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研究成果を記者発表する理由と課題
〜大学院生の視点から〜

柳澤 慧1,2，高橋 陸1,3，中村 文彦1,4，住谷 陽輔1,2，飯田 良1,2，
新田 明央1,5，倉 千晴1,2，戸口 侑1,2，小島 遼人1,2，藤吉 隆雄1,6

Reasons and Problems When Research Results are Announced:
Graduate Students’Opinions.

YANAGISAWA Kei1,2, TAKAHASHI Riku1,3, NAKAMURA Fumihiko1,4, 
SUMIYA Yosuke1,2, IIDA Ryo1,2, NITTA Akio1,5, KURA Chiharu1,2, 

TOGUCHI Yu1,2, KOJIMA Ryoto1,2, FUJIYOSHI Takao1,6

要旨
　記者発表による市民への情報伝達過程では，情報はおおむね研究者，広報担当者，ジャーナリスト，
市民の順で伝わる．そこで，記者発表に関与する専門職と考えられる研究者，広報担当者，ジャー
ナリストの役割を考え，情報伝達過程における課題と解決策を博士後期課程1年次の大学院生の視
点から考察した．市民に研究成果を届ける記者発表をする理由は二つある．税金を原資として運営
する研究の市民に対する説明と，「トランス−専門知」が関わる領域での社会の意思決定のための情
報提供である．ここで記者発表をめぐる課題は六つ挙げられるだろう．研究成果の間違った理解と
伝搬，研究成果の強調，社会からの関心の研究成果以外への集中，研究者個人と組織の立場の相反，
研究不正や倫理的問題の発覚，そして，市民・ジャーナリスト・科学者の態度の違いである．これ
らの課題の解決策はおおむね，それぞれの専門職としての役割の認識と倫理教育，情報のフィード
バック回路の形成に大別できる．ここから，記者発表に関わる三者の役割の違いを認識したうえで，
規範と現実の食い違いは生じるとの前提でシステムの設計をするのが重要である．そして，その設
計において大事なことは認識のずれを許容し吸収する仕組みの準備である．そのためには，バッ
ファーとしての役割を担う中間的専門家が活動できる基盤が必要である．
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Abstract
When scientific research results are published and announced for society, the information is 
disseminated through a form of a press release mostly in the order of researchers to public 
relations staff to journalists to society. In this study, first-year graduate students delve into the 
role of researchers, public relations staff and journalists, who are all regarded as professionals 
involved with the information dissemination, and examine issues and countermeasures from the 
viewpoint of the students.
There are two reasons for putting out press releases that serves as a means to deliver research 
results to citizens. One is accountability to society since scientific research activities are 
conducted based on public funding, which stems from taxpayers’money. The second is 
information sharing with society so that decision-making processes in the so called trans-
knowledge areas, which include issues requiring input from both experts and citizens, can take 
place by involving informed citizens. Six problems concerning press releases are discussed here. 
They are wrong understanding of research results, their overemphasis, attention by society to 
areas other than the research results, discrepancies in their standpoint between researchers 
and their affiliation, revelation of research misconduct or ethically wrong research conduct, and 
difference between citizens, journalists and scientists in their attitude toward research outcome. 
Countermeasures to deal with these problems can be roughly divided into two, which are 
respective recognition of one’s profession and research ethics education, as well as formation of 
a feedback channel for such information. After recognizing the differences in the role of three 
professions involved with a press release, it is important to design a system based on a premise 
that discrepancies between the norms and realities exist. What is important in designing the 
system is to anticipate and allow differences in recognition so that a foundation is created to 
enable specialists to act as a mediator.

Keywords: Research Results, Information Dissemination, Press Releases, Graduate Students

1．はじめに
1.1 大学院生の立場で成果発表を考察
　平成27年4月28日に実施されたシンポジウム「研究成果をなぜ発表しどのように伝えるのか」（以
下，本シンポと記す）では，主催した北海道大学 物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリー
ダー育成プログラム（以下，ALPと記す）に所属する全プログラム生28名が聴講した 1）．ALPは物
質科学と数理科学を分野横断的に学び，国際的に活躍できる人材を目指す5ヶ年度一貫の大学院教
育プログラムである．倫理性の高い研究者の養成を目標の一つとしており，倫理教育の一環として
本シンポを主催した．本稿では， ALPの現段階での最上級となる博士後期課程1年次のパイロット
生9名が本シンポで重要だと考えた諸点について，科学技術コミュニケーション教育科目の担当教
員の支援を受け考察をまとめるものである．

1.2 研究成果の発表について大学院生が考える必要性
　研究成果を社会に還元するために，その成果を発表して社会に伝えるのは研究者の重要なミッ
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ションであろう．そして，発表する研究者と最終的に受信する市民の間には多くのステークホルダー
が存在している．これらにどのような社会的責任の振り分けがなされるべきか，どのような規範が
求められるべきかを考えるプロセスは，今後の科学と社会とのよりよい関係を目指す上で極めて
重要である．本シンポで検討されたこれらの論点は，将来の研究リーダーを目指す大学院生である
我々にとっても他人事ではない．研究者として自立するまで考えたことがないようであれば，気づ
いた時には「社会的な責任を果たしていない」と社会から非難される局面に陥っている可能性があ
る．大学院生がこの問題を考えるのは，キャリア設計から当然のことなのである．また，ALPでは，
自らの将来のキャリアを見通してさまざまな知識と経験を獲得するプログラムを目指している．こ
の取り組みでは，アカデミックなキャリアだけではなく，産業界や国際機関などでのリーダーに就
くことも強く意識されている．そのため，同じ問題でも多面的な視点の獲得がALPでは必要となっ
ている．そのカリキュラム開発の一部を担う我々パイロット生9人にとっては，後に続くALPのプ
ログラム生がこの問題に取り組む道筋をつける責務もある．そこで，本シンポでの議論をもとに，
科学と社会をつなぐ役割である広報担当者およびジャーナリストと研究者の関係に注目し，研究成
果を記者発表，とりわけプレスリリースによって伝える理由とその課題，および課題解決に必要な
方策について考察した．

2．研究成果を記者発表する理由
2.1 本来の研究成果の発表は論文の出版
　研究者が研究成果を最初に発表する場は記者発表ではない．論文としての学術誌での出版（その
前段として学会発表も含む）が研究者にとっての成果発表である．記者発表は「研究成果を発表し
たと記者を通じて社会に対して発表する」行為である点にまず注意を要する．
　研究成果を外部に発表しなければその成果は存在しないに等しい．また，学問の発展には科学者
間の情報共有と吟味が必要であるため，まず論文として発表するわけである．そして，この論文発
表の積み重ねで科学は進歩していく．また別の側面として，顕著な研究成果が著名な雑誌に掲載さ
れると，その著者は研究者としての認知が高まり，次なる研究費を獲得できるチャンスが増大する．
そして，新たに獲得した研究費により新たな成果を生み出すサイクルが駆動される．このサイクル
には研究環境を獲得するというプロセスも含まれ，特に若手研究者にとっては研究ポジションや雇
用の問題にも直結している．

2.2 市民に研究成果を伝える必要性
　現実論として市民が細部まで研究成果を理解することは難しい．しかし，科学研究はどの国でも
大半が税金を原資として運営されるため，政府の他の政策と同様に国民の理解が必要である．その
ため，市民に研究成果を伝えその意義の理解を得る必要がある．
　また，新田が本シンポで示した「トランス−専門知」の視点からも研究成果を市民に伝える意義
がある．トランス専門知とは，専門職に見解や情報を問うことはできるが，専門職のみでは方針等
を決定できない問題といえる（新田 2015）．トランスサイエンス（科学に問う事はできるが，科学
によって答える事ができない問題）に加えて，法律家による法律の解釈，建築士による構造設計の
解などが含まれるだろう．「トランス−専門知」の拡大にともない，専門家と社会の関係が変容して
きた．専門職に任せきりにするのではなく，市民の合意としての社会の意思決定が必要となるため，
ていねいな情報提供が求められている．そのため市民への研究成果発表の必要性が増しているとい
えよう．
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2.3 記者発表の機能
　ジャーナリストの独立性の原則から考えると，ジャーナリストはみずから記事にすべき研究成果
を探し出すべきだ．しかし，時間，手間，経費がかかるため，この手法での記事を簡単に増やすこ
とはできない．また，研究者から直接に情報提供を受けての記事作成は，ジャーナリストみずから
の人的ネットワークに依存し，研究ジャンルや研究者の所属する地域・機関などに偏りが生じる可
能性がある．そこで，広範な研究成果をキャッチして記事を量産するための情報源として記者発表
が活用されるという流れが国際的にできたと考えられている（Sumner et al. 2014）．それに呼応し，
研究機関側でも研究成果を発信するツールとしての認識を高めてきた．特にプレスリリースは必ず
しも記者を一箇所に集める必要がないため日本国内の大学や研究機関も発行を増やしてきた（西澤 
他 2015）．発行数の増加につれジャーナリストもプレスリリースに注目する度合いが高まった．こ
の相乗効果でプレスリリースが重要な発表手段になったと考えられる．
　そして，インターネットが普及すると，研究機関はプレスリリースをウェブサイトへ直接に掲載
するようになった．現在ではそのアーカイブは研究機関の情報発信の記録としても機能している．
プレスリリース頻度の記録は，その機関の情報発信の活発さをも示すことにもなった．さらに，プ
レスリリースから市民がみずから最新の研究成果を確認できる状態にもなっている．

3．研究成果を記者発表するうえでの課題
3.1 研究成果の間違った理解と伝搬
　研究成果の情報を市民が間違って理解することがある．大別すると，市民の科学知識レベルの問
題と情報の変質の問題という二つの原因が考えられる．研究成果は，未知なる新たな知見が含まれ
ているからこそ研究成果たり得る．そのため，新たな知見は市民が容易に理解できるとは限らない．
記者発表を通じて市民に向けて広く情報を伝達する場合には，市民や媒介するジャーナリストとの
知識レベルのギャップに応じ，難しい話をわかりやすく翻訳するという対応が現実的に必要になる．
すると，そこで情報の変質が起こる．また，同様な情報の変質は広報担当者やジャーナリストと市
民との知識レベルのギャップが原因になることもある．いずれの原因にせよ，変質した情報は，さ
らに他者に伝えられて誤情報として伝搬していくだろう．

3.2 研究成果の強調
　研究成果が社会に役立つ可能性を説明することは，市民に研究の意義と魅力を理解してもらうの
に有用な手法である．しかし，その実現可能性や実現が想定される時期は多様である．すぐに役立
つと強調すると，科学の検証可能性を乗り越えて研究成果がすぐにでも社会に役立つと市民が誤解
することになる．また，研究者自身が研究成果の有用性を強調するあまり，それが絶対的な事実だ
とみずから思いこむ一種の自己催眠のような状況が生じる可能性もある．

3.3 社会からの関心の研究成果以外への集中
　成果発表により研究者の存在がジャーナリストに認知され，研究者の人柄や経歴が記事となる
こともある．研究者や広報担当者としては研究成果に注目してほしいところだが，読者としては
その人がどのような過程を経て優れた発想力を身につけたか知りたいという希望も理解できる．
市民が研究成果を理解するにはハードルがあるため，人柄などのエピソードを交えてわかりやす
く伝える手法は，市民が科学技術に関心を持つ端緒として有効だからだ．しかし，この手法は研
究者には必ずしも歓迎すべきこととは限らない．研究者本人のプライバシーの公開や詮索になり
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かねないからである．

3.4 研究者個人と組織の立場の相反
　研究者は単独で研究をしているわけではない．研究者は大学や企業などの組織に所属しており，
マネジメントされる組織の一員でもある．そのため，研究成果は研究者個人で生み出しているわけ
ではない点に注意を要する．つまり，マネジメント職や研究支援職等もその研究成果に間接的に貢
献している．また，共同研究等で貢献している者が他組織にいる場合もあるだろう．これらの研究
者以外への成果と責任の分配の課題もある．そこで組織ごとに研究成果の発表に（暗黙的であれ）
ルールが形成される．研究者は研究するという役割のほかに，研究成果を発表する役割も担うわけ
であり，ここで個人と組織の立場の相反が起こり得る．また，科学の営みに内在する問題や研究機
関の組織経営の問題なども，科学コミュニティや研究組織内での立場の相反が原因で起こっている
と考えられるかもしれない．

3.5 研究不正や倫理的問題の発覚
　記者発表の結果として，研究不正や倫理的問題が疑われたり明らかになるなど，多様な問題が発
生する可能性がある．倫理教育をいくら高度化させたとしても，この問題はゼロにするのは難しい．
これはクライシス発生という側面もあるため，次々と対応すべきシーンが増えていくという問題も
同時に発生する．

3.6 科学者，メディア，市民での科学に対する認識の違い
　STAP現象とされていた事象は，生命科学の根底を覆すような新発見であると主張されていた．
そのため，STAP現象の専門家はSTAP論文の著者以外には当然ながらいなかった．しかし，メディ
アは，STAP現象の専門家が当然いると考えたのではないか．そのため，真偽の判断には科学者同
士の議論の積み重ねが必要という事実に反し，STAP騒動に対する迅速な結論を求めたように思わ
れる．これは，メディアと科学者の間での，科学という営みに対する認識の違いによって起きた問
題であろう．このメディアの姿勢は，市民が専門家の判断を求める気持ちとも関連していると思わ
れる．
　この状況のなかで，研究成果の真偽をただちに判断できないと理解している科学者は，発生学者
ですら騒動の渦中では不用意な発言を控えた．その結果，メディアは必ずしも発生学の専門家です
らない科学者に取材せざるを得なくなり，混乱がさらに深まったと考えられるだろう．

4．課題を解決する方法
4.1 情報発信ポリシーの明確化
　記者発表後に研究不正や倫理的問題が発覚した際への準備も含め，組織としての情報発信ポリ
シーを事前に決めておくという方法がまず考えられる．そのためには，あらかじめ研究者，広報担
当者，ジャーナリストおよびその他のステークホルダーとの関係を検討し，準備しておく必要があ
るだろう．
　問題が発生した場合，ジャーナリスト等が一極集中するメディアスクラムが発生すると，問題へ
の対処が難しくなる．インターネット等における議論も問題になってくる．どこまでを誰が組織の
一員として行うかは難しいが，さまざまな可能性を検討して準備しておく必要がある．次節より具
体的な事項を検討する．
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4.2 研究者の情報発信能力と倫理性の向上および連携の向上
　記者発表時や発表後に起こり得るトラブル等について，研究者が事前に認識する機会をつくると
いう方法も考えられる．STAP騒動では，研究者が自分の分担した部分は正しいと説明するのに力
を注ぐシーンがあった．そのため，ジャーナリストからの多角的な質問に答えられない状況が生じ
た．見解や情報の影響の予見が必要であったのに，その準備の意識がなかったからであろう（岡田 
他 2015）．その分野の専門家であるはずなのに，市民との間に認識ギャップがあるなどして明確に
答えられないと，専門家への信用は損なわれていく．コミュニティから信頼されるためには，研究
者全員が研究倫理を身につけ，市民の認識を想像したうえで，いかなる状況でもルールに従ってい
ると具体的に明言できる必要がある． 
　また，このような研究倫理は自分ひとりだけが守ればよいわけではなく，実際に不正を発見する
能力も必要であろう．これは共同研究者や他の研究成果に対する視線だけではなく，自らの研究で
あっても疑いの目で点検できる能力を持つことが重要である．

4.3 広報担当者の能力向上
　内容の細かなチェックやプレゼンテーション資料のチェックの責任は広報担当者にはない場合も
あるが，問題が生じた場合には対処しなければならない．そのため，広報担当者にも研修を設ける
などして能力向上が必要であろう．広報セクション全体としての研究内容の理解という意味では，
研究者出身の人材を充てることも考えられる．研究者側が提供した情報が不足している場合に，研
究者に対して対等に指摘でき，また情報をジャーナリストにわかりやすく伝えられる人材として期
待できる．研究者のみが内容に責任を負うのではなく，広報担当者が発表内容についても説明がで
きるようにするという形式である．また逆に，広報の専門知識・技能を持った人材に研究を実践さ
せるようなローテーション研修も考えられるかもしれない．

4.4 ジャーナリストの能力向上
　ジャーナリストにとっては，作成する記事や情報は読者の興味を引くものでなくては良い仕事に
はならない．また，広報担当者にとっては，記者発表の成果はジャーナリストが執筆した記事の
数・大きさ・影響度によって測定されることが予想される（伊藤 他 2013）．ジャーナリストが研究
成果を選び報じる基準について永山は，①際立った成果であるか，②読者が知っておくべき事柄か，
③記録として残すべきか，の3点を挙げた（永山 2015）．ここで，ジャーナリストは当該分野の専
門家ではないため，その研究成果の真偽やインパクトを正確に判断することは難しい．判断指標と
しては，論文への著者に著名な研究者の名前の存在や，他の研究者から否定的な見解がないことが
あげられる．しかしながら，こうした工程を踏んでも判定は確実にはできないため，ジャーナリス
トみずからも論文を読みくだす能力を向上する必要があるかもしれない．
　また，ジャーナリストが研究成果を正確に伝えられないと，研究者側がそういった現実に納得で
きず非協力的になる場合も考えられる．特に，研究者に個別に面談して取材したにもかかわらず
理解不足が明白な記事になった際には，問題は大きくなりそうである．ここでも，倫理性も含めた
ジャーナリストの能力向上が重要になるだろう．

4.5 広報担当者とジャーナリストの交流回路の形成
　研究成果の社会への実装や社会的意義を強調するプレスリリースは，その説明が適切かの吟味が
難しい．そのため，研究成果を詳細に説明するのではなく，人物像などを載せるという傾向が生じ
るようだ．特に，ジャーナリズムを志向するメディアよりも，娯楽を志向するメディアの方にその
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傾向があるようである．これがエスカレートすると，問題の本質が蔑ろにされることになる．その
典型例がSTAP騒動での混乱であった（小出 2015）．
　これを緩和するために，広報担当者は常日頃からジャーナリストと情報交換ができるような関
係を築いておくと良いだろう．記者会見などでは組織の一員としての発言しかできないとしても，
日頃の関係をベースにできればアンオフィシャルな場で個人的発言も可能になると考えられる．
ディスカッションを通じて適切な情報伝達への判断をしやすくなるかもしれない．しかし，研究
不正が明らかになった場合には，この回路をうまく活用できるとは限らないようである．

4.6 広報担当者と研究者の交流回路の形成
　広報担当者が研究者から情報を迅速に受け取れるルートの確立も必要であろう．広報担当者から
ジャーナリストに正しい情報をより速く提供できるため，効率的になると思われる．ここで，情報
取得ラインの形成には，広報担当者と研究者の間で腹を割って話ができる信頼関係が必要になる．
しかし，実現のためには研究者と広報担当者の対等に近い関係が必要になるだろう．また，組織
規模が大きい場合には，現実的にすべての研究者との信頼関係や迅速な連絡回路の構築は難しい．
そのためには多段階に広報担当者を置き，すべての広報担当者レベルで研究現場との回路を形成し
ていく必要があるだろう．

4.7 プレスリリースを事前にチェックする組織の設置
　研究者からも広報担当者からも独立したプレスリリースなどをチェックする機関内組織を設ける
という考えもあり得る．しかし，広報担当者が研究者から情報を受け取ってからジャーナリストに
提供するまでの時間がさらにかかるという問題があるため，広報担当者とジャーナリストの間の信
頼が低下するという悪影響もあるかもしれない．また，その機能を担うのはどのような存在なのか
という問題もある．このチェック組織は，研究内容についてだけではなく，組織の経営や社会的な
課題，倫理問題までの全体を見渡して検討できるように設計する必要があるだろう．

4.8 報道内容を事前に校閲する体制の構築
　ジャーナリストが研究成果を社会に伝えるに際して，記事が流通する前に内容の正確性を確認で
きる手段を設置する方法も考えられる．希望したジャーナリストに対しては，記事等に対して成果
発表を発信する機関側で校閲する体制を取るのである．事実誤認のチェックだけではなく，ジャー
ナリストがインパクトを重視しすぎた記事を作成したり，研究者の誇張表現をさらに強調した場合
に，修整意見を提供するわけである．これは記事作成過程でのフィードバック回路である．もちろん，
この仕組みには，修整しろという圧力，すなわち検閲的な力が生じないように制度設計に注意が必
要なのはいうまでもない．検閲の懸念を払拭するにはジャーナリスト側にこの体制を構築する，第
三者機関として設置するという考え方もある．前者の具体例としては従来にも，新聞社や出版社に
校閲担当部署が設置されているが，科学分野の校閲が不十分なために本シンポのような議論が生じ
るのであろう．後者については，サイエンス・メディア・センター（以下，SMCと記す）という独
立組織が日本を含めた5カ国で運営されており，研究者によるセカンドオピニオン提供の取り組
みをしている．しかし，日本のSMCは運営上の課題があるとみずから指摘しており，円滑な仕組
みにはいたっていないようである 2）．また，組織人としてのコメントが求められる傾向に対して
研究者が個人的見解を述べるのが難しいという問題には，組織を横断した匿名の校閲体制が構築
できれば対応できるかもしれない．
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4.9 市民からのフィードバック回路の常設
　発信後に市民からの意見を広報担当者や研究者が受け取り可能にする仕組みがあっても良い．
これをシステム化できれば，時を追うごとに伝わりがたい点が明確になり，より正確に伝えること
が可能になるだろう．メディアの行き過ぎた報道を防ぐこともできるかもしれない．研究者へ適切
にフィードバックすることで，研究者はどのような情報が社会に伝わっており，どのような形で市
民が理解したかを知る回路となろう．

4.10 研究成果のオープンアクセス化
　最終的に情報を受け取る市民が，メディアを介して受け取った情報を確認する手段があると良い．
これには，論文がインターネット上で自由に読むことができるようになる「学術誌のオープンアク
セス化」がその解決策となるだろう．最終的な情報の受け手である市民には多様な立場の人が包含
されている．同分野の研究者，異分野の研究者，理科教師，当該分野の大学生・院生，学修したの
ちに別分野に転身した者，サイエンスライター，知的財産実務者などの論文を読むトレーニングを
された人材が少なからず含まれている．論文を直接に読めれば市民に届いた情報の変質を検証でき
るだろう．これも一種のフィードバック回路と考えられる．

5．まとめ
5.1 役割とシステムという課題解決の二つの方向性
　前章までに検討した課題の解決策は大きく二つに分けられる．役割の認識とそれに応じた倫理教
育（4.1〜4.4），情報の流通とフィードバックの回路形成（4.5〜4.10）である．言いかえるならば，役
割ごとの個人的な能力の向上（4.1〜4.4），社会システムの形成（4.5〜4.10）である．
　成果発表により生じる問題を防ぐには，それぞれの役割分担を明確化し，各段階で起こり得る問
題の予測能力を獲得しておく必要がある．専門職である研究者は，社会の一員として意識し社会の
ためと強く自覚しているとは限らない．同様に，専門職とされるジャーナリストもしっかりした規
範意識を獲得できる倫理教育や研修を受けているとは限らない．さらに広報担当者は専門職である

（べき）との議論もあるが，そこまでの位置づけができている研究機関は多くないであろう．そこで，
それぞれの専門職域での倫理教育システムを構築し，そのうえで相互のコミュニケーションを密に
とって全体で携わるシステムを構築していくという2段構えの仕組みを提案したい．コミュニケー
ションが密になれば役割分担で見落とされた部分への対応も可能になってくるはずだ．

5.2 規範と現実の食い違いは根絶できない
　各役割を担う者がそれぞれ倫理性を向上させシステムとして機能するようになったとしても，研
究不正や伝達過程での情報の変化などの問題は根絶できないだろう．また，それ以外の問題も生じ
得る．組織の意向や発表方式に従うという制約により，個人としての規範意識と違った形式で成果
発表する事態もあり得る．また，現代の研究は分業となっているので他の組織にまたがってこの問
題は横たわっている．個人的な規範意識と現実のルールの食い違いが，問題発覚した際の責任逃れ
にも見える状況を生じさせている側面もあるだろう．
　そうなると，システムとして責任が分配されているため，研究不正への連座はどの研究者にとっ
てもある意味で必然かもしれない．しかし，システム的な要求により職責として自分の規範意識を
外れた形の記者発表をした場合，結果として生じた問題の責任を連座して負うのは心理的にも生活
的にも抵抗感があるのは理解できる．研究者も自身や家族の生活を支える報酬は必要である．特に，
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人物像やスキャンダル的情報などの研究不正ではない部分で問題が起こった場合には，研究者の規
範意識とは関係ない部分のこともあるであろう．つきつめると，市民の規範意識と現実の乖離の問
題と考えられる．この視点から考えると，倫理教育とシステム向上を実行してもクライシスは起こ
り得る．さまざまな形でのクライシスが起こる前提での準備が必要であろう．

5.3 認識のずれの許容と吸収ができるシステムが必要
　規範と現実のずれの想定，規範どうしのずれの想定，規範から逸脱する可能性の想定など，さま
ざまな状況が考えられる．それはいずれも「そんな想定はなかった」という認識のずれの問題であ
る．そうならば，規範の違いを認識でき，規範からのずれをある程度は許容でき，さらに逸脱から
規範に戻れるように修整できる働きが必要となるであろう．研究成果の発表により研究サイクルを
駆動したい研究者，良く読まれる記事を作成したいジャーナリスト，伝達が成功した成果をつくり
たい広報担当者それぞれが，みずからその規範と逸脱を自覚し許容できるかという問題である．こ
の実現には，みずからの役割における倫理性を高める他に，それぞれの他の役割の理解が必要であ
る．そして，最終的に情報を受け取る市民も，その情報伝達過程での情報の変化に関心・興味を持
つ必要があるはずだ．
　しかしながら，科学者，広報担当者，ジャーナリストの間のコミュニケーションにおいて，認識
のずれの許容と吸収は難しい現実もあるだろう．そうなると，その間隙を埋める人材が必要かもし
れない．こうした人材が育成され活動できる基盤が整備されると円滑なコミュニケーションが実現
する可能性がある．それぞれの役割を超えての対話を担う「中間的専門家」（榎木 2015）が，許容
のバッファーを果たす可能性もあり得るだろう．その中間的専門家が，研究組織側で研究フィール
ドにいるべきか，広報フィールドにいるべきか，ジャーナリスト側にいるべきか，独立しているべ
きか良く検討し仕組みを育てる必要がある．この中間的専門家が介在するにせよ，他の役割の者が
その機能を担うにしろ，認識のずれと許容の仕組みは，まさにハーバーマスのいうコミュニケーショ
ン的行為だといえそうである（新田 2015）．この仕組みが円滑に運営されて課題が解決していけば，
アリストテレスがいう中庸が見えてくるのではないか（新田 2015）．そうなれば，研究成果の発表
は社会的な意義がさらに高まっていくはずである．
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注
1） 本シンポジウムはALPの春季特別講演会枠を活用し，ALPにおける必修セミナーであるAmbitious研究

倫理セミナーの試行として開催されたもので，同じくALPの必修科目である科学技術コミュニケーショ
ン教育科目の開講1回分として出席が義務付けられた．具体的には，平成25年度採用のプログラム・
パイロット生8名にとっては博士後期課程1年次配当の1単位科目「アウトリーチ演習」，平成26年度採
用のプログラム1期生19名とパイロット生1名にとっては博士前期（修士）課程2年次配当の2単位科目
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「リーディングセルフプロモーション講義」の1回分となっている．
2） 「SMCに対するご支援のお願いと賛助会員入会のご案内（8/7追記）」http://smc-japan.org/?p=3812 （2015

年12月15日閲覧）によると，「決して運営資金を十分に確保できたわけではなく，依然，熱意あるスタッ
フのボランティアにより，辛うじて活動できている状態です．私どもの取り組みにご賛同いただけまし
たら，引き続き，ご支援いただけますようお願い申し上げます．」と説明されている．
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