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技術者と一般人の信頼関係構築のために
大石敏広（北里大学）

要　旨

本論文の目的は、科学技術の安全性・リスクという側面から、技術者と一般人の間の信頼関係をどの

ように構築していったらよいかという点について提言を行うことである。第一に、科学技術の安全性・リ

スクに関して、技術者個人の視点、技術者集団の視点、技術者が一般人といかに関わるかという視点、

技術者と一般人の間の双方向的コミュニケーションの視点という四つの視点が、技術者倫理の議論に混

在しているという点を指摘する。第二に、スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故の事例を取り上げ、

従来から指摘されている複雑化した組織の問題のほかに本質的な五つの問題点があるということを論じ

る。第三に、これらの本質的な問題点は双方向的コミュニケーションと深く関連しているということ、双

方向的コミュニケーションは、技術者と一般人の間の信頼関係の構築を可能にするということを指摘する。

第四に、双方向的コミュニケーションによって信頼関係を構築していくうえでの二つの問題点について述べ

る。まず、技術者において、科学が客観的で確実なものであるという考えは根強いという問題である。次

に、科学技術のリスク評価をめぐり専門家と一般人の間には深刻な対立があるという問題である。第五

に、この二つの問題点に対して、三つの直接的な対応策と設計的思考の視点からの対応策を提示する。

Toward Establishing the Relationship of Mutual Trust between Engineers and the Public

Toshihiro OHISHI（Kitasato University）

……The…purpose…of…this…study…is…to…make…suggestions…about…the…way…to…establish…the…relationship…

of… mutual… trust… between… engineers… and… the… public… from… the… aspect… of… safety… and… risk… of…

technology.… First,… I… argue… that… the… four… viewpoints… on… safety… and… risk… of… technology,… namely…

each… engineer,… a… group… of… engineers,… engineers’… communication… to… the… public,… and… interactive…

communication… between… engineers… and… the… public,… are… mingled… in… arguments… in… engineering…

ethics.…Second,…I…take…up…the…disaster…of…the…space…shuttle…Challenger,…and…argue…that…we…should…

discuss… five… essential… problems… besides… the…well-known…problem… of… a… complicated… organization.…

Third,…I…show…that…these…essential…problems…are…closely…related…to…interactive…communication…and…

that… interactive…communication…makes… it…possible… for…engineers…and… the…public… to…establish… the…

relationship…of…mutual…trust.…Fourth,…I…argue…that…there…are…two…problems…that…we…should…solve…

to…establish…the…relationship…of…mutual…trust…by…interactive…communication.…One…is…that…there…is…a…

deep-rooted…tendency…for…engineers…to…regard…science…as…objective…and…certain.…The…other…is…that…

there… is…a…grave…conflict…between…engineers…and…the…public…over…risk…assessment…of…technology.…

Fifth,…I…show…three…direct…countermeasures…and…a…countermeasure…from…the…viewpoint…of…design…

thinking…against…these…two…problems.
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技術者の仕事は、様 な々要素・部品を組み合わせ総合して、人工物を設計・制作することである。要

素・部品間には、協調的に働いたり、相互に抑止的に働いたりという複雑な相互作用が生じる（「複雑性」）。

また、人間には、情報を余すところなく完全に収集することができず、集めた情報を完全に処理すること

もできないという限界（「限定合理性」）がある。このことから、要素・部品間の複雑な相互作用から何が

生じるかを完全に予測することは不可能である。このような状況の下で技術者は、人工物を設計・制作し、

世に送り出し、一般人はその人工物を使用する 1。もし人工物に問題があれば、一般人に危害が及ぶかも

しれない。そうなれば、それを作った技術者は一般人の信頼を失ってしまう。

このように、科学技術の安全性・リスクの問題は、技術者と一般人の信頼関係の構築という問題と密

接に関わっている。技術者と一般人の信頼関係の構築という問題にとって、科学技術の安全性・リスクの

問題は重要な意味を持っているのである。本論文では、科学技術の安全性・リスクの問題に技術者と一

般人はどのように関わっていくべきかという側面から、技術者と一般人の間の信頼関係の構築について考

えていく。

1.　技術者倫理における四つの視点

技術者は、素人には理解が困難な専門的知識や素人ではまねできない技能を持っているので、まずもっ

て素人である一般人の安全や健康に対する危害を回避し、問題が生じたときにはそれを解決する能力を

持っていると考えられている。それゆえ、工学系の学協会が制定している倫理規程においては、科学技

術の安全性・リスクが重要な問題として取り上げられており、一般人の安全と健康を守ることは、多くの

倫理規程において最優先されるべき責任だとされている 2。

それでは、技術者は、科学技術の安全性・リスクの問題にどのように関わっていくべきなのか。現在の

技術者倫理の議論に目を転じてみよう。その議論では、技術者と科学技術の安全性・リスクの関わりを

考えるうえで重要であると思われる四つの視点が混在している。まず、その四つの視点を明確にしておく。

それは、次のような視点である。

　①技術者個人の視点

　②技術者集団の視点

　③技術者が一般人といかに関わるかという視点

　④技術者と一般人の間の双方向的コミュニケーションという視点

①の視点は、一人一人の技術者が仕事のうえで倫理問題に直面した場合に、どのようにそれに対処して

いくべきかに関わる。これは、「技術者個人の倫理」を示している。この視点においては例えば、自分の

設計した建物に欠陥があるという疑いが後になって生じた場合、その疑いにどのように対処すべきか、実

際に欠陥があることが判明したなら、それをどのように処理すべきか、といった問題が取り扱われる。

②の視点は、個々の技術者ではなく、集団としての技術者がどのように技術のあり方を考えるべきかに

1…「技術者」はある分野の「専門家」であり、「一般人」は専門的訓練を受けていない「素人」（「非専門家」）である。ある分野
の専門家である技術者も別の分野に関しては一般人（素人、非専門家）でありうる。

2… 各学協会の倫理規程を参照。また、須長（2007:…93）、比屋根（2012:…243-246）を参照。
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関わる。「集団としての技術者」とは、企業などの組織の中の集団あるいは専門分野ごとの集団としての

技術者群を指す。この視点では、技術者集団として、ある特定の技術が社会にどのような影響を与えるか

を考え、社会との関わりの中でその技術をどのように取り扱うべきかを問題とする。それは、例えば、イ

ンターネット技術、原子力技術、遺伝子組み換え技術などが社会に与える影響、その取り扱い方、その是

非について考察する視点である。これは、「技術者集団の倫理」を示している 3。

③の視点は、技術者が一般人に対してどのように対応していくべきかという点に着目する視点である。こ

こでの「技術者」は、個人としての技術者、組織内の集団としての技術者、専門分野ごとの集団としての

技術者と見ることができる。この視点からは、リスク情報を含めた科学技術に関する情報を一般人に分か

りやすく説明・伝達する責任（「情報公開の責任」、「説明責任」）が技術者にはあるという点が強調され

る。技術者は、分かりやすい情報伝達により一般人から「インフォームド・コンセント」を得ることによっ

て、科学技術が社会において引き起こしている問題の解決を目指さなければならない 4。

④の視点は、技術者から一般人への一方向的なコミュニケーションの視点（視点③）を超えて、技術者

と一般人の間の相互のコミュニケーションに着目する（「技術者」の意味は視点③の場合と同様）。専門家

による判断が絶対的に正しいというわけではなく、非専門家である一般人の判断にも学ぶべき点がある。

科学技術に関する問題を解決するために専門家である技術者は、単に一般人に分かりやすく情報を伝え

るだけではなく、一般人の意見や考え方に耳を傾け、それを踏まえて一般人との合意を目指さなければな

らない 5。

これら①～④の視点について三点指摘しておく。

第一に、視点①と視点②は区別され、個々別々に論じられるのが普通であるが、視点②に関わると考

えられている問題の中には、その解決のために両視点を必要とする問題もある。例えば、原子力技術や

遺伝子組み換え技術の安全性・リスクに関して、専門家である技術者の間でも見解の相違が存在してい

る。こうした問題を解決するためには、個々の技術者の間の議論も必要である。つまり、視点②が関わる

とされる重要な問題において、個々の技術者がどう考えるのかという視点①が重要な関わりを持ってくる

可能性があるということである。

第二に、視点①・②が、技術者（個人、集団）という専門家の在り方に着目するのに対して、視点③・

④は、専門家の枠組みを超えて、専門家と一般人の関わりに着目する。これは、①・②から③・④への

視点の拡張である。問題を解決するには、専門家の枠内（視点①・②）に止まっていてはならないという

ことである。

第三に、視点④は、視点③をさらに発展させたものである。視点③の欠点を修正するものとして視点④

が考えられている。従って、問題を解決していくうえで視点④が最も重要な役割を担っていると言える。

このように、これら四つの視点の存在は、技術者倫理における議論の深まりを示していると解するべき

である。科学技術の安全性・リスクと技術者の関わりについて考えるうえでこれら四つの視点を総合的に

考慮する必要がある。

以上を踏まえて、次に、技術者倫理の議論でしばしば言及されるスペースシャトル・チャレンジャー号爆

3… ①と②の視点の区分については、杉原・大野（2005:…213-219）、中村収（2008:…13-23）を参照。ただし、本論での区分は本論
の視点から修正したものである。

4… 例えば、黒田・戸田山・伊勢田編（2004:…190-204）、杉本・高城（2005:…160-173）、Schinzinger/Martin（2010:…81-84）、中村昌
（2012:…38-39,…70-90）などを参照。

5… 黒田・戸田山・伊勢田編（2004:…152-155）、齊藤・坂下編（2005:…160-161）、石原（2007:…33-34）などを参照。
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発事故を取り上げ、その問題点について改めて考察する。

2.　スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故

事故の概要は以下のとおりである。1986 年 1 月 28 日、スペースシャトル・チャレンジャー号が打ち上げ

られ、発射 73 秒後に大爆発を起こし、乗船していた 7人の宇宙飛行士全員が死亡した。事故の直接の

原因は、固体燃料補助ブースターロケットのパーツのつなぎ目の隙間から高温の燃焼ガスが漏れて、液体

燃料に引火し大爆発が生じたことである。打ち上げ当日の気温がそれまでになく低く、ブースターロケット

のパーツのつなぎ目に用いられていた二つのゴム製の器具（O－リング）が低温のため硬化し、機能しなく

なってしまった。そのため、つなぎ目が密閉されなくなり、そこにできた隙間から燃焼ガスが漏れ出した

のである。NASA の下請け企業としてブースターロケットを製造していたモートン・サイアコル社の社員で

あるロジャー・ボジョリーたち技術者は、低温下でのスペースシャトル打ち上げが爆発事故につながること

を予測し、警告を発していた。チャレンジャー号打ち上げ前日には、打ち上げ時の気温が零下になるとい

う予報が出ていた。そこで、NASAとモートン・サイアコル社との間でテレビ会議が行われた。その会議

において、ボジョリーたち技術者は、会議の準備不足の状況の中で、チャレンジャー号の打ち上げ中止を

勧告し、打ち上げるためには気温は 11.7℃（打ち上げ実績の最低温度）以上でなければならないと主張

した。これに対して、NASA のメンバーは中止勧告の内容に疑問を呈し、モートン・サイアコル社に発射

承認を強く迫った。議論が膠着したので、テレビ会議を中断して、モートン・サイアコル社の人間だけで議

論が行われたが、最終的に四人の経営幹部によって決断が下されることになった。結局、四人の経営幹

部全員がチャレンジャー号の打ち上げに賛成し、NASA に打ち上げの承認が伝えられた。こうして、チャ

レンジャー号は打ち上げられ、爆発した 6。

この事故について、技術者は安全に対する責任を果たしたのであり、それに対して経営陣は安全を軽

視し、打算的であったという主張がある。それは、次のような分析に基づいている。爆発という惨事を防

ぐことはできなかったが、安全の問題を明確に率直に粘り強く提起するというボジョリーの行動は、チャ

レンジャー号打ち上げのリスクに注意を喚起するための適切な行動であり、安全に対する責任ある技術者

の行動の見本である。一方、経営陣は、安全よりも、納期や経営利益を重視して、打ち上げを承認した。

本来安全の問題は経営にとって重要であり、経営陣は、安全の問題を提起する技術者を支援すべきだっ

たのであり、技術者の反対を押し切って打ち上げを承認したことはお粗末な経営判断であった 7。

しかし、このような分析に対して次のような問題点が指摘されている。（1）ボジョリーたちが提出した

データ（証拠）は十分なものではなかった。それは、燃焼ガスの漏出と低温の因果関係を示すのに十分

な統計的・定量的なデータではなかった。しかも、燃焼ガスの漏出は、打ち上げの最高気温（23.9℃）と

最低気温（11.7℃）の両方で発生していた。（2）NASAとモートン・サイアコル社の技術者は、O－リング

が設計通りに機能しないことを認識していたが、テレビ会議以前において両グループには、O－リングのリ

スクは「受け入れ可能である」という合意があった。O－リングの弾性が失われることによる影響は「余裕

安全率の範囲内」と考えられ、たとえ第一の O－リングが機能しなくても、第二の O－リングがバックアッ

プとして働くという「冗長性」があると見なされた。（3）打ち上げ前夜のテレビ会議での打ち上げ反対は、

6… 事故の概要については、ビーチャム / ボウイ（2005:…236-245）、蔵田（2005）などを参考にした。
7… これは、C・ウィットベックの分析である。Whitbeck（2011:…105,…107,…117,…119-120）を参照。
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モートン・サイアコル社の技術者全員で一致して主張されたものではなかった。（4）打ち上げの温度基準

は、ブースターロケット着火前の固体燃料温度（約 4.4℃～約 32.2℃）であり、外気温ではなかった。正

当な手続きを経ることなく、打ち上げの前日になって急に、打ち上げ時の気温が 11.7℃以上でなければな

らないという新たな打ち上げ許可基準を設定することは容認できなかった 8。

それでは、結局どこに問題があったのであろうか。現在の技術者倫理の議論では、最も重要なポイント

は、意思決定・責任のあり方などに関連する複雑化した組織の仕組み・構造にあったと見るのが一般的

である。例えば、次のように主張される。この事例では、個人の責任の所在が、組織内の事務手続き・

慣例・集団思考などによって組織内に拡散していき、曖昧になってしまっていた。従って、個 人々の責任を

明確にするため、行為の決定主体とその決定の結果が切り離されることがない組織システムを構築しなけ

ればならない。また、打ち上げの決定は経営上の決定ではなく、技術上の決定であるべきであった。安

全に関する事項など、専門の技術者が本来専管すべき事項についての決定は専門の技術者が行うという

組織内のルールを制定することが必要である 9。

しかし、私は、この事例から、組織の仕組み・構造の改変の問題には収斂しない本質的な問題点を見

て取るべきだと考える。この問題点は、科学技術の在り方と技術者・組織の在り方という二つの側面に関

わっている。まず、前者から見ていく。

3.　科学技術の在り方

現代社会は高度技術社会である。科学と技術が不可分に結びつき、科学技術の革新が急速に進行し、

その成果である人工物が社会に広く浸透している。このような現代社会において、科学技術の安全性・リ

スクに関して、「科学は必要だが、科学だけでは解けない問題」の領域が出現し、拡大してきているとい

う指摘がなされている 10。例えば、「もし原子力発電所の安全装置がすべて同時に故障したら、大惨事に

なってしまう」ということに関しては専門家の意見は一致する。これは、科学によって解答できる問題であ

る。他方で、「原子力発電所の安全装置がすべて同時に故障する」という事態が生じる確率が非常に小

さいという点で専門家の意見は一致するであろうが、その確率を無視できると見るのか、無視できないと

見るのかに関しては専門家でも意見が一致しない可能性がある。これは、科学を超えており、科学だけ

で答えを出すことができない問題である 11。

現代社会における科学技術をめぐるこのような状況の根底には、「科学の客観性」と「科学の確実性」

の問題が存在する。

「科学の客観性」の問題については次のように指摘されている。「科学の客観性」は、「非人格性」と

「価値中立性（価値自由）」の二つの側面を持つとされる。科学は客観的であるという科学観では、科学

は、個人個人の意志・判断・先入観を排除し、人々の主観的価値の影響を受けることなく、パズルを解く

ように、「多くの不正解の中に紛れたただ一つだけの正解」を求め、真実で必然的な結論を引き出す活動

8… Collins/Pinch（1998:…30-56）、蔵田（2005:…141-144）、Schinzinger/Martin（2010:…98-99）、中村昌（2012:…53-57）などを参照。
9… 一般的見解については、蔵田（2005:…145-146）、ビーチャム / ボウイ（2005:…247-255）、ハリス他（2008:…225-229）、中村昌（2012:…

57）などを参照。もちろん、これ以外に、スペースシャトルのフライトスケジュールを維持しなければならないという要求や、
NASA の予算と人員の削減等々の問題もある。

10…このような問題の領域を、A・ワインバーグは「トランス・サイエンス（Trans-Science）」と名付け（Weinberg（1972:…209）を
参照）、J・ラベッツは「ポスト・ノーマル・サイエンス（Post-Normal…Science）」と名付けている（Ravetz（1999:…649）、Ravetz

（2006:…10,…18-19,…69-76,…92-93）を参照）。
11…Weinberg（1972:…219）、小林（2007:…124）を参照。
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として理解される。しかし、科学技術が社会と深い関わりを持つようになってきている現代社会において

はこのような科学観は維持できなくなってきている 12。

この科学技術と社会の深い関わりを説明するものとして「共生成」という概念がある。これによれば、

科学技術と社会は、相互に形成し合い、相互に浸透し合う関係にある。現代社会が科学技術を駆使し

た人工物をその要素として組み込んで成立しているのと同時に、科学技術を駆使した人工物も社会的要素

（政治的・経済的利害関係や価値観など）を組み込んで成立している。科学技術は実用性を目指しており、

社会のニーズ、価値観、政府の意向、企業の利潤に対する期待などが科学技術に反映されている 13。従っ

て、専門家の間においても見解の相違が生じうるのである。

「科学の確実性」の問題については次のように指摘されている。科学は確実性を持つという科学観にも

問題がある。科学的なリスク分析では、リスクは、「有害事象の生起確率」と「有害事象による損害の大

きさ」の積として定義されている。この科学的な定量的リスク分析について不確実性が存在する。

原子炉や化学プラントのような技術システムで考えてみる。まず、「有害事象の生起確率」を算出するた

めに、「フォールト・ツリー分析」（システムを構成する各部分の故障確率や人間による操作ミスの確率をも

とに、システム全体の事故生起確率を推定する）や、「イベント・ツリー分析」（システムを構成する各部

分で生じる出来事がどのような帰結をもたらすかを推定する）の手法が利用される。こうした分析手法に

は次のような不確実性が伴っている。すなわち、①システムを構成する各部分の故障確率や人間による操

作ミスの確率の評価に関する不確実性、②システムの部分の間の相互作用や外部要因の評価に関する不

確実性、③システムの安全性に影響を与える要因をすべて網羅しているかに関する不確実性、である。

次に、原子炉や化学プラントのような技術システムに関して「有害事象による損害の大きさ」を評価す

るためには、（a）放出された物質が人体にどの程度到達するか、（b）その物質が実際にどのような有害な

影響を人体に与えるか、を分析しなければならない。（a）については、放出源から人体に至る経路が極

めて複雑であるため、すべての要素が考慮されているか、個々の要素が適切に評価されているかに関し

て不確実性がある。（b）については、「疫学的調査」と「動物実験」が用いられるが、それぞれが不確

実性を有している。「疫学的調査」に関しては、調査対象の人々が曝された有害物質の量と、当該物質と

特定の疾患の間の因果関係を正確に推定することは困難である。「動物実験」に関しては、「種間外挿」

（動物実験のデータから人間への影響を推定すること）や、「低用量外挿」（問題物質の高い投与量によっ

て得られた実験データから、低い投与量による影響を推定すること）の問題があり、正確な推定は困難

である 14。

以上のように、現代社会では科学技術は利害関係や価値観と深く関わっており、科学技術の不確実性

が増大してきている。これによって、現代社会において、科学技術の安全性・リスクに関して、「科学は

必要だが、科学だけでは解けない問題」の領域が出現し、拡大してきている。

チャレンジャー号爆発事故について、上記の「科学は必要だが、科学だけでは解けない問題」という

論点と関連して二点指摘することができる。

第一に、「科学の客観性」の議論と関連する問題である。前節で述べた問題点（2）にあるように、テ

レビ会議以前において、NASAとモートン・サイアコル社の間には、O－リングのリスクは「受け入れ可能」

12…Ravetz（2006:…61-77）を参照。科学が価値中立ではないという点について、村上（1998:…196-197）を参照。
13…平川（2010:…126-127,…130-132）、Ravetz（2006:…47-60）などを参照。
14…石原（2005:…178-182）を参照。また、ハリス他（2008:…184）も参照。
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であるという合意が存在していた。そうした合意に対して後に、モートン・サイアコル社のボジョリーたち

技術者が異議を申し立てたわけである。モートン・サイアコル社の技術者全員が打ち上げに反対というわ

けではなかったという前節の問題点（3）の真偽は問題となりうるが、O－リングのリスクに関して、NASA

とモートン・サイアコル社の技術者の間には見解の不一致が存在していたことは事実である。NASA は

後に、本来の在り方からの逸脱（例外）を受け入れるために受け入れ可能な範囲を拡大しようとする「逸

脱の正常化（normalization…of…deviance）」に陥っていたとして批判されることになる。ここで重要なのは、

O－リングのリスクをめぐって、専門家である技術者の間に見解の不一致が存在していたということである。

専門家でも見解が異なることがあるということである。特にハイテクの場合はそうである。

第二に、「科学の確実性」の議論と関連する問題である。燃焼ガスの漏出と低温の因果関係を定量的

に示すのは難しいことだった。ボジョリーたちは実験室での実験も行っていたが、決定的なデータを示す

ことができなかった。これは、特にハイテクを使った複雑な人工物のリスクを科学的に特定することの難

しさを示している。実は、チャレンジャー号爆発事故の技術的原因は 1998 年の段階でも完全に確実に判

明していたわけではなかったという指摘があるが 15、これは、今日でも言えることであろう。このリスクの科

学的特定の困難さは、技術者個人にとっての困難さであると同時に、技術者集団全体にとっての困難さで

もある。私たちは、こうしたハイテクの人工物に囲まれて生活している。

4.　技術者・組織の在り方

次に、技術者（集団）・専門家組織の在り方という側面から、チャレンジャー号爆発事故に関してどのよ

うな問題があったのだろうか。以下で、三点指摘する。

第一に、技術者（集団）の弱点に関連する問題である。ボジョリーたちが、O－リングに損傷の見つかっ

たフライトのみならず、すべてのフライトに基づいて図表を作成して、会議において提示していたら、より

説得的なデータとなったであろうという指摘がある。そこで、なぜボジョリーたちはそのような図表を作成

しなかったのかが問題となる。そして、テレビ会議に出席していたその他の関係者たちはなぜ、そのこと

に気が付かなかったのかも問題となる。

これについて、C・ウィットベックは、図表による効果的な説明の技能はたいていの工学教育課程にお

いてほとんどあるいは全く重要視されないのであるから、この指摘は、技術者というより工学教育者にとっ

ての教訓であると述べている 16。しかし、もしそうだとするなら、この図表の問題は、そのような欠点のあ

る工学教育を受けてきた技術者（そして、その集合体である技術者集団）にとっての本質的な弱点を示し

ていたと言える。

これに関して重要なのは、この図表の問題は単に、ボジョリーたちがそのような弱点を持っていたとい

うことを示しているわけではないという点である。この問題から、専門家（集団）には、専門家だからこ

そ有する専門家としての弱点もあるということを読み取る必要がある 17。

15…Collins/Pinch（1998:…56）を参照。
16…図表についての指摘は、Schinzinger/Martin（2000:…98-99）、中村昌（2012:…54-55）を参照。ウィットベックの主張については、

Whitbeck（2011:…106）を参照。
17…専門家（集団）の弱点を示すその他の事例として、Collins/Pinch（1998:…113-125）を参照。なお、専門家には、ヒューマンエ

ラーが技術システムに与える影響を考慮できない、現在の科学的知識を過信する、慢性的・累積的影響を発見するのに時間が
かかるといった、専門家に固有のバイアス（偏り）があるという点について、Slovic/Fischhoff/Lichtenstein（1979:…17）、Slovic/
Fischhoff/Lichtenstein（1980:…187-188）、Fischhoff/Slovic/Lichtenstein（1982:…252）を参照。
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第二に、「逸脱の正常化」という思考傾向に関連した問題である。前節で述べたように、チャレンジャー

号爆発事故当時、NASA は「逸脱の正常化」に陥っていたと批判されたが、チャレンジャー号爆発事故

から17 年がたって発生したスペースシャトル・コロンビア号の空中分解事故（2003 年 2 月1日発生）にお

いて再度この「逸脱の正常化」が問題となった。

コロンビア号の事故では、燃料タンクの断熱材が脱落して軌道船に衝突し、耐熱システムに損傷を与え、

それにより、大気圏再突入時に軌道船の機体が溶解し、空中分解した。スペースシャトルの基礎設計要

求には、剥脱物が出てはならないと規定されていたが、脱落した断熱材が軌道船に衝突することは、ス

ペースシャトルの初飛行以来ほとんどのフライトにおいて見られた現象であった。技術者を含めた NASA

のスタッフはそれを、「受け入れ可能」であると見なしていた。コロンビア号の場合、脱落した断熱材が衝

突したのは軌道船の左翼前縁部であった。この部分は、軌道船の大気圏再突入時に 1600℃以上という

最も過酷な環境に曝される。それまでのフライトでの衝突箇所はほとんどが軌道船の機体側面であった。

コロンビア号の機体に断熱材の破片が衝突した際に、現場の技術者たちと管理者たちとの間に見解の

対立が生じた。現場の技術者たちは、断熱材の破片が衝突したことにより軌道船の左翼に異常が生じて

いる可能性があると推定し、安全確保のため軌道船を地上から撮影するよう軍に要請する必要があると

考えた。管理者たちは、「逸脱の正常化」という思考に強く支配され、フライトスケジュールの厳守を重視

した。最終的には、軍による軌道船撮影は行われず、断熱材の破片の衝突は安全上問題なしとされた 18。

この場合、現場の技術者たちは一致して「逸脱の正常化」に陥っていたとは言えないかもしれないが、

管理者たちの意見に押される形で現場の技術者たちは自己の意見を引っ込めてしまったのは事実である。

その意味で、少なくとも現場の技術者は一致して、「逸脱の正常化」という思考を容認してしまった、とは

言えるであろう。そして、組織全体として、「逸脱の正常化」という思考に従った選択を行った、と言える。

チャレンジャー号爆発事故を経験していたにもかかわらず、コロンビア号空中分解事故に至るまで、断

熱材の破片の衝突は「受け入れ可能である」という「逸脱の正常化」の思考が NASAを支配し続けてい

たことは驚くべきことである。チャレンジャー号爆発事故の後、「逸脱の正常化」という思考が批判され、

組織の改編が叫ばれたはずである。それにもかかわらず、「逸脱の正常化」という思考は維持されていた。

それほど、個々の技術者において、そして組織全体としても、「逸脱の正常化」という思考傾向は根強い

ということなのである。

第三に、NASAという専門家組織の信念・精神・文化の問題である。NASA の職員には、「有人宇宙

飛行計画が実行可能な唯一完璧な場所としての NASA」、「人類を代表して困難な目標を達成するための

最高の組織（NASA）」という信念があり、「不屈の精神」として特徴付けられる「なせば成る（CAN…DO）

文化（精神）」が存在していると言われている。これらの信念や精神・文化はアポロ時代に培われたもの

である。問題は、アポロ時代以降、予算と人員の大幅な削減が行われた状況においても、こうした信念

や精神・文化は強固に維持されていたということである。NASA は、「なせば成る精神」のもと、宇宙開

発の規模を縮小することなく、少ない予算であまりにも多くのことを行うという無理を重ねていたのであり、

また、外部からの批判や勧告に対しては「完璧な場所」という自負心が NASAという組織の自己改革を

妨げていた、と指摘されている。そのような状況の中で、チャレンジャー号爆発事故やコロンビア号空中

分解事故が発生したのである 19。

18…以上の経緯については、澤岡（2004:…55-67）を参照。
19…以上の状況については、澤岡（2004:…79-82,…103,…195,…197）を参照。
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ここには、組織が有する信念・精神・文化がいかに強く個々の技術者と組織全体を支配するかという点

が示されている。組織を変革するためには、組織が有する信念・精神・文化の変革の問題を解決しなけ

ればならない。信念・精神・文化は組織を構成する重要な要素なのである。しかし、組織内部から組織

の信念・精神・文化を変革していくことは極めて困難なことである。

5.　双方向的コミュニケーションと信頼関係の構築

前の第 3 節と第 4 節においては、科学技術の安全性・リスクの問題を考えるうえでの科学技術・技術

者（集団）・専門家組織の限界について指摘した。それにより、問題の所在はただ単に、意思決定・責任

のあり方などに関連する複雑化した組織の仕組み・構造を健全なものに作り変えていかなければならない

という点にあるのではないということを明らかにしてきた。科学技術の安全性・リスクの問題を考えるうえ

で技術者（集団）・専門家組織を超えた視点が必要なのである。つまり、「科学は必要だが、科学だけで

は解けない問題」の領域が出現し拡大してきている現代社会において、技術者個人がどのように科学技

術の安全性・リスクの問題に対処していくかという視点（視点①）や、集団・組織としての技術者がどの

ように科学技術の安全性・リスクの問題に対処していくかという視点（視点②）を超えて、技術者（専門

家）と一般人（非専門家）のコミュニケーションが重要となる。しかし、そのコミュニケーションは、単に

技術者から一般人へと一方的に情報を伝達するというもの（視点③）ではなく、相互に情報を伝達し学ぶ

という双方向的なもの（視点④）でなければならない。技術者と一般人の双方向的コミュニケーションに

よる協働によって、科学技術の安全性・リスクの問題について社会的合意を形成していく努力が必要であ

る。この技術者と一般人の双方向的コミュニケーションによる協働は具体的には、科学技術のリスクを評

価し、その評価されたリスクを受け入れるかどうかを決定する場面や、科学技術のリスク評価に基づいて

政策・方針を決定していく場面などにおいてその有効性を持っている20。この技術者と一般人の双方向的コ

ミュニケーションによる協働の過程において、組織の在り方についても考えていかなければならない。

チャレンジャー号爆発事故の事例は、以上の考え方の重要性を示していると見ることができる。この事

例で問題に関わっていた一般人とは具体的には、スペースシャトルの乗組員の家族や一般の国民等々であ

る。例えば、こうした一般人を構成員として含めた、NASA から独立した安全評価組織を作り、この安

全評価組織と NASA が双方向的コミュニケーションを通して協働することにより、スペースシャトルに関

するリスクの評価、リスク受け入れの審議、方針の決定がなされる必要があった。この双方向的コミュニ

ケーションによる協働作業は同時に、NASAという組織の閉鎖性を打破することにもなったであろう。

ここで重要なのは、双方向的コミュニケーションという対話は、技術者と一般人の間の信頼関係の構築

と密接に関わっている、ということである。技術者と一般人が、双方向的コミュニケーションという対話に

よって科学技術の安全性・リスクをめぐる問題の解決へと踏み込んでいくことによってはじめて、技術者と

一般人が相互に信頼関係を構築していくための扉を開くことが可能となるであろう。さらには、技術者と

一般人が、双方向的コミュニケーションという対話を通して科学技術の安全性・リスクをめぐる問題の解

決へと努力を続けることで、技術者と一般人の間に相互信頼の関係が育っていくであろう。そして、両者

の間に相互の信頼関係が成立することによって逆に、科学技術の安全性・リスクをめぐる問題に解決をも

20…一般人も、高度な科学技術を理解して、政策決定において専門家と対等な役割を担うことが可能であるという点については、廣
野（2002）、小林（2004）、平川（2010:…49-62,…161-165）などを参照。
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たらすことが容易となるであろう。

しかし、実際に技術者と一般人の間に双方向的コミュニケーションという対話を実現していくことには困

難な問題点が伴っている。次に、その問題点について述べる。

6.　双方向的コミュニケーションの問題点

第一に、科学（技術）が客観的で確実なものであるという考え方は根強いという問題である。この考え

方は、専門家だけで問題を解決できるという考え方につながっていく。この科学（技術）が客観的で確実

なものであるという考え方は、技術者と一般人の両者にありうるが、技術者にとってより本質的であるよう

に思われる。それには、科学教育が深く関係している。科学教育においては、教科書を使い、あらかじ

め設定された標準的なパズルを解くための徹底的な訓練が行われる。それぞれのパズルにはただ一つの

正解があり、その唯一解を見つけることができるよう学生を導く努力がなされる。さらに、科学は価値か

ら自由であるということが学生に教え込まれ、科学は不確実なものであるという視点は抑制される21。この

ような科学教育によって訓練された技術者が、科学技術に関する一般人の見解を客観性のない不確実な

ものと見なしたり、一般人に対しては、専門家の見解を客観的で確実なものとして主張したりする傾向が

あるように思われる 22。これでは、一般人の目に技術者が尊大に映り、技術者と一般人の間にギャップが

生じ、技術者に対する不信感を招いてしまうことにもなる。

人は、小学校から大学や大学院に至る科学教育を通して、一人前の技術者になっていく。科学教育は、

技術者にとって本質的な要素を成している。そのような科学教育を批判的に吟味するということは技術者

にとって困難なことではないかと考えられる。

第二に、科学技術のリスク評価をめぐり専門家と一般人の間に深刻な対立があり、それに関連して専門

家と一般人のそれぞれに問題点がある。

専門家はリスクの定量的な分析を目指す。すでに述べたように、定量的リスク分析では、リスクは、「有

害事象の生起確率」と「有害事象による損害の大きさ」の積として定義される。「有害事象による損害の

大きさ」として注目されるのは、「人の死」、「損失余命（全うしたであろう寿命が短くなった分）」である。

つまり、専門家は、定量的リスク分析により、確率や死亡者数・損失余命日数といった数値化可能なもの

を使い、できる限り客観的で合理的なリスク評価の基準を与えようとする 23。

これに対して、一般人は、リスクが持つ、量的なものには還元できない質的な側面に注目する。すな

わち、一般人は、リスクについて判断する際には、「恐ろしい」ものと「未知の」もののリスクに敏感であ

り、そうしたリスクを高く見積もり、リスクに関する「同意」や「同意の手続き」、危険を引き起こす行為

などの「制御」や「制御の手続き」を重視する。「恐ろしい」には、「制御不能」や「カタストロフィー的」

などの概念が関連しており、「未知の」には、「観察不可能」、「新しい」、「科学的に解明されていない」な

どの概念が関連している。一般人が「恐ろしい」ものや「未知の」もののリスクに敏感であり、そうしたリ

スクを高く見積もるのは、「社会的な安定性と結束性に関する直観」の現れである。また、一般人が「同

意」・「同意の手続き」や「制御」・「制御の手続き」を重視するのは、「手続き的、民主的価値」を重視

21…Ravetz（2006:…62-63,…91）を参照。
22…Ravetz（1999:…649）、小林（2004:…289,…306-307）、平川（2011:…86-89）、比屋根（2012:…123-125）などを参照。
23…ただし、注 17 で述べたように、専門家にも、専門家に固有のバイアス（偏り）が存在することを忘れてはならない。



� 技術者と一般人の信頼関係構築のために　　　大石敏広（北里大学）

� 13

しているからである。このように、一般人のリスク評価にはそれ独自の、科学的な合理性には還元できな

い合理性がある 24。

ここには、専門家と一般人のそれぞれが着目する価値における相違が示されている。技術者は、科学

的に正しい知識・情報を誠実に一般人に伝えていくということで終わるのではなく、一般人がどのような

価値を重要視するのかを理解して、一般人とともに多様な価値の統合に努力するという誠実さを示す必要

がある。技術者は、専門家の定量的リスク分析のみが合理的なものであり、一般人のリスク評価は非合

理的であるという考えを捨てなければならないのである。しかし、このこともまた、上記の第一の問題点

と関連して、技術者にとって困難な課題であることは確かである 25。

一般人の側にも克服すべき点がある。まず、リスクに対して一般人が感情的な反応をしてしまうことが

多 あ々る。感情的になり、専門家による定量的リスク分析を全く否定してしまう恐れがある 26。また、個 人々

の経験やマスコミの報道が一般人のリスク評価に大きな影響を与える。一般人は、ある事象（例えば、が

んや洪水）によって知人が死んだり、被害を受けたりしているのを目撃した場合、その事象による死亡者

数を実際より高いものと見なす傾向がある。マスコミによる致死事象の報道頻度や報道量は、その事象に

よる実際の死亡者数を反映しているとは限らない。しかし、報道頻度が上がったり、報道量が増えたりす

ることによって、一般人による死亡者数の評価が実際よりも高くなる傾向にある 27。一般人は、一般人の側

にこうした問題が存在するということをしっかりと自覚し、非合理的な行動に走らないようにしなければな

らない。

以上の二つの問題点は、技術者と一般人の間の双方向的コミュニケーションを実現していくうえでの本

質的な問題点である。これらの問題点は解決が困難ではあるが、それを克服することなくして、真の双方

向的コミュニケーションは実現できないし、技術者と一般人が相互に信頼関係を作り上げていくこともでき

ない。

以上の二つの問題点を解決するにはどうしたらいいのだろうか。まず、この問題点の直接的な解決策に

ついて述べ、次に、双方向的コミュニケーションと設計的思考の協働による解決策について述べて、本論

を閉じることとする。

7.　直接的な解決策

まず、問題点の直接的な解決策として三点指摘する。

第一に、技術者倫理の具体的な講義形態について考える必要がある。理工系の学生の倫理・道徳に対

する印象はあまりいいものではないと思われる。その原因の一つが、倫理・道徳の問題について議論して

24…一般人のリスク評価については、Slovic/Fischhoff/Lichtenstein（1980）、Fischhoff/Slovic/Lichtenstein（1982）、Slovic（1987）、
Fiorino（1989）を参照。

25…専門家が一般人の価値観を理解するのが困難であることを示すものとして、月刊誌『WiLL』（11 月号緊急増刊、2012 年 11 月
10 日発行）の「マス・ヒステリー「原発ゼロ」でいいのか !」というテーマに関する記事を参照のこと。専門家が信頼を失った事
例として、Collins/Pinch（1998:…113-125）を参照。また、2012 年 3 月末から首相官邸前で行われていた原発再稼働反対のデモ
を「愚者の行進」であると断ずるある経済学者の主張と、それに対する一般市民からの反論について次の新聞記事を参照のこと。

「愚者の行進にすぎず」（琉球新報 2012 年 8 月 6 日（月））、「論壇　あきれた脱原発デモへの批判」（琉球新報 2012 年 8 月 15
日（水））。

26…中西（1995:…113-115）を参照。
27…岡本（1992:…76-84）を参照。
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も明確な一つの答えを引き出せないことが多い、という点にある。ここには、科学（技術）は客観的で確

実なものであるということが肯定的に前提されているのではないかと考えられる 28。

それでは、現代社会における科学技術の問題を解決するにはそのような前提が妨げになるということを

学生に理解させるためにはどうしたらいいのか。その一つの方策として、「PBL（Problem-Based…Learning:

問題解決型学習）」や「学生参加対話型教育」などを利用して、科学技術に関する具体的な問題につい

て対話を通して考えていくという講義がある。それは、他者との対話を通して学生に自ら考えさせることに

よって、現代社会の重大な問題として、「科学は必要だが、科学だけでは解けない問題」が存在している

ということ、そして、その問題の解決には専門家と一般人の協働が必要であるということを実感させると

いう方法である。

第二に、倫理学者・哲学者と技術者・科学者の教育上の協働が必要である。技術者の卵である学生の

倫理教育を進めていくうえで、倫理学者・哲学者の考え方と技術者・科学者の考え方の間に不整合性が

あってはならない。両者は、前節で述べた問題点を自覚して、双方向的コミュニケーションを推進する重

要性を認識する点で一致していなければならない。

しかし、すべての技術者・科学者が、その問題点と、双方向的コミュニケーションを推進していくこと

の重要性について認識しているわけではないであろうし、大学などの高等教育機関のすべてにおいてその

問題点が自覚され、双方向的コミュニケーションを実現するための取り組みが全体的に行われているわけ

でもない。このことは、「科学コミュニケーション」の概念の理解とも関係している。日本において科学コ

ミュニケーションがクローズアップされるようになったのは、1994 年に「若者の科学技術（理科）離れ」の

懸念が表明されたのが大きな契機であったという。その後、1990 年代末から、「科学コミュニケーション

の振興」ということで双方向的コミュニケーションの重要性が指摘されてきたという29。しかし、現代にお

いても、高等教育機関を含めた多くの教育機関において依然として、「科学コミュニケーションの振興」と

いうことが、科学技術の啓蒙を行い、若者の科学技術（理科）離れを防ぐ活動として理解されているの

ではないだろうか。

以上のような現状において、倫理（特に技術者倫理）に携わる倫理学者・哲学者は、教育上の同僚で

ある技術者・科学者との対話を通して、問題点の自覚と双方向的コミュニケーションの重要性について彼

らに訴えていく必要がある。ただし、それは極めて困難な仕事であることは確かである。

第三に、一般人の側で科学技術に対する理解を高めていく努力が必要である。これは、一般人の側が、

科学技術と社会との関わりについて認識し、科学技術に関連する社会問題の解決のために科学技術をど

のように取り扱っていくべきかを考える能力を養うという問題である。

この問題と関連して、一般人の「科学技術リテラシー」ということが言われてきた。「科学技術リテラ

シー」とは、基本的な科学概念・理論、科学的活動、科学・技術と社会の関係について理解でき、科

学・技術が関わる問題の解決のためにその理解したものを使いこなすことができ、獲得した知識に基づ

いて自ら的確な判断ができ、科学・技術の問題について他者と議論ができることを意味する 30。

しかし、こうした科学技術リテラシーを科学技術の非専門家である一般人が一人で身につけることは極

めて困難である。そこで、それを補うものとして、社会において一般人が抱える問題の解決のために研究

28…ここで述べた見解は特に、私が沖縄工業高等専門学校に勤務していた時の経験に基づいている。
29…「科学コミュニケーション」の概念の日本における変遷については、藤垣・廣野（2008）を参照。
30…廣野（2008:…75-76）を参照。
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をサポートする「サイエンス・ショップ」、専門家と一般人が科学技術の問題について気軽に語り合う「サ

イエンス・カフェ」や「テクノロジー・カフェ」などがある 31。ただし、現時点においてはいくつかの課題が

あり、それらの課題を解決していく必要がある。例えば、サイエンス・ショップやサイエンス・カフェ（テク

ノロジー・カフェ）の全体的な組織レベルでのネットワークを整備する必要がある。サイエンス・ショップ

については、財源をどう確保するかという問題もある。さらに、特に重要な問題として、大学ベース型サイ

エンス・ショップをどう組織するかという問題がある 32。こうした課題を少しずつ解決して、一般人の側での

科学技術に対する理解を高めていかなければならない。

8.　設計的思考との協働

近年、技術者倫理の分野において、工学の設計問題とのアナロジーに基づいて倫理問題を考察すると

いう考え方が注目されている。これは、工学の設計問題がどのように解決されているかを見ることによって、

そこから、倫理問題を解決するための方法論を引き出そうという考え方である。そうして引き出された方

法論は、工学の設計問題を解決するための方法論であると同時に、倫理問題を解決するための方法論で

もある。この方法論を、「設計的思考」と名付けておく。この設計的思考の特徴として次の点を挙げるこ

とができる。

①制約条件の複雑性とトレード・オフ

②制約条件の一つとしての倫理的価値

③複数解の容認

④行為者の方法論としての設計的思考

①は、次のような特徴である。問題を解決していく際に、多様な制約条件を考慮しながらそれらの全

体をできるだけうまく総合していかなければならない。多くの場合制約条件は相互に対立する関係にある

ので、制約条件のすべてを同時に完全に満たせないことがしばしばある。従って、それぞれの状況でそ

れぞれの制約条件にどれほどの重み付けをして、どのような優先順位付けを行うかを考えながら、制約条

件間のトレード・オフ（対立の折り合い付け）を実行して、制約条件の全体をできる限りうまく一つにまと

めていくことが必要となる。

②は、次のような特徴である。問題を解決していく際の制約条件の一つとして倫理的価値が存在する。

従って、倫理的価値もまた、制約条件の一つとして、多様な制約条件の間のトレード・オフに巻き込まれ

ている。倫理的価値として例えば、安全性がある。激しく衝突しても壊れない安全な自動車を作ろうとす

れば、それだけ車体重量が増えてしまい、燃費が悪くなってしまう。製造コストも高くなってしまう。重量

や燃費や製造コストなど他の制約条件と比較しながら安全性という制約条件のトレード・オフが行われる。

③は、次のような特徴である。どの制約条件にどれ程の重み付けをしてどのような優先順位付けをする

かは、どのような視点から考えるかに応じて様 な々可能性があるのだから、トレード・オフの仕方にも複

31…サイエンス・ショップについては、平川（2002:…186-195）を参照。サイエンス・ショップに近い活動を日本で積極的に推進した人
として、高木仁三郎がいる（高木（1999a）、高木（1999b）を参照）。サイエンス・カフェについては、平川（2010:…67-70）を参照。

32…平川（2002:…200-202）、額賀（2012:…37-38）を参照。
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数の可能性がある。従って、トレード・オフによって制約条件の全体を総合して問題を解決していこうとす

ると、問題の解決策にも複数の可能性があるということになる。複数の解決策を前にして問題に関わる人

たちは、その都度、どの視点に立って、複数の解決策の中からどの解決策を採用するかに関して決定で

きるよう努力しなければならない。もちろん、なかなか決定に至らないこともある。

④は、次のような特徴である。設計的思考とは、社会で生じている問題に直面している行為者が、問

題にかかわる主体として時間の制約のもと、問題が生じている現場の状況に即して問題の解答を模索して

いくという考え方である。現場においては問題そのものが変化していくこともあり、その都度可能な解決

策を模索していかなければならない。従って、解決策も変化していく可能性がある。解決策は「絶対的解

答」ではなく、常に「暫定的解答」である。また、設計的思考は、倫理的原理の適用により問題の唯一

解を引き出そうとする立場とは異なる。設計的思考は、複数の解答が可能であるという点を直視し、倫理

的原理にも配慮しながら、それを利用できる場合は利用しながら現場での問題解決を目指す 33。

一方、双方向的コミュニケーションの特徴は次のようにまとめることができる。

　双方向的コミュニケーションは、社会において生じている科学技術に関わる問題を解決しよう

とする過程で注目されてきた方法であり、問題解決を科学技術の専門家に任せきりにして専門家

の手法に委ねるのではなく、多様な価値観を示す問題関係者全員が協働して合意を目指して問

題を解決していくための方法である。

この双方向的コミュニケーションの方法論との関連から設計的思考の特徴を捉え直してみると、次の点

を析出することができる。

（1）…設計的思考は、現代社会における問題の解決を、その問題に直面している私たちが、社会という

現場において解決することを目指している。

（2）…設計的思考は、問題解決において関わってくる多元的な要素・価値の存在に着目する。問題解決

のために、多元的な要素・価値に配慮しながら、それらをトレード・オフしていく必要性を認めて

いる。

（3）…設計的思考は、問題解決において、一つの決められた手続き・原理の適用により確実な一つの

解答（唯一解）を導出するという方法をとらない。そのような方法では、現代社会において生じて

いる重要な問題を解決することはできないと考える。

（4）…設計的思考は、複数の解決策がありうることを認め、その都度、複数の解決策の中からどの解

決策を採用するかについて問題の関係者たちが決定していくという立場である。

この（1）～（4）の特徴を双方向的コミュニケーションの特徴と比較すると、双方向的コミュニケーショ

ンと設計的思考には親和性があり、両者は相互に補い合うものであることが見て取れる。例えば、ある

科学技術のリスクを評価し、それを受け入れるかどうかを審議する場面において、専門家を含めた問題

関係者が双方向的なコミュニケーションを通して、安全性・リスクに関わる倫理的価値を含めた多様な価

値の間のトレード・オフについて協議し、複数ある解決策の中からどの解決策を採用するのかに関して合

33…設計的思考について詳しくは、大石（2013）を参照。
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意を目指していく、という手法が有効となるであろう 34。

以上のことから、設計的思考の重要性について訴えたり、設計的思考と双方向的コミュニケーションを

関連付けた教育をしたりすることによって、双方向的コミュニケーションについての理解を深めることがで

きると考える。それは、双方向的コミュニケーションに関わる問題点を解決するための一助となるであろう。

そもそも工学においては、設計問題の解決をする際にはこのような設計的思考という方法が実践されてい

る。このことは、双方向的コミュニケーションに関する問題点を克服する必要性が特に技術者によって理

解される可能性を示唆しているように思われる。
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