもそも，市民参加による話し合いの意義は，結論が政策決定に生かされることだけにあるので
はない．人びとが参加を通じて情報を得て，意見を交換し合い，新たな気づきや学びが生まれるこ
とにも価値がある．この点，日本でのWWViewsの観察・分析からは，画一的に設定される設問や
問題のフレーミングに対して，多くの参加者が，自らの生活に根ざした関心や価値観と照らして
ギャップを感じていることが明らかになっている（三上 2010; 八木 2010）．同様の傾向は海外での
WWViewsについても報告されている（Goldschmidt et al. 2012）．2012年に開催した生物多様性に
関するWWViewsでは，とくにこのギャップに着目して日本会場でのグループ討論を観察，分析し
た．その結果，参加者がこのギャップを埋め，自らの文脈に引きつけて地球規模問題を議論すべく，
さまざまなアイデアを出しながら話し合いを進めている様子が明らかになった（郡ほか 2013）．
　WWViewsを契機とした気づきや学びは，参加した市民の間にだけ生じるのではない．ここに，
環境問題の専門家にもインパクトを与えうるという一つの事例がある．パネリストの江守氏は，気
候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第五次評価報告書の執筆を務めるなど，文字どおり，地球
温暖化の研究で日本を代表する研究者の一人である．その江守氏が，地球温暖化をテーマに開催さ
れた2009年のWWViewsの直後から，この取り組みに関心を寄せ，専門家の立場からコメントして
いる（江守 2010; 江守 2013, 179-181）．
　江守氏は，2009年のWWViews参加者が気温上昇に関する長期目標について「2℃以内に抑える
べきだ」などの厳しい目標を目指すことでほぼ一致したことに「違和感」を覚えたという．他の論点，
例えば温室効果ガスの削減目標への意見の傾向などと照らし合わせると，2℃以内に抑えることの
コストやリスク，つまりはその「厳しい選択を，市民が十分な情報をもとに深く議論できたかとい
うと，疑問が残」（江守 2013, 181）るという．
　こうしたコメントは，温暖化リスクの専門家の視点からの傾聴すべき指摘であると思う．その上
で重要なのは，江守氏が「だから，市民参加には意味がない」と述べているわけではないことであ
る．江守氏はWWViewsの結果について，「この問題における，専門家の知識と市民の意見の融合の
難しさをあらためて実感させられました」（江守 2013, 181）とも述べている．市民参加による熟議は，
専門家にとっても，一般の人びとの問題の認識――それも一定の情報提供と議論を経たうえでの認
識――を知り，専門家とのギャップに改めて気づく機会となりうるのである．
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　もっとも，こうした潜在力が十全に生かされるには，市民参加者の判断の背景にある価値観や，
問題のディテールに関する認識などを，より効果的にあぶり出すような質問項目や討論テーマの設
定が欠かせない．江守氏のコメントから明らかなように，現状のWWViewsは，残念ながらそこま
で詳細に市民の価値観や認識の構造を浮かび上がらせることに成功しておらず，たんに研究者に「違
和感」を抱かせるレベルにとどまっている．この点は今後の課題と言えよう．
　このように，地球規模での市民参加による熟議は，グローバルとローカルな視点のギャップ，市
民と専門家との認識のギャップなどを顕在化させる．こうしたギャップや，そこから生じる議論の
内容が，すぐに各国での政策決定や国際交渉を変化させるインパクトを持つことは望みにくい．け
れども，WWViewsのような議論の場には，人びとにグローバルな課題を自らの生活の文脈に引き
つけて考える場を提供したり，専門家が社会の中にあるさまざまな意見に触れる機会をつくったり
するという可能性がある．今後，実験的な試みが繰り返され，このような意義・効果が広く社会に
知られていくことで，この方法が政策決定や公論形成のツールとして用いられる可能性も開けると
言えよう．
　冒頭の【疑問1】で，費用便益分析さえあれば市民の熟議による意見は必要ない，という考え方
の問題点を指摘した．費用便益分析は，確かにある面では強力なツールであるが，それだけで意思
決定ができると考えるのは誤りである．WWViewsのような市民の熟議も，意思決定に際して参照
すべき意見の一つのオプションとして，その活用可能性がさらに探求されてよいのではないだろう
か．

注
1） 世界市民会議（WWViews）については，江守（2010），三上（2010），八木（2010），山内（2010），池辺ほ

か（2013），郡ほか（2013）を参照．また，2009年の地球温暖化に関するWWViewsについては，国際共
同研究グループによる報告・分析が共著の単行本の形で発表されている（Rask et al. eds. 2012）．

2） 事前に松王氏から受け取っていた質問の趣旨は次の三つであった．（1）WWViewsをきっかけとして，何
かが変わったと言えるのか．議論の活発化や，人びとの意識の変化につながらなければ意味がないので
はないか．（2）「リスク問題はすべてコスト・ベネフィット問題であり，一般の人びとの熟議は不要だ」
という考え方がある．これに対して熟議を擁護できる点があるとすれば，どのような点か．（3）温暖化問
題に関して一般の人びとによる熟議に意味があるとした場合，熟議は何をターゲットとするのが最もよ
いのか．
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