科学の価値自由性の批判的検討と代替的理念の探求
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第I部

序論

第1章

「科学と価値」の問題がなぜ重要な
のか
現代社会は科学技術に大きく依存している。その事実に異論を唱える者はほとんどいな
いだろう。だが、その事実をどのように受け止め、これから何をすべきなのかは、百家争
鳴と言うに相応しい。科学技術は、社会を支えると同時に、社会を脅かしてもいる。科学
技術なしに私たちの生活を維持することはできないが、歴史上、数えきれないほどの災厄
が科学技術によって生み出されてきた。科学技術をどのように舵取りするかは、現代社会
にとっての根本的な問いの一つである。
科学技術のコントロールのために、専門家*1 による予測や評価は欠かせない。私たち
は、種々の専門家によって安全性を評価された製品に取り囲まれている。食品も、電化製
品も、医薬品も、原子力発電所も、効果やリスクについて専門家の評価を受けている。ま
だ存在していない、これから導入される新しい科学技術も、将来生じるであろう利益とそ
れに伴うであろうリスクについて、専門家が様々な評価を加えている。これからどのよう
な科学技術を導入し、私たちの社会がどう変わっていくべきかについて考えるときには、

100 年後の地球の気候がどうなるかまで視野に入れる必要があるかもしれない。そのよう
なずっと将来のことについても、科学者たちによる予測が行われ、その予測には国際的に
重要な位置付けが与えられている。
安全な暮らしを維持するためにも、社会の直面する危機をうまく乗り越えるためにも、

*1

本稿では、専門家・科学者・研究者といった用語をそれほど細かな区別をせずに用いる。これらの用語の
微妙なニュアンスの違いは、本稿の議論には大きな影響を与えない。ただし、本稿はいわゆる自然科学系
（医学を含む）の専門家を想定しており、人文科学系の専門家については取り上げない。後者の専門家に
とって、本稿の議論がどのような意義を持つかは今後の検討課題としたい。

2

専門家の存在が不可欠に思える。しかし、私たちは本当に専門家に頼っていていいのだろ
うか。専門家の予測や評価は私たちの社会の中に深く浸透しており、専門家に頼っている
ことを日常生活の中で殊更に問題として意識することは少ないかもしれない。だが、科学
技術のコントロールの失敗が目立つようになると、社会にとって専門家がどのような存在
なのかが厳しく問い直されることになる。このことは、2000 年代の日本の科学技術社会
論において「トランスサイエンス論」が隆盛したことによく表れている。
トランスサイエンスという言葉は、米国の物理学者アルヴィン・ワインバーグ (1915-

2006) が生み出したものである (Weinberg, 1972)。彼は、科学技術をめぐる社会的論争の
多くが「科学に問うことはできるが、科学によって答えることができない問い」に依存し
ていることを指摘した。低線量放射線被曝がどの程度がんを増やすことになるのかという
問いや、原子力発電所の事故リスクがどれほどなのかという問いは、社会的論争の中心的
な争点であり、科学の言葉で表すことができるにもかかわらず、現在の科学ではその問い
に確固とした答えを与えることができない。そのような問いをワインバーグは「トランス
サイエンス的な問い」と名付け、科学者は科学によって答えられる領域に留まるべきであ
り、トランスサイエンス的な問いについては市民の発言権を認める他ないのだと論じた。
科学論の研究者だった小林傳司は、以上のようなワインバーグの議論を現代的にアレン
ジして復活させ、日本の科学技術社会論を大きく発展させた。彼の著書『トランス・サイ
エンスの時代』は、専門家も答えに窮するトランスサイエンス的状況が社会の中に数多く
生じていると診断し、現代の科学技術が社会にもたらしている軋みに対する有効な処方箋
として、双方向的な科学コミュニケーションや市民参加を力強く提案するものだった (小
林, 2007)。小林の議論は広く受け入れられ、トランスサイエンスという言葉はその後、科
学と社会の関係をめぐる国内の議論で非常によく使われるようになる (e.g. 日本学術会議,

2014; 日本学術振興会, 2015)。注意深く検討すると、この言葉は多義的に使われており、
ワインバーグと小林の用法には無視できない違いもあるのだが*2 、そうした問題を一旦脇
に置いても、小林の議論が大きな影響力を持ったという評価は揺るがないだろう。
小林の著書『トランス・サイエンスの時代』の中心にあるのは、
「科学技術のシビリアン・
コントロール」という考え方である。同書は次のように締めくくられる（pp. 281–282）。
トランス・サイエンス的状況は、科学技術の成果に大幅に依存した社会を選択し
たことの必然的な帰結なのである。われわれはいかに科学技術に投資をし、その研

*2

筆者は別稿でトランスサイエンス概念の多義性の問題について論じ、ワインバーグの用法と小林の用法
を両方とも許容できるよう、「トランスサイエンス的な問い」の定義を修正することを提案した (清水,
2021a)。

3

究を進めようとも、システムの巨大さに起因する不確実性からのがれることはでき
ないであろう。世界は確率論的に描写され、「ゼロリスクはない」と専門家は言い
続けるであろう。しかしこれは言い換えれば、いつでも災厄が起こり得るというこ
とである。
であるとすれば、奇妙な言い方ではあるが、「納得のいく」災厄であってほしい。
トランス・サイエンス的状況における意思決定は、専門家の知の限界を見極め、ト
ランス・サイエンスの共和国という拡大されたピアによって下す以外にない。もち
ろん、失敗は避けたい。しかし、究極のところ、われわれにできることは、合理的
な失敗の方法の模索に尽きるかもしれないのである。失敗するとすれば、納得して
失敗したいではないか。トランス・サイエンスの時代、科学技術を使いこなすには
これくらいの覚悟がいるようである。
このメッセージは、小林の言う「科学技術のシビリアン・コントロール」の核心部分を
よく表しているように思われる。文中に登場する「トランス・サイエンスの共和国」とし
て想定されていたのは、科学技術の問題について専門家と市民が対話し、共に意思決定を
行うような公共的フォーラムである。小林が熱心に語っていたのは、科学技術のコント
ロールを専門家に委ねるのではなく、コンセンサス会議をはじめとする市民参加の取り組
みを通じて、科学技術の影響を受ける市民が納得するような意思決定にすることの重要性
である。
現在から振り返れば、科学技術のシビリアン・コントロールを目指す小林の議論は、科
学と社会の関係をめぐる議論の一つの到達点だったと言えるだろう。それというのも、科
学と社会の関係をめぐる議論はその後、小林の描いた将来像の実現へ向けて着実な歩みを
重ねたというよりは、目的地を見失い混沌とした状況に陥ってきたからである。そのよう
な状況が生じた理由としては、次の三つが考えられる。
第一に、科学技術への市民参加の試みを積み重ねる中で、これまでの手法の限界や課題
が明らかになってきた。市民参加の代表的手法であるコンセンサス会議についても、限ら
れた参加者が社会を代表しているとは言い難いこと、限られた時間の中では十分な合意を
形成しにくいこと、コンセンサス会議の結論や成果物に政治的影響力を持たせるのは難し
いことなどが、実践から得られた反省として明確になってきた (三浦・三上, 2012)。加え
て、コンセンサス会議は専門家による意思決定の独占への対抗的回路として語られてきた
にもかかわらず、研究者や行政機関が一定のフォーマットに沿ってトップダウンで実施し
ているという事実があり、別種の専門家による「人工的な実験」なのではないかと指摘さ
れるようになってきた (Bogner, 2012)。このような指摘の背景には、科学技術への市民
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参加を代表する取り組みとして位置付けられてきたコンセンサス会議が、その実、本当に
民主的と言えるのかに疑問が生じてきているということがある。
第二に、従来の市民参加論は市民の能力を過大評価してきたという批判が強まってき
た。例えば、科学者は理想化された状況の知識を用いる一方で、市民はそれとは異なる
「ローカルナレッジ」を持つことが、科学技術への市民参加を支持する根拠の一つとされ
てきた (e.g. 藤垣, 2003, 第 6 章)。このローカルナレッジの代表例は、英国の科学技術社
会論研究者ブライアン・ウィンの示した羊農家の事例である。1986 年のチェルノブイリ
原発事故後、飛散した放射性物質によって英国のカンブリア郡の湖水地方が汚染され、科
学者の予測に基づく行政の対応は二転三転したが、羊農家たちは科学者の予測がその土地
の実態に合わず信用できないものとわかっていた (Wynne, 1996)。この事例は、科学の
限界を明らかにすると同時に、市民の潜在的合理性を示すものとして市民参加論の有力根
拠とされた。だが、後の批判では、ウィンの事例のようなローカルナレッジを持つ市民は
ある種の専門家と言うべきであり、一般市民の誰もが科学技術についての専門知を持つと
いう主張は誤りだと指摘された (Collins and Evans, 2007, ch. 2)。
さらに、市民の能力を批判的に検討するならば、市民が適切な専門知を参照しないせ
いで社会問題を引き起こしてしまっているように見える実例もある。英国の医師アンド
リュー・ウェイクフィールドらが MMR ワクチン（はしか・おたふく・風しん混合ワク
チン）を自閉症に関連付けた事例では、メディアがワクチンの危険性を煽る報道を加熱さ
せたが、後にウェイクフィールドらの利益相反や研究不正が発覚して根拠論文が撤回され
る事態となった。専門家は当初から MMR ワクチンと自閉症の関連性に懐疑的だったが、
メディアも市民もウェイクフィールドに同調し、有益なワクチンに間違ったレッテルを
貼ってしまったのである。そのため、この事例は、専門知を持たない一般市民に科学の扱
いを任せることの危険性を証立てるものと見なされている (Collins, 2014, ch. 4)。
第三に、民主主義の健全な作動を楽観視できなくなってきたという問題もある。たしか
に、市民がたとえ科学技術についての専門知を欠いていたとしても、民主主義の下では、
市民は政治を語り、直接的・間接的に社会的意思決定に関与する権利を付与されているは
ずである。しかし近年、政治的分極化の進行やポピュリズムの台頭が、民主主義の危機を
示す現象として注目を集めている。例えば、米国ではピューリサーチセンターの継続的調
査から、時を経るにつれて保守派とリベラル派の双方が対立姿勢を強め、中間層が減っ
てきたことがはっきりと示されている (Pew Research Center, 2014)。多様な見解を持つ
人々がお互いに歩調を合わせるのをやめてしまえば、社会的意思決定は相対的マジョリ
ティ以外に大きな不満を残すものになり、対立はさらに深まってしまうだろう。
現代社会の分極化やポピュリズムの原因として語られているのが、SNS 上の「フィル
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ターバブル」や「エコーチェンバー」である (e.g. Pariser, 2011; Sunstein, 2017)。端的
に言えば、情報技術に備わるアルゴリズムや人々の性向により、自分と同質的な意見ばか
りを見聞きする人が増えたために、分極化が進んでいるのではないかと危惧されているの
である。SNS が分極化の本当の原因と言えるかについては研究途上であるが (cf. 田中・
浜屋, 2019)、情報技術を利用した新たな世論操作の可能性も懸念されているところであ
り (e.g. Bartlett, 2018)、現状では、単に市民の声を政治に届ければ意思決定がうまくい
くとは楽観視できない。社会における情報技術のあり方を含め、民主主義を健全に作動さ
せるための基盤から再考する必要が生じてきているのである。
以上のようなことから、科学技術のシビリアン・コントロールを目指す動きは、大きな
障害にぶつかっている。科学と社会の関係をめぐる議論は、小林の議論の影響力にもかか
わらず、未だに根本的なレベルの問い直しを必要としていると言えるだろう。
ところで、科学と社会の関係は、小林とは別の向きから考えてみることもできる。科学
、、、、、、、、、、
と社会の関係を、社会が科学をどうコントロールするかではなく、科学の側が社会にどう
、、、、、、
働きかけるかという観点から考えるのである。こちらの向きからの検討はこれまであまり
注目されてこなかった。しかし、こちらの向きから歩みを進めることで、社会の側から科
学を考える際の手がかりが得られるかもしれない。特に、科学と社会の関係を根本的なレ
ベルで問い直そうとするときには、これまで注目されていなかった向きの検討が新しい足
場を与え、新たな可能性の発見につながるかもしれない。

1.1 社会派科学哲学の興隆
小林は、科学と社会の関係において、市民が科学技術をコントロールすることが重要だ
と強調した。しかし他方で、専門家はどう振る舞えばよいのだろうか。専門家は、自分の
責任をどのように区切り、社会の期待にどこまで応えればよいのだろうか。市民や政治家
の言いなりになるべきだろうか。専門家個々人の好みや直観に任せるしかないのだろう
か。あるいは、専門家個々人ではなく、科学の実践をとりまく慣習や制度は、社会の中で
どのようにあるべきなのだろうか。それらもやはり科学者たちの自由にさせる他なく、外
部からのコントロールを一切行ってはいけないのだろうか。それとも、科学者の意見など
無視して、社会の要請を満たせるよう徹底的な改革を目指すべきなのだろうか。
もう少し具体的な問題を考えてみよう。例えば、気候変動問題について、科学者は一体
どこまで政治に踏み込んでよいのだろうか。2015 年に採択されたパリ協定では、産業革
命以前からの世界全体の平均気温上昇を 2◦ C 未満に抑え、さらに 1.5◦ C 未満になるよう
努力することが世界共通の目標として定められた。1.5◦ C 目標を実現するためには、2050
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年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロ（いわゆるカーボンニュートラル）にする必
要があると考えられているが、対策は遅々として進んでいない。もし本当に 2050 年まで
のカーボンニュートラルを実現させるなら、私たちの社会は劇的な変革を必要とするだろ
う。しかし、そのような変革は、私たちの暮らしや経済活動に無視できない負担を生じさ
せることになる。
こうした状況の中で、気候科学の専門家が何についてどこまで言うべきかという問題が
生じている (cf. 朝山他, 2017)。気候変動の将来予測は、非専門家には容易に理解できな
い専門的内容を含むが、人類社会の行く末を大きく左右する国際的争点でもある。気候科
学の専門家は「このままのペースでは目標を達成できない」というメッセージを発信する
べきだろうか。そのようなメッセージは、専門家として責任を果たすために積極的に言う
べきものかもしれないが、そもそもの気候変動予測の不確実性についてどこまで言い添え
る必要があるだろうか。あるいは、気候科学の専門家が「原子力発電の利用を拡大するこ
とが気候変動対策に有効だ」というメッセージを発信することは、非難されるべきだろう
か。もしそれが非難に値するように思えるとすれば、それは単に専門外のことを言うべき
でないという理由からだろうか。原子力発電の利用そのものに問題があるからだろうか。
それとも、メッセージの内容が何であれ、気候科学の専門家としての権威を持つ者が政治
に影響力を及ぼすことに問題があるからだろうか。
気候変動問題に限らず、私たちの社会は多くの問題について専門家の科学的助言に頼っ
ている。科学的助言は、科学と社会の関係を語る際のキーワードとして、大きな注目を集
めている。例えば、日本学術会議が 2013 年に「科学者の行動規範」を改定した際、科学
的助言という項目が次のように書き加えられた。
科学者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学
的な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、科学者の発言が世論及び政策形成に
対して与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言
の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性につ
いて明確に説明する。
ここには、科学的助言がどのようなものであるべきかについて多くの示唆が含まれてい
るものの、はっきりしていないことも多い。「公共の福祉に資することを目的として研究
活動を行い」と書き添えられていることは、科学的助言の内容についてどのような含意を
持つのだろうか。「客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言」とは、結局のところ、根
拠に基づいていれば原子力発電の推奨まで踏み込んでよいということなのだろうか。「科
学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する」ことが求められると
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すれば、自身が問題視する見解を批判したり、正当だと思う見解を擁護する行為も控え、
あくまで諸説の解説に徹するべきなのだろうか。実際のところ、科学的助言のあり方は多
様である。制度化された科学的助言を詳しく見れば、科学的助言を与える科学者たちの独
立性を確保しようとする制度もあれば、科学者とステークホルダーとの距離が近い制度も
ある (cf. 有本他, 2016)。
そもそも、科学と政治の間にはどれほど明確に境界線を引けるだろうか。科学技術社会
論の長年にわたる経験的研究は、とりわけ不確実性の大きい領域に関して、科学と政治が
明確に分離できないことを示唆してきた (e.g. Jasanoﬀ, 1990)。たとえ科学者が事実に関
する評価に専念し、政治的決定について明示的なメッセージを避けようとしても、当の事
実的評価の中に政治的判断が入り込み、政治的決定に影響を及ぼすかもしれない。あるい
は、科学的助言に「独立性」・
「中立性」
・「客観性」が保証されているという主張を一つの
言説として分析すれば、科学的助言は対立勢力に圧力をかけるための便利な道具であるこ
とが露わになるかもしれない。他方で、このように科学と政治の不可分性を強調すると、
科学が実際に信頼できる知識を生み出してきたという事実を忘れてしまいがちである。科
学の信頼性を維持しながら、科学と政治の二分法に陥らないような科学的助言は、決して
ありえないものなのだろうか。
科学と社会の間で生じる以上のような問題について、科学哲学でも関心が向けられるよ
うになってきた。「科学と価値 (science and values)」という見出しの下で論じられる科学
哲学である。これは例えば、化学物質のリスク評価、医薬品の臨床試験、気候変動予測な
どを題材に、科学の中にどのような価値判断が含まれているのか、どのような価値判断が
適切なのかについて、科学哲学の道具を使って分析するような研究である。
そのような研究が盛んになってきたことの背景には、科学哲学の分野内で従来よりも積
極的に社会に関わろうとする動きが生じてきているということがある。現在、海外では
「実践における科学哲学 (Philosophy of science in practice)」や「社会に関与する科学哲
学 (Socially engaged philosophy of science)」が勢いを増している。具体的な例をいくつ
か挙げると (cf. Cartieri and Potochnik, 2014, p. 905)、

• 2006 年に the Society for Philosophy of Science in Practice という新しい学会が
設立された*3 。

• 科学哲学を中心とする哲学総合誌 Synthese において、2010 年の第 177 巻第 3 号
で「科学哲学をもっと社会に関与させる」という特集が組まれた。

*3

http://www.philosophy-science-practice.org/ （アクセス日：2021 年 11 月 28 日）

8

1.2. 本稿の目標
• 2012 年に The Joint Caucus of Socially Engaged Philosophers and Historians of
Science という団体が設立され、 現在は Philosophy of Science Association 内の
委員会の一つとして、Socially Engaged Philosophers and Historians of Science

Community という組織に活動が引き継がれている*4 。
• 分析哲学を総合的に扱う学術誌 Erkenntnis において、2014 年の第 79 巻第 5 号で
「社会に携わる科学哲学」という特集が組まれた。

• 2014 年に The Consortium for Socially Relevant Philosophy of/in Science and
Engineering の最初の年次大会が開催された*5 。
国内でも、「応用科学哲学」(伊勢田, 2005) や「社会派科学哲学」(伊勢田, 2017) が提唱
されているところである。こうした新しい動きの中で、「科学と価値」は中心的な研究ト
ピックの一つとして活発に研究が進められている。
ここ数十年の科学哲学の中心がどのような研究であったかを知る者からすれば、以上の
ような動きは目新しく感じられるかもしれない。だが、科学哲学という分野が初めから社
会へのコミットメントを欠いていた訳ではない。例えば、科学哲学の代表的学会である

Philosophy of Science Association は 1932 年に設立されているが、初期の頃には科学者
や社会全体に実践的な貢献をもたらすことも学会の活動の一部に掲げられていた*6 。今で
は科学哲学に対する歴史研究が進み、科学哲学という営みが社会的影響を受けて変遷して
きたことがわかってきている (cf. 伊勢田, 2017)。そうであれば、現代社会に合わせて科
学哲学が新たな展開を見せようとしていることも、決して不思議なことではないだろう。

1.2 本稿の目標
ところで、「科学と価値」をめぐる科学哲学とは具体的には何を研究することなのか疑
問に思う人がいても不思議ではない。「科学と価値」という表現自体、非常に漠然として
おり、研究トピックのくくりとしては広過ぎるのではないかという意見ももっともだから
である。筆者自身、
「科学と価値」というのは研究トピックの表現としてわかりにくく、こ
の用語だけでは扱われている内容を的確に説明できない点に問題を感じている。しかし、
この用語が科学哲学の用語として使われる際には科学哲学独自の歴史的関心が伴ってお
*4

https://mms.philsci.org/projects/moreinfo.php?org id=PSA&pid=5223729 （アクセス日：2021
年 11 月 28 日）

*5

http://srpoise.org/ （アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
“A History of the PSA Before 1970” https://www.philsci.org/history of the association.php
（アクセス日：2021 年 11 月 28 日）

*6

9

1.2. 本稿の目標
り、実態としては一定程度の話題の選別が行われているため、一群の研究を指し示す用語
としてある程度便利なことも確かである。
「科学と価値」をめぐる科学哲学が特に関心を向けてきたのは、「科学内部の価値判断」
である。単刀直入に言えば、20 世紀の科学哲学では、科学内部の価値判断に関して次の二
*7
種類の理念が影響力を持った。

• 科学の価値自由性の理念：科学と価値は明確に別れている。科学者は科学だけに専
念し、価値の問題は科学の外部で決定されるべきだ。

• 認識論的純粋性の理念：科学と価値は明確に別れておらず、たしかに科学の中にも
価値判断が含まれる。しかし、価値判断の中には、科学の中で正統なものと、そ
うでないものがある。前者は認識的価値判断、後者は非認識的価値判断に対応す
る*8 。つまり、科学の内部で科学者が行う価値判断のうち、認識的価値判断は正統
だが、非認識的価値判断は正統ではない。科学の中の非認識的価値判断について
は、できるだけ科学の外部に押し出されるべきだ。
このように述べると大仰に見えるかもしれないが、これら二つの理念はそれほど突飛な
ものではない。もう少し平易な言い方をするならば、ここで言う理念とは、「科学のある
べき姿についての端的な見解」のことである。実際のところ、上記の理念は、科学のある
べき姿についてのよくある見解を端的に表したものと言っていい。例えば、科学のあるべ
き姿について、次のように言う人がいてもおかしくないだろう。
もし科学者が政治的価値判断を科学の中に持ち込むようになったら、科学の客観
性や信頼性が崩れ去り、科学のあるべき姿から遠ざかってしまうだろう。科学者を
政治的価値判断から遠ざけているからこそ、科学は客観性を持ち、信頼できる知識
を生み出すことができるのであり、科学者から中立的助言を得るということも可能
になる。だから、科学者それぞれに科学的な好みはあるにせよ、科学の中では原則
的に価値判断を排除すべきであり、とりわけ政治的価値判断は絶対に禁物である。
だが、「科学と価値」をめぐる近年の科学哲学はこうした理念に疑問を投げかけてきた。
筆者もこれらの理念を批判的に検討するつもりである。もう少し具体的に言えば、本稿は

*7
*8

この二つの理念のラベル名は Biddle (2013) を参考にしている。
認識的価値・非認識的価値の区別については第 2 章でもう少し詳しく説明する。さしあたって簡単な説明
をすると、認識的価値判断とは理論や仮説がデータをうまく説明できてよいといった価値判断のことで、
非認識的価値判断とは研究によって環境規制が進むのはよいことだとか、この研究結果は産業界にとって
大打撃になるから望ましくないといった価値判断のことである。
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次の二つのリサーチクエスチョンに取り組む。

1. 現実の科学者は、科学の内部から非認識的価値を取り除こうとしているのか？
2. 科学者が科学の内部から非認識的価値を取り除くことは、本当に望ましいと言える
のか？
一つ目の問いは記述的で、二つ目の問いは規範的である。問いの種類の違いは 3.3 節で
改めて確認するが、「科学と価値」をめぐる論争では、どちらかと言うと二つ目の問いで
鋭く対立している。これら二つの問いは別種の問いだが、「科学と価値」をめぐる論争の
渦中では混同されがちである。とはいえ、科学の理念を考察する際には、二種類の問いを
完全に分離させたまま話を進めるわけにもいかない。
二種類の問いの関係をもう少し考えてみよう。科学の理念を語るときでも、実際の科学
者の振る舞いは重要である。ある理念が実際の科学者の振る舞いから抽出されたものなの
か、それとも実際の振る舞いとは無関係に提示されたものなのかには、大きな違いがある
はずだ。例えば、後者として提示される科学の理念は、部外者が科学者に変化を求めるも
のになり、科学者を説得してその理念を受け入れてもらうという次の課題が生じるだろ
う。しかし、前者として提示される理念ならば、抽出が成功している限りでは、科学者自
身が納得しやすい理念である見込みが高い。
科学の価値自由性の理念や、認識論的純粋性の理念の支持者たちは、それらの理念は現
実の科学者を反映したものだと言うだろう。だが、本当にそうだろうか。もしそれが間
違っていたらどうだろうか。もし現実の科学者が科学の内部から非認識的価値を取り除こ
うとしていないならば、科学の価値自由性の理念や認識論的純粋性の理念は外部から押し
付けられているものに見えるはずだ。そうだとすれば、現実の科学者はきっと次のように
問いたくなるだろう。「それらの理念は、科学にとって本当に望ましいと言えるのか？」
科学者がいつでもこのような疑問を持つとは限らないにせよ、そのような疑問を持って
もおかしくない場面は多々ある。例えば、喫緊の社会的課題に対し、
「最悪の被害想定」と
してリスク評価を提示することは、非難に値するだろうか。2020 年から急速に流行した
新型コロナウイルス感染症は世界中を大混乱に陥れ、本稿執筆時点（2021 年 12 月）の日
本ではある程度安定した状況にあるものの、世界的な収束の目途は立っておらず、予断を
許さない。この未知の感染症に対し、専門家は限られた経験と知識しか持っていなかった
にもかかわらず、社会的意思決定にとって極めて重要な役割を担ってきた。それは、新型
コロナウイルス感染症がどれほどの脅威をもたらし、何が有効な対策かを知るためには、
私たちは専門家から助言を受ける以外におよそ有効な手だてを持たないからである。
専門家の側も、新しく生じた未知の感染症について、十分な情報を持っているわけでは
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なく、正確な予測や評価ができる状況ではなかった。それでも、もし専門家がリスク評価
や科学的助言について何も提示しないことを選べば、私たちは一切の手がかりなしに意思
決定に臨むことになってしまう。そうした困難な状況の中で、2020 年 4 月 15 日、西浦博
教授は限られた情報をもとにしたリスク評価の結論として「何の対策もしなければ 42 万
人の死亡者が生じる」と述べ、メディアはそれを大きく取り上げた。しかし、後の実際の
死亡者が数百人程度であったことから、死亡者数の過大評価だったという批判が一部で生
じた (西浦・川端, 2020)。
西浦のリスク評価は国民の行動を変えさせるための「脅し」だったのではないかという
意見もある一方で、西浦の専門性を生かした一連の活動を称賛する声もある。この論争を
ここで詳しく検討することはできないが、本稿ではこれと非常に関連性の高い議論を検討
する。例えば、リスク評価において「保守的想定」を用いることの是非は、化学物質の発
がんリスク評価をめぐり 1970-80 年代の米国でも激しい論争が生じた（本稿第 4 章参照）
。
専門家のリスク評価の一部に政治的判断とも受け取れるような想定が組み込まれていると
いう問題は、決して新しいものではない。
リスク評価をめぐる論争を踏まえ、立ち止まって考えてみると、科学の価値自由性の理
念や認識論的純粋性の理念の望ましさは、自明と言えるほど明らかであるとは言い難い。
これらの理念は、科学の客観性や中立性を守るという目的のために、科学から特定の価値
判断を除外するよう要求している。たしかに、「科学の客観性や中立性を守る」という目
的は、一見して望ましいことに思えるかもしれない。だが、「科学の客観性」や「科学の
中立性」とは一体何だろうか。それらは何にも増して真っ先に優先すべきものなのだろう
か。それらは本当に、非認識的価値判断と両立しえないものなのだろうか。一旦これらの
疑問が生じれば、例えば「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」というアイデアの望
ましさについても、真剣に検討してみる価値があるようには思えないだろうか。
もちろん、
「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」と言っても、科学者が好き勝手に
価値判断することを許容しようというわけではない。例えば、自身の経済的利益のために
意図的にデータを捏造・改ざんするという行為は、科学にとって極めて受け入れ難いもの
である。それに、本人は無自覚であっても、自身の経済的利益を背景とするバイアスは、
やはり科学から可能な限り取り除くべきだと思われる。これらの不適切に思われる価値判
断は、研究成果が私たちの生活に密接に関わっているような分野では、社会的にも大きな
問題になる。実際、2013 年から 2014 年にかけてディオバン事件が非常に大きな注目を集
めたのは、不適切な価値判断によって医薬品の臨床研究の信頼性が損なわれたように見え
たからだった（本稿第 7 章参照）
。「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」というアイ
デアを真剣に擁護しようとするならば、科学における適切な価値判断がいかなるものなの
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かという問いを避けて通ることはできない。
本稿では以上のような話題を扱いながら、「科学と価値」をめぐる二つのリサーチクエ
スチョンに取り組む。二つのリサーチクエスチョンはどちらとも科学内部の価値判断を扱
うものであり、一つは記述的問いで、他方は規範的問いである。これらの問いは多分に哲
学的な要素を含むが、その問いは社会的にも重要な争点になっている。つまり、本稿は
「科学と価値」の分析を通じて社会派科学哲学の研究を実践しようとしている。
本論に先立って結論を予告すれば、二つのリサーチクエスチョンに対する筆者の答えは
次のようなものである。

1. 少なくとも特定の分野では、現実の科学者はしばしば、明らかに科学の内部に非認
識的価値を取り入れている。

2. 科学者が科学の内部に非認識的価値を取り入れるべきと言える場合がある。そのよ
うな科学は「倫理を織り込んだ科学」と表現でき、その具体的なあり方は様々であ
る。「倫理を織り込んだ科学」は、科学内部に倫理的価値判断を取り入れることを
促すが、場合によっては、非認識的価値の観点から科学内部の価値判断を排除する
よう求めうる。

1.3 本稿のアプローチ
前述の二つのリサーチクエスチョンに対し、本稿では「科学と価値」の論争を横断的に
検討するというアプローチをとる。具体的には、科学哲学における「科学と価値」論を基
礎としながら、リスク評価における「科学と価値」論と、医学における「科学と価値」論
を順番に検討していく。
、、
「科学と価値」の論争を扱うことは、二つのリサーチクェスチョンに取り組む上で大き
な利点がある。前節で紹介したように、「科学と価値」に関する最も影響力の大きい見解
は、科学の価値自由性の理念と認識論的純粋性の理念である。これらの理念はいずれも科
学の内部から (非認識的) 価値を除外すべきと主張するものであり、これらの理念の影響
力が大きかったがゆえに、これらの理念に反することが生じる際に論争が生じてきた。つ
まり、科学者が現に科学の内部に価値判断を持ち込んでいるように見える場面で、それが
望ましいかどうかをめぐって激しい論争が生じてきた。したがって、そこで生じた論争を
詳しく検討することで、どのような仕方で科学の内部に価値判断が取り入れられるのかに
加えて、科学がどのようなものであるべきかについての対立的な見解の根拠を具体的に知
ることができる。リスク評価における論争の記述的側面は第 4 章で扱い、規範的側面を第

13

1.4. 本稿の構成
5 章で扱う。医学における論争の記述的側面は第 7 章で扱い、規範的側面は第 8 章および
第 9 章で扱う。
、、
論争を複数検討するのは、科学の中に価値が入り込む多様な仕方を検討するためであ
る。例えば、リスク評価においては、
「保守的想定」の採用の是非が論争の焦点だった。こ
れは、動物実験や疫学のデータを集めた後、実社会のリスクを推定しようとする際の選択
をめぐる論争だった。他方で、医学においては倫理審査制度が確立しているため、研究実
施前の価値の衡量が重要な問題になっている。
、、、
本稿の横断的アプローチは、二つの意味で横断的である。まず第一に、本稿では、環境
リスク評価と医学という、別分野の科学で生じた論争を検討する。つまり、個別分野の科
学を対象にした科学哲学を複数の分野について行うという意味で、本稿のアプローチは
「横断的」である。第二に、環境リスク評価をめぐる論争でも、医学における論争でも、個
別分野の科学に注目するだけでなく、それらの分野の科学をとりまく法政策や研究倫理の
問題を視野に入れる。つまり、文系理系の垣根を超えているといった意味でも、本稿のア
プローチは「横断的」である。
社会派科学哲学を実践する際には、横断的アプローチが非常に有効に思われる。「科学
と価値」は、現代の科学哲学において隆盛しつつある研究トピックだが、科学哲学の中だ
けで語られているものではない。むしろ、様々な学問領域で既に語られてきた事柄の中か
ら、科学哲学が独自の関心で議論の材料になるものを拾い上げているという側面がある。
科学哲学が独自の関心を持っていると言っても、その哲学的関心は巡り巡って当該分野の
あり方に関係しており、「科学と価値」を語る際に科学哲学と他分野との相互交流の余地
は十分にある。そうした相互交流へ向けた歩みの一歩として、「科学と価値」の論争の広
がりを捉えることが重要であり、それゆえ論争を「横断的」に検討するアプローチが有効
に思われるのである。

1.4 本稿の構成
第 II 部では、科学哲学における「科学と価値」論を検討する。第 2 章ではまず、現在
の科学哲学で流行しつつある「帰納のリスク」について基本的な解説を行う。帰納のリス
クをめぐる議論は、科学内部で社会的帰結を衡量する価値判断が必要だと主張するもので
あり、科学の価値自由性の理念や、認識論的純粋性の理念と真っ向から対立するものであ
る。第 3 章では、帰納のリスクを拡張する現代の試みについてレビューする。拡張された
帰納のリスクは、III 部や IV 部の分析を包括する視点を提供する。
第 III 部では、リスク評価における「科学と価値」論を検討する。第 4 章では、化学物
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質の発がん性についての定量的リスク評価が米国でどのように発展してきたかの歴史をま
とめる。この歴史記述から、「科学と価値」がどのように社会的問題にされたのかを深く
理解できるようになる。鍵になるのは「保守的想定」であり、これは科学的にもっともら
しい根拠がありつつも、リスク評価を行う科学者たち自身が価値判断を自覚するようなも
のだった。第 5 章では、論争の中でもより規範的要素に焦点を当てた検討として、予防原
則の合理性について検討する。予防原則は不確実な状況でのガイドとして多くの人に支持
される一方で、多くの問題も指摘されてきた。この章の最終的な目標は、予防原則をめぐ
る論争を丹念に検討しつつ、リスク評価に対する予防原則の適用が合理的でありうると示
すことである。
第 IV 部では、臨床研究倫理の議論を背景に、医学における「科学と価値」論を検討す
る。臨床研究倫理は、独立した研究分野として重厚な研究の蓄積があるものの、医学に関
わりがない人にとっては一般の研究倫理との違いが捉えにくいかもしれない。そこで、第

6 章では、簡単ではあるが、臨床研究倫理の基本的内容を解説する。第 7 章では、臨床研
究の現代的課題が表れた事例として、ディオバン事件について検討する。この事例では、
研究者たちの不適切な価値判断が問題になったが、事件の再発防止策をめぐる議論では無
条件に科学から価値判断を除外しようとしたわけではなかった。第 8 章では、科学的価値
と倫理的価値の対立が問題になる事例として、ランダム化比較試験をめぐるジレンマとそ
の解決法について論じる。第 9 章では、金銭的利害関係がもたらすバイアスの問題と、そ
れをどのように管理すればよいかについて論じる。これらの検討を通じて、研究の実施以
前の段階から種々の価値の衡量が重要な問題になることを示すのが、第 IV 部全体の目標
である。
以上を経て、第 V 部の終章では、科学の価値自由性の批判的検討の成果をまとめ、科学
の新しい理念として「倫理を織り込んだ科学」を提示する。
なお、本稿の大部分は、筆者の過去の論文に加筆修正を行ったものである。科学哲学
会、リスク学会からは論文の利用について許可をいただいた。応用哲学会では論文の二次
利用が自由であることが規約に定められている。

• 第 2 章および第 3 章：清水右郷 (2021) 「認識論と倫理学の交差点としての「帰納
のリスク」」, 『Contemporary and Applied Philosophy』, 第 12 巻, 25–66 頁.*9

• 第 5 章：清水右郷 (2021) 「歴史的偏りの矯正としての予防原則」, 『Contemporary
and Applied Philosophy』, 第 12 巻, 67–104 頁.
*9
*10

*10

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/261704
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/261705
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• 第 8 章：清水右郷 (2019) 「認識的規範と倫理的規範の対立をどのように調停する
か—ランダム化比較試験と臨床的均衡をめぐる論争の検討」, 『日本リスク研究学
会誌』, 第 29 巻, 第 2 号, 111–121 頁.*11

• 第 9 章：清水右郷 (2020) 「科学的推論の倫理学の試み」, 『科学哲学』, 第 53 巻,
第 1 号, 77–87 頁.*12

*11
*12

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sraj/29/2/29 111/ article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpssj/53/1/53 77/ article/-char/ja/
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第 II 部

科学哲学における「科学と価値」論

第2章

帰納のリスクと非認識的価値
第 II 部では、科学哲学における「科学と価値」論を扱う。具体的には、科学哲学におい
て近年注目が高まっている「帰納のリスク (inductive risk)」について詳しく検討する。帰
納のリスクが何かということはまた後ほど詳しく述べるが、この用語が「帰納的推論」と
「リスク」に関係していることは一見して明らかだろう。つまり、帰納のリスクは、自動車
、、、、、、、、、、
や原子力発電所のような科学技術のリスクではなく、推論にまつわるリスクなのである。
さて、第 1 章でも触れたように、科学哲学はこれまで「科学と価値」を論じてきたのだが、
その内容や経緯は込み入っている。日本国内で「科学と価値」を扱った文献としては、海
外の科学哲学者の著作の邦訳がいくつかある他 (e.g. Laudan, 1984; Shrader-Frechette,

1991)、内井 (2002) や伊勢田 (2003) の著作で扱われ、その他の論文も散発的に存在して
いる (e.g. 伊勢田, 2005)。しかし、これらの文献では本章で扱う「帰納のリスク」はほと
んど論じられてこなかった。
例外的なものとして、最近刊行された松王 (2020) の著作では、科学哲学における「科学
と価値」の論争を三期に分けて整理しつつ、帰納のリスクについても紹介している。1950
年代に第一期、1980 年代に第二期、1990 年代から現代にかけて第三期があるという整理
であり、第一期で帰納のリスクに関する最初の議論が示され、第三期になって帰納のリス
クの議論が再評価されたと指摘されている。言い換えれば、第二期では、帰納のリスクの
議論を直接に継承して発展させる動きはなかったのである。このように、帰納のリスクを
めぐる議論が発展してきた経緯は複雑であるため、この経緯を詳しく見ていきながら、帰
納のリスクをめぐる議論の重要性を見極めようというのが第 II 部の目的の一つである。
帰納のリスクをめぐる議論で焦点になるのは、「科学的推論には価値判断が必要だ」と
いう主張である。この主張は、科学哲学において歴史的には批判され、しかし近年、多く
の支持が得られるようになってきた。現在では、かつての批判に対する応答や帰納のリス

18

2.1. 帰納のリスクとは何か
ク概念の拡張が盛んに試みられており、様々な事例研究も増えている。帰納のリスクは現
在の科学哲学における「科学と価値」論の中心にあると言っても過言ではない。そこで、
本稿第 II 部では、二つの章に分けて帰納のリスクを検討する。本章ではまず基本的な論
点の確認を行い、帰納のリスク概念の拡張については次章で扱う。こうした検討を通じ
て、帰納のリスク概念を「科学と価値」に関する包括的な分析枠組みとして活用する可能
性を探るというのが、第 II 部のもう一つの目的である。
本章の構成は次の通りである。2.1 節では、帰納のリスクが科学哲学において注目され
るようになった経緯を説明しつつ、現在の帰納のリスクの原型が示されたリチャード・ラ
ドナーの論文を紹介する。この論文は科学的推論に価値判断が必要だと明確に主張し、当
時としては目立ったものだったが、その主張は科学哲学者たちにすんなりと受け入れら
れたわけではなかった。2.2 節でラドナーに対してどのような批判が生じたかを紹介する
が、批判のタイプは大きく分けて二種類あった。これらの古典的な批判には一定の説得力
があり、帰納のリスクをめぐる議論はしばらく停滞することになったが、近年、帰納のリ
スクに対する注目が高まると共に、批判に対する応答が活発になっている。そこで、2.3
節では、古典的な二種類の批判に対する応答をまとめる。

2.1 帰納のリスクとは何か
帰納のリスクは、科学哲学における古くて新しいトピックである。原語の Inductive

risk という語は、次章で紹介するダグラスが 1965 年のヘンペルの論文 (Hempel, 1965a,
p. 92) から取り上げ、その後広く知られることとなった*1 。筆者はこの用語を帰納的推論
の遂行に伴うリスクという趣旨で「帰納のリスク」と訳すことにしている。帰納のリスク
がどのようなものかは以下で見ていくが、さしあたり二つのことに注意を要する。
まず、現在の科学哲学では、ヘンペルの用語法とはかなり違う意味で帰納のリスクとい
う用語が使われるようになっている。ヘンペルの元々の用語法は本稿 2.2.2 節で紹介する
が、ある意味、ヘンペルの意図に反する意味でこの用語が使われるようになってきた。た
だし、現代の論者の間で帰納のリスクの意味するところが確固として定まっているわけで
はない。帰納のリスクがどのような性質のものなのか、帰納のリスクに関連づけてどのよ

*1

細かいことを言うと、ヘンペルのこの論文自体は 1960 年に初出のもので (Hempel, 1960)、後に若干の
修正を加えたものが 1965 年の彼の主著に収録されていた。さらに、パワースの指摘するように (Powers,
2017)、実は 1960 年より以前にもヘンペルは inductive risk という語を使用していた。1954 年の論文
(Hempel, 1954) では、彼の後の論文とは違う文脈で inductive risk という用語が使われていたが、こ
ちらの論文は現代の文献でほとんど引用されておらず、本稿でもこちらの紹介はしない。
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うな主張が引き出せるのかといった議論が近年盛んに行われており、帰納のリスク概念の
拡張や、定義の更新、用語の使い分けが提案されている。こうした動向については本稿第

3 章で検討する。
もう一つの注意は、ヘンペルが帰納のリスクを発見した哲学者だとは見なされていない
ことだ。帰納のリスクを論じた初期の文献として挙げられることが多いのは、ラドナー
の 1953 年の論文や (Rudner, 1953)、チャーチマンの 1948 年の著書および論文である

(Churchman, 1948a,b)。ただし、これらが起源だとも言い切れず、例えば、チャーチマ
ンの論文では帰納のリスクに相当するものを論じた部分がプラグマティズムに関連づけら
れており、デューイの『論理学—探求の理論』(1938 年) が引用されている。また、マグ
ナスはもっと遡って、ジェイムズの論文「信ずる意思」(1896 年) に起源を見出している

(Magnus, 2013)。今のところ、帰納のリスクのアイデアの起源について固まった合意は
ないと言うのが適当だろう。
チャーチマンやラドナーの論文が Philosophy of Science 誌上で発表された後、帰納の
リスクの議論は 1950-60 年代に同誌上でジェフリーやリーバイによる批判を受け（これ
らの批判は本稿 2.2 節で詳しく論じる）、以降しばらくは理論的展開や論争には繋がらな
かったようだ。そこで科学と価値をめぐる科学哲学が途絶えたわけではない。クーンの
『科学革命の構造』(1962 年) は、パラダイム間の選択を科学者集団の価値判断*2 に関連付
け、科学哲学で価値判断が議論される主要な契機となった。科学における価値判断を合理
性や客観性と関連づける見方が発展し、ラウダンの規範的自然主義 (Laudan, 1984, 1987)
や、ロンジーノの文脈的経験主義 (Longino, 1990) などが現れた。しかしながら、こうし
た論者は帰納のリスクとは異なる側面から科学と価値を論じていた。
その後、このトピックが再び注目されるようになったのは、2000 年のダグラスの論文
に依るところが大きい (Douglas, 2000)。最近ではダグラスの主張に対する修正や批判
が盛り上がっており、科学と価値の関係を扱った論文集でも主題の一つになっているし

(Elliott and Steel, 2017)、帰納のリスクだけを扱った論文集が出版されるに至っている
(Elliott and Richards, 2017)*3 。

*2

よく知られているように、クーンの言う価値判断は、本人の弁によれば、次節で述べる認識的価値判断
だったが (Kuhn, 1977)、社会的・政治的な価値判断だと多くの論者に解釈された。
*3 こうした歴史的な流れは、上記のラドナーの 1953 年の論文の引用回数からもある程度確認できる。筆
者が Google Scholar を利用して引用回数を調査したところ（2020 年 3 月 10 日時点）
、1950-1959 年は
2 件、1960-1969 年は 21 件、1970-1979 年は 25 件、1980-1989 年は 43 件、1990-1999 年は 42 件、
2000-2009 年は 100 件、そして 2010-2019 年は 336 件という結果だった。とりわけ 2010 年代に入って
から引用回数が急激に伸びていることが印象深い。
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2.1.1 帰納のリスクの原型
さて、このラドナーの論文は、帰納のリスクを説明する際に導入としてよく引用されて
いるので、立ち入って見ておこう。よく引用されるのは次の箇所である。
今、私が思うのは、科学の方法を構成するものの分析は、科学者が科学者として

(the scientist as scientist) 仮説を受け入れたか拒否したという旨の宣言を含まな
い限り、満足いかないだろうということである。
しかし、もしそうなら、明らかに科学者は科学者として価値判断をしている。と
いうのは、科学的仮説が完全に実証されることはないのだから、ある仮説を受け入
、、、
れる際に、科学者は、その仮説の受け入れを保証するのにその証拠が十分に強いと
、、、
か、その確率が十分に高いという決定をしなければならない。明らかに、その証拠
に関して「十分強い」のがどのくらいなのかという我々の決定は、その仮説を受け
、
入れるまたは拒否する際に誤りをおかすことの、典型的には倫理的な意味での、重
、、
要性の関数であるはずだ。すなわち、大雑把ではあるけれども容易に扱える例を
とってみれば、もし考察中の仮説がある薬のある毒性成分が致死量で含まれていな
いと言う旨のものなら、我々はその仮説を受け入れる前に比較的高い検証度あるい
は確信度を要求しただろう。というのも、ここで誤りをおかすことの帰結は我々の
道徳的基準に照らして極めて重大であるからだ。他方で、例えば、我々の仮説が述
べるところが、ある標本に基づき、機械製造されたベルトバックルの特定のロット
に欠陥がないというものであるなら、我々が要求すべき確信度は相対的にはそれほ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ど高くはなかっただろう。我々がある仮説を受け入れる前にどれほど確信している
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
必要があるかは、ある誤りがどれほど深刻であろうかに依存するだろう。(Rudner,

1953, p. 2 強調は原文による)
注意が必要なのは、確率・証拠の強さ・検証度・確信度といった用語を一括りに論じて
いる点である。ラドナーによれば、この部分に登場する「確率」は非常に緩い意味（すな
わち、確信度などと同じなのか、違うのか不明確）だが、ここで言っていることは統計的
推論として厳密な形式を与えられるという (p. 3)。そこで想定されている統計的推論と
は、これも明確に特定してはいないが、実質的には、いわゆるネイマン-ピアソンの仮説
検定である*4 。この種の仮説検定では、仮説を受け入れるかどうか結論を出すためには有
*4

ラドナーは、全ての科学的推論は標本から母集団の特徴を推論する統計的推論として合理的に再構築で
きて、「そのような推論は、それが統計的に制御下にある場合に限り、科学的に制御下にあるだろう」と
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意水準の設定が必要で、その設定は仮説の受け入れ・拒否が誤っていた場合（偽陽性・偽
陰性）の帰結の評価に依存するのだから、価値判断も必要になるというわけだ。現代では
この「仮説の受け入れの誤りのリスク」が帰納のリスクの典型例だと考えられているのだ
が、帰納のリスクという用語自体はラドナーの論文中に現れていない。それにもかかわら
ず、この論文が帰納のリスクの導入でよく引用されるのは、論文自体が簡潔だということ
もあるが、次節で説明するように「科学の内部に価値判断が必要だ」と明確に主張した科
学哲学の文献として目立っていることが主な理由だろう。
仮説検定のデザインと偽陽性・偽陰性の関係はよく議論されており、繰り返すまでも無
いように思えるが、次節以降の議論の準備としてラドナーの議論をもう少し具体化してお
こう。ラドナー自身は彼の挙げる例を詳しく説明していないが、以下のように理解して
も、大きな飛躍はないはずだ。
開発中のある新薬 X について、その薬に含まれる成分が、重篤な疾患 Y を副作用とし
て引き起こすのではないか（そして減らすことはないだろう）と懸念されているとしよ
う。そこで、新薬 X によって疾患 Y の発生が増えるかどうかを知るために、新薬 X を服
用する群とプラセボを服用する群とでランダム化比較試験を行うことにしよう*5 。標準的
な仮説検定をするならば、
「新薬 X の服用群とプラセボ群で疾患 Y の発生率が同じ」とい
う帰無仮説を設定し、プラセボ群に比べて新薬 X の服用群で疾患 Y が有意に多ければ帰
無仮説を棄却することになる。医学において、ランダム化比較試験は因果関係を解釈する
ための重要な方法だと考えられており、試験結果は薬の危険性をめぐる論争で大きな影響
力を持つだろう。
ラドナーの主張するように、この試験において、帰無仮説を受け入れる前には比較的高
、、、
い程度の確信が必要に思える。これは結局、被験者の人数に限りがある状況では、比較的
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
緩い有意水準を設定して偽陰性を避ける必要があるということだ。ここで偽陰性とは、帰
述べる (1953, p. 3)。ネイマン-ピアソンの仮説検定は頻度主義的な確率解釈に基づく「誤りの確率の制
御」がアイデアの核になっており、この仮説検定を念頭に置いたために「制御下にある」という表現を用
いたのだろう。実際、仮説検定を論じる箇所でネイマンの著作が引用されている。また、訳出した引用箇
所に登場する薬とベルトバックルの例は、産業品質管理の例だと言う (p. 2)。品質管理において一般的
に利用される仮説検定は抜き取り検査と呼ばれる方法であり、ネイマン-ピアソンによる仮説検定理論と
の親和性や関連性がよく指摘されている。この点については木村 (1992) を参照。
*5 現実の臨床試験では、このような試験計画は倫理的に深刻な問題がある。例えば、新薬の安全性を確かめ
るのであれば、ランダム化比較試験を行う前に少人数の単群試験を行うべきだとか、対照群にはプラセボ
ではなく標準治療薬を与えた方が良いはずだといった論点を検討する必要がある。これらは非常に重要な
テーマだが、ラドナーの論点を明確にするためにここでは目を瞑って欲しい。また、ランダム化比較試験
はこの後もたびたび登場するが、この試験の具体的な解説や検討は第 8 章で行う。さしあたって簡単に説
明すると、ここで言うランダム化比較試験とは、被験者をいくつかのグループにランダムに振り分ける臨
床試験のことである。対照群へのプラセボ投与についても、第 8 章で改めて論じる。
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無仮説を間違って採用することであり、実際には重篤な疾患 Y が生じるリスクを高める
危険な新薬 X を誤って安全だと結論してしまうことである。その薬が市場に出回れば、
安全だと思い込んで服用した人たちの間に被害者がでてしまう。これはなるべく避けた
い。しかし、被験者を増やさない限り、有意水準を緩めることで、実際には疾患 Y を増や
すことのない安全な新薬 X を誤って危険だと結論してしまう（偽陽性）可能性が増してし
まう。とはいえ、そのように間違ったところで、その薬の開発費が無駄になるといった帰
結が生じるにしても、無実の人々の病気や死という重大な帰結に比べれば小さな損害では
ないか。偽陰性と偽陽性の二つの誤りを天秤にかけてみて、人々の安全を優先するべきな
らば、有意水準は緩く設定すべきだというのがラドナーの主張の要点である。
もちろん、もっと具体的な状況を想像すれば、他にも考慮すべき帰結は様々にあるだろ
う。例えば、有効な治療薬が市場に供給されないことで救えたはずの命が救えない可能性
もあるだろうし、その場合の社会的帰結の深刻さは有効な既存薬が利用可能かどうかに依
存するだろう。状況の違いによっては、有意水準を厳しくする判断が適切な場合もあるか
もしれない。そもそも、前もって望ましい有意水準と検出力を設定してから必要なサンプ
ルサイズを確保して試験に臨むべきだという指摘も至極真っ当だろう。だが、これらの指
摘はラドナーの重要な論点に対する反論にはならない。彼の主張にとって重要なのは、有
意水準を設定するためには偽陽性と偽陰性の帰結の重さを衡量する必要があり、その際に
は価値判断も必要だということである。
ベルトバックルについても、抜き取り検査における合格範囲の設定問題として理解でき
る。シンプルな抜き取り検査では、ある製造ロット中の製品をランダムに抜き取り、不良
品が規定の範囲に収まれば合格、それを超えていたらそのロットを不合格とする。例え
ば、1000 個を一区切りとする製造ロットで、20 個をランダムに抜き取り、不良品が 2 個
以下であればこのロットは合格、3 個以上であれば不合格とするような検査である。この
検査で、
「合格・不合格の判定の基準（判定個数）は、悪いロット（不良率の高いロット）
を誤って合格させることによる損失〔引用者注：偽陰性、消費者側の損失〕と、良いロッ
ト（不良率の低いロット）を誤って不合格とすることによる損失〔偽陽性、生産者側の損
失〕と、両方を考え合わせて定める」のである (森口, 1979, p. 61)。
このような抜き取り検査の偽陽性と偽陰性の確率は、二項分布を用いて簡単に計算でき
る*6 。具体的に、通常の製造工程では 1% の不良品が発生するとして、通常よりも多くの
*6

二項分布での偽陽性・偽陰性の確率の計算方法としては、永田 (2003, 1 章) などが参考になる。ロットの
不良率が p のとき、n 個を抜き取って r 個の不良品を引き当てる確率は n Cr pr (1 − p)n−r である。抜
r
n−r で
き取り検査で不良品が k 個以下なら合格と決めれば、検査で合格する確率は Σk
r=0 n Cr p (1 − p)
あり、1 からこの確率を引くと不合格の確率である。偽陽性の確率は、検査するロットがいつもの不良率
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不良品が含まれたロットを上記の検査で不合格にする場合について考えてみよう。検査の
偽陽性の確率、すなわち、実際には通常通り 1% の不良品しか含まれていないにもかかわ
らず、検査で不合格と判定されてしまう確率は、0.1% である。平たく言えば、1000 個の
製品中 10 個しか不良品がない場合でも、1000 個の中から 20 個を取り出して検査すると、
ごく稀に (0.1%)、10 個しかない不良品をたくさん引き当ててしまうことがあるというこ
とだ。
他方、偽陰性の確率は、検査するロットの不良率が実際にいくらになっているのかに依
存し、例えば、実際には 10% の不良率だったなら 67.7% で偽陰性、20% の不良率なら

20.6%、30% の不良率なら 3.5% 程度になる。日常的な言葉遣いで言えば、1000 個の製品
中に 300 個も不良品が含まれていたら、無作為に選ぶと不良品を比較的引き当てやすいの
で、20 個も取り出せばたいてい 3 個以上の不良品が見つかるはずなのだが、稀に (3.5%)、
正常な 700 個の方ばかりを偶然に引き当ててしまうと、300 個もの不良品を抱えたまま検
査を通り抜けてしまうのである。300 個も不良品が含まれていればめったに合格にはなら
ないだろうが、100 個も不良品が含まれている場合でも、この検査は合格になってしまう
確率がかなり高い (67.7%)。そこで、偽陰性をもう少し抑えたいと考えたなら、検査する
個数を増やすか、検査で合格とする基準を変えれば良い。検査個数はリソースの都合で変
えられないとして、後者を行うことにしよう。例えば、20 個を抜き取り 1 個までしか不
良品を認めない検査の場合、実際の不良率が 10% になっているロットに対して、偽陰性
はおよそ 39.2% になる。さらに、20 個の抜き取りのうち不良品がゼロの場合だけ合格に
すれば偽陰性を 12.2% まで減らせるが、逆に、この検査での偽陽性は 18.2% まで高まっ
てしまう。
以上より、抜き取り検査で合格範囲とする不良品数が、偽陽性と偽陰性の確率の両方に
影響することが分かるだろう。合格範囲を決めるには、偽陽性と偽陰性のどちらを避ける
か、つまり、基準を満たすロットを間違って不合格として生産者側に余計な負担が生じる
のを避けるのか、基準を満たさないロットを出荷して消費者側に不良品を渡してしまうこ
とを避けるのかを考えなければならない。

と同じなのに、検査で不合格となる確率である。偽陰性の確率は、検査するロットがいつもの不良率と違
うのに、検査で合格となる確率である。なお、実際の抜き取り検査はおそらく非復元抽出であり、その場
合、厳密には二項分布ではなく超幾何分布を用いて確率を計算する方が正しい。しかし、条件によっては
どちらの分布を使っても計算結果はほとんど変わらない。本文中の計算結果も、超幾何分布で計算した場
合とほぼ一致する。
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2.1.2 帰納のリスクを通じて主張される中心的テーゼ
前節の具体化を踏まえれば、ラドナーの議論はもっともらしく聞こえるかもしれない。
しかし、彼の議論は後にジェフリーやリーバイからの厳しい批判を受けた。実際、ラド
ナーの議論は論争的なテーゼや概念を数多く含んでいる。
第一に、ラドナーの主張する重要なテーゼは、科学の「内部」に価値判断が含まれると
いうものである。科学に価値が必要だとか、科学者は価値判断をしているといった主張
は、様々な仕方で理解できる。例えば、自分の関心のある研究テーマを選んだり、非人道
的な人体実験を行わないようにしたり、研究成果を応用してどのような新製品を作るか決
定する際には、明らかに価値判断をしている。しかし、これらの決定で価値判断を認めて
も、科学の客観性や信頼性が損なわれるとは一般的にみなされない。というのは、科学の
方法や推論に価値判断が含まれない限り、重要な意味では科学は価値判断から逃れている
と言えるからである。真理の追求を保証する領分に価値判断が含まれない限りは、科学の
内部には価値判断が含まれない、というもっともらしい言い分が成り立つということだ。
だが、ラドナーが提起するのはまさに、科学の内部に、科学の領分に含まれれないはずの
価値判断が必要だということである。
第二に、この文脈で議論する「価値判断」について、注意が必要である。現代の科学哲
学では認識的価値 (epistemic values) と非認識的価値 (non-epistemic values) がしばしば
区別されており、前者が科学に含まれることは論争の焦点になっていない。認識的価値の
特徴付けは論者の間でいくらか違いがあるが、概ね、真理の追求といった科学の目標に貢
献するような価値と想定され、理論の正確さ、経験的なデータとの一致、分野内の理論と
の一貫性、単純性、科学の発展に対する実り豊かさなどが列挙される (e.g. Kuhn, 1977;

Steel, 2010; 伊勢田, 2003)。他方の非認識的価値とは、文字通り認識的価値以外の価値で
あり、道徳的・社会的・政治的・宗教的・美的と形容できるような価値が幅広く想定され
る。我々が一般的に用いている価値判断という語は、ほとんどが非認識的価値判断を指し
ていると理解すべきだろう（本稿でも明示しない限りこちらの意味で価値判断という語を
用いる）。そして、非認識的価値が科学的推論に必要だという主張こそが、科学哲学にお
ける論争の焦点なのである。例えば、新しく得られたデータとよく合う仮説と、多くの分
野で受け入れられている理論と整合する仮説とが対立している時、認識的価値のどちらを
優先して仮説を選ぶかは、科学者としての正当な選択であって非難には値しないように思
えるだろう。しかし、一方の仮説は自国のイデオロギーによく合っているので好ましいと
か、自分の上司が提示した仮説だからそちらを選ぶというのは、非認識的価値による決定
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であり、そのような決定は疑似科学であるとか、客観性がないと非難されることになるだ
ろう。にもかかわらず、ラドナーが主張するのは、科学的推論には非認識的価値判断が必
要だということなのである。
ただし、ラドナーの主張をこのように捉えることがいくらか論点先取的であることは否
めない。現状として、科学における価値概念の整理について、科学哲学者の間で意見が固
まっているわけではない。認識的・非認識的価値の区別が成立するかどうかも争点の一
つだし (Rooney, 1992; Longino, 1996; Steel, 2010)、構成的価値と文脈的価値という区
別を用いる論者や (Longino, 1990)、認識的価値と認知的価値 (cognitive values) を区別
する論者もいる (Douglas, 2009, ch. 5)。さらに、細かく見れば、「価値判断」の特徴づ
けが論者ごとにいくらか違っていることも気がかりである (Scriven, 1972; Kuhn, 1977;

Shrader-Frechette, 1994; Brown, 2013)。本稿では帰納のリスクをめぐる基本的な論点
に焦点を絞るため、こうした論争には深く立入らない。本稿ではひとまず、
「価値判断」を
「ある事柄や性質を好ましいと判断すること」という一般的な意味で用いて論争的な用語
法を留保すると共に、認識的価値と非認識的価値は区別できるものとし (cf. Steel, 2010)、
それ以外の価値の種類の区別は詳しく検討しない。
第三に、ラドナーの議論では、科学に含まれる価値判断を帰結の評価に関連づけてい
るという点も重要である。例えば、ロンジーノの主著である『社会的知識としての科学』

(Longino, 1990) は、科学と価値を論じた研究として非常に有名であるが、彼女は科学的
推論や理論選択に文脈的価値 (本稿で言う非認識的価値) が含まれると議論する一方、そ
れらを行う際に社会的帰結を考慮する必要があるとは述べなかった*7 。科学哲学におい
て、科学的推論に非認識的価値判断が含まれるという議論は、必ずしも帰結の評価に価値
判断を関連づけてきたわけではないのである。クーンやロンジーノをはじめ、科学哲学に
おいては決定不全性（underdetermination）をめぐる論争で、科学の内部の価値判断が
論じられてきたことはよく知られている。他方で、ラドナーのように、帰納のリスクを
通じて科学の内部に価値判断が必要だと主張する議論は、現代では「帰納のリスク論法
（argument from inductive risk）」と呼ばれている。
決定不全性と帰納のリスクはしばしば別立てで整理されるものの、これらの違いは明確
には答えにくい。最近では帰納のリスクは決定不全性問題の特殊ケースだという意見もあ
る (ChoGlueck, 2018)。実際、仮説が決定的に確証されることはないとか、データから理
論を選択する際に価値判断が含まれるといった論点が関連づけられる限りでは、二つの間
*7

同書では、例えば、男性は活動的であり、女性は受動的であるなどの性差別的な価値判断が科学の中に持
ち込まれた事例が挙げられている。ただし、別のところでは、彼女はラドナーの論文を引用し、帰納のリ
スクという用語こそ使ってはいないが、実質的に同内容のことを論じている (Longino, 1989, 2004)。
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に共通点を見て取ることもできるだろう。二つの区別が難しい現状には、どちらも多義的
だということも影響しているように思われる。決定不全性の様々なバージョンが指摘され
てきたが (cf. Laudan, 1990)、帰納のリスクも様々な拡大理解がされた結果、明確な定義
をつくるのが難しい状況になっている。なにしろ、最近刊行された帰納のリスクの論文集
に対する書評のタイトルが「帰納のリスクとは何か？」である (Schroeder, 2019)。この
論文集では全 13 章・計 16 人の論者が様々な観点で帰納のリスクを論じており、多様な事
例で多様な意味づけがされたせいで、帰納のリスク概念のインフレが進んでいる。
議論を進める前に、ここで用語を再確認しておこう。ラドナーは、仮説の受け入れの決
定には偽陽性と偽陰性の帰結の衡量が必要であり、この衡量に価値判断が必要だと論じ
た。この偽陽性と偽陰性のリスク、つまり「仮説の受け入れの誤りのリスク」が、いわゆ
る帰納のリスクである。ラドナーの議論の中心的な主張は、「科学的推論において、科学
者は価値判断を行わなければならない」というものだった。帰納のリスクに言及してこの
主張を導く議論が、いわゆる帰納のリスク論法である。こうした定義を念頭に、以下では
帰納のリスク論法に対する批判と応答を検討していく。ただし、帰納のリスクをめぐる議
論を検討していくと定義の修正が必要になるので、上記の定義はさしあたってのもので
ある。

2.2 帰納のリスク論法に対する批判
ラドナーの議論がネイマン-ピアソンの仮説検定を下敷きにしていたことは既に述べた。
しかし、この種の仮説検定は、帰納的推論を考える上で重大な問題を抱えている。この種
の仮説検定では、ある仮説に対して証拠がどの程度の支持を与えるのかを客観的に言えな
い、および仮説に対する確信度を特定しないという疑念があるのだ (cf. Mayo, 1985)。実
際、帰無仮説が棄却されたから帰無仮説は偽であるとか、p 値が小さいことはその仮説が
誤っている確率が低いことを意味するといった理解は、よくある誤謬として現在も厳しく
批判されている (e.g. Goodman, 1999)。むしろ、ネイマンによれば、彼らの仮説検定は、
ある仮説の真偽を扱うものではなく、実践的な行為の選択に用いられる「帰納的行動の
規則（rule of inductive behavior）」である (Neyman, 1957)。例えば、彼は次のように
言う。
ある統計的仮説を「受け入れる」および「拒否する」という用語は、非常に便利
であり、よく定着している。しかしながら、それらの正確な意味を心に留め置くこ
と、そして直観的に示唆される様々な付加的含蓄を捨て去ることが重要である。す
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なわち、ある仮説 H を受け入れることは、行為 B ではなく行為 A を行うと決定す
ることだけを意味する。これは、その仮説 H が真であることを我々が必ず信じる
ということを意味してはいない。同様に、もし帰納的行動の規則の適用が H を「拒
否する」なら、これが意味するのは単にその規則は行為 B を命じるということであ
り、H が偽であると我々が信じるということは含意しない。(Neyman, 1950, pp.

259–260 訳書を参考に筆者が訳出)
このような見方は、仮説の受け入れの決定を実践的行為の選択と同一視していることか
ら、
「行動主義 (behaviorism)」と呼ばれる。ネイマンの見方では、仮説検定は、特定の不
変性が成り立っているという想定の下、観察事象に照らして自分たちの行為を制御するた
めのものなのである (Neyman, 1950, p. 1)。行為の制御に関わるからこそ、行為の帰結
について価値判断を行い有意水準を決めることに何ら不当なところはない。科学者が仮説
検定をする際にも、その仮説がどのくらい正しいのかではなく、単にこれからどのような
振る舞いをするかを決定しているのだというのがネイマンの見解である。
ラドナーがネイマン-ピアソンの仮説検定を想定していたとすれば、不注意な議論をし
ていたようにも思われる。「我々がある仮説を受け入れる前にどれほど確信している必要
があるかは、ある誤りがどれほど深刻であろうかに依存するだろう」という彼の結論は、
ネイマン-ピアソンの仮説検定を想定しながら、確信度や証拠の強さなどの仮説検定とは
不整合な概念を含む、哲学的には筋の通らない主張だったとも言えるからだ。統計学者の
フィッシャーとネイマンとの間で、帰納法としての統計的推論の性質をめぐって激しい論
争が繰り広げられていたことはよく知られているが (cf. 木村, 1992)、ラドナーの議論も
科学哲学者たちの論争の的になった。
ラドナーの批判者たちからの異議は、大まかには二つのタイプに分けられる。一つは、
科学者は仮説を受け入れるかどうか決めないとする異議である。もう一つは、科学者は仮
説の受け入れを決定するが、そこで用いられる価値判断は非認識的価値判断ではないとす
る異議である。
なお、統計の哲学では頻度主義・尤度主義・ベイズ主義の三つ巴の対立がよく知られて
いるが、この三つの主義に照らすと、ラドナーの議論は頻度主義を想定するもので、批判
者たちはベイズ主義を採用していたと言える。そうだとすれば、帰納のリスクを論じるた
めには頻度主義が前提されるように思われるかもしれない。しかし、この後見ていくよう
に、論争の焦点はむしろ行動主義の是非であり、帰納のリスクと統計の哲学における三つ
の主義との関係は議論の余地がある。
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2.2.1 情報提供者と意思決定者の役割分担からの異議
ジェフリーは、仮説の受け入れに価値判断が伴うのだとすれば、そもそも科学者は仮説
を受け入れるという決定をしないのだと主張する (Jeﬀrey, 1956)。仮説の受け入れを決定
する際に行為の帰結の深刻さの衡量が必要なのだと言っても、受け入れた仮説がどのよう
に応用されるか分からないなら、帰結の衡量は不可能だと彼は論じる。ワクチンの安全性
を確かめる試験にしても、そのワクチンが人間に対するものなのか、人間以外の動物に対
するものなのかによって、どのくらい厳しい試験が必要かも変わるだろう。問題は、仮説
を受け入れることがどのような行為と結びつくのかであり、品質管理での抜き取り検査の
ように仮説の利用目的が限られる場合はまだしも、一般的な科学的仮説の受け入れは行為
との結びつきがよくわからない。仮説の受け入れの決定に帰結の衡量が必要なら、そのよ
うな衡量は不可能なので、科学者の仕事は仮説の受け入れを決定することではない、代わ
りに、単に仮説に対して主観的確率を割り当てることが科学者の仕事なのだというのが
ジェフリーの結論である。
ジェフリーの見解では、事実についての情報を提供する科学者の役割と、価値判断を行
う意思決定者の役割が明確に分けられる。彼の本質的な論点をここに見出す限りでは、提
供される情報は主観的確率以外でもよい。このような役割分担の考え方は直観的な説得力
があり、実際、現代でも非常に多くの支持者がいる。中立的な科学的助言と政治的な意思
決定プロセスという二分法は、科学技術社会論を中心に多くの批判的検討があったにもか
かわらず、今なお科学と社会の関係の支配的見解と言ってよいだろう。

2.2.2 認識的価値による受け入れからの異議
とはいえ、ジェフリーの見解には受け入れ難いところもある。というのも、科学者は明
らかに、十分確かめられた仮説や理論については、それが真である確率は然々だと言わ
ず、単に受け入れていると言う方が実態に即しているからだ。そこで、リーバイは、科学
者は仮説を受け入れるかどうか決定していることを認める。しかし、その決定はどのよう
に行為するかではなく、何を信じるかという決定であって、実践的行為に関係する価値判
断は含まれないと論じた (Levi, 1960, 1961, 1962)。
リーバイは、仮説の受け入れの決定を意思決定論の枠組みで捉える。ジェフリーと同じ
く、仮説には証拠に基づいて主観的確率が割り当てられるが、意思決定論を適用するため
にはさらに、取りうる選択肢毎に効用を割り当てる必要がある。この効用の割り当ては明
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らかに価値判断によるが、リーバイは、科学者がこの効用の割り当てを行う際に「科学的
推論の規準（canons of scientiﬁc inference）」に頼れば、科学は価値判断から逃れている
ことになると論じる (Levi, 1960, p. 356)。すなわち、どの科学者にも同じ効用の割り当
て方を求める規準があったとすれば、科学者に必要な価値判断は、科学者なら誰でも従う
規準にコミットするというだけのものになる。例えば、真理の追求だけを目的としている
なら、どの正しい答えにも同じ効用を割り当て、どの間違いにも同じ効用を割り当てるこ
とが、制約になると言う (Levi, 1961, p. 618)。そこで、答えが正しい（正しい仮説を受
け入れる）場合に 1 の効用、答えが間違っている（間違っている仮説を受け入れる、正し
い仮説を拒否する）場合に 0 の効用を割り当てるとすれば、選択肢毎の期待効用は仮説に
割り当てられる確率と一致し、最も確率の高い仮説が最大の期待効用を伴うものとして選
ばれることになる。受け入れと拒否だけでなく判断の停止を選択肢に含めるなど、リーバ
イは理論的な精緻化を進めているが、その詳細をここで論じる余裕はない。ともかく、以
上のような仕方で仮説の受け入れが決定されるなら、行為の帰結に関する価値判断は含ま
れないように思えるかもしれない。
実は、「帰納のリスク」という用語は元々、リーバイの議論とよく似た議論の中で使わ
れた言葉だった。ヘンペルは、科学の方法が価値を前提するものなのかを問いながら、仮
説の受け入れには「帰納のリスク」が伴い、そのために科学はある種の価値判断を含むと
認めた。
一般に、科学的仮説が受け入れられる際の観察的証拠は、その仮説が決定的に確
証されるのに十分というにはほど遠い。例えば、ガリレオの法則は、地表近傍の自
由落下の過去の例だけでなく、将来のものも指示する。後者はたしかに過去の証拠
に含まれていない。つまり、ガリレオの法則、そして同じ様に経験科学における他
のいかなる法則も、不十分な証拠に基づいて受け入れられる。そうした受け入れ
は、それに対して、仮定上の法則が完全な一般性をもって成り立たないかもしれな
い、将来の証拠が科学者たちにそれを修正させたり放棄させたりするかもしれない
という「帰納のリスク」をもたらす。

...(中略)... 受け容れの科学的規則が、ある所与の一群の証拠に基づき特定の仮説
に適用されるとき、生じた決定の可能な「結果」は、四つの主要な類型に分けられ
る。(1) 規則に沿って（おそらくは真であるとして）仮説が受け入れられ、実際に
真である。(2) 規則に沿って（おそらくは偽であるとして）仮説が拒否され、実際
に偽である。(3) 規則に沿って仮説が受け入れられ、実際には偽である。(4) 規則
に沿って仮説が拒否され、実際には真である。前者二つのケースは、科学が達成し
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ようとするものである。後者二つの可能性は、いかなる受け入れ規則も含まなけれ
ばならない帰納のリスクを表している。そして、受け容れと拒否の十分な規則を形
式化するという問題は、受け容れや拒否の様々な潜在的「結果」に対して明確な価
値あるいは負の価値を割り当てることによって適切さの基準が与えられない限り、
明確な意味を持たない。この意味で、科学的仮説を確立する方法は価値づけを「前
提する」。すなわち、受け入れと拒否の規則の正当化は、価値判断の参照を要する。

(Hempel, 1965a, pp. 92–93)
ここまでは、仮説の受け入れに価値判断が必要だと認める点で、ラドナーの議論と似て
いるように感じるかもしれない。しかし、この直後の記述からは、ラドナーとは違う意味
で価値判断を認めたことが分かる。ヘンペルは、工場における品質管理といった実践的な
文脈では、金銭等で表された非認識的価値判断が必要になると認める。しかし、実践的応
用が考慮されていない純粋に科学的な研究では、世界についての信頼できる体系的知識を
増やすといった目標に照らした価値判断が用いられるのだと言う。この考えは、別のとこ
ろでは「認識的効用 (epistemic utility)」という用語によってもっと明確になっている。
期待効用が最大になるように仮説の受け入れと拒否を選択するという考えは、「実践的行
為についてのそれとまさに類似するが、実践的帰結の効用の位置を認識的効用が占める。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
つまり、この解釈では、科学者としての科学者は実際に価値判断を行なっているが、それ
らは道徳的な類のものではない」(Hempel, 1965b, p. 351 強調は原文による)。要する
に、ヘンペルの言う帰納のリスクは、仮説の受け入れ・拒否の誤りの帰結に関して、認識
的価値が関係するリスクとして考えられていた*8 。リーバイとヘンペルは、認識的価値に
関する科学者の裁量を認めるかどうかで違いがあるものの、どちらも非認識的価値判断に
よらない効用の割り当てを論じる点で類似している。
関連して、仮説の「受け入れ」とは何かという観点から、ラドナーの主張を退けようと
する見方もある。レイシーは、リーバイやヘンペル同様に、仮説を「受け入れる」際に
は、非認識的価値判断を避けることができるし、そうすべきだと論じる (Lacey, 1999, ch.

10)。レイシーが注目するのは、仮説に対する科学者の態度の区別である。彼が定義する
「受け入れ（accepting）
」とは、簡単には、ある仮説を「確立した科学的知識のストックに

*8

ところが、ややこしいことに、現在では一般に、帰納のリスクは非認識的価値判断が関係するものだと
理解されている。このような用語の使い方を始めたのは Douglas (2000) である。この論文では、ラド
ナー、チャーチマン、ジェフリー、リーバイらの論争の焦点を説明するためにヘンペルの 1965 年の論文
を紹介した後で、帰納のリスク概念を拡張し、科学の内部の非認識的価値判断を捉えるために用いた。本
稿でも非認識的価値判断が関係するものとして帰納のリスクという用語を用いるが、帰納のリスクの定義
については後ほど改めて検討する。
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属するものとして扱うこと」である*9 。この「受け入れ」は、ある仮説を実践の中で「応
用する（applying）」ことや、ある仮説を「是認する（endorsing）」こととは区別される
（1999, pp. 14–15, 2015）。簡単に言ってしまえば、その仮説が確実だという専門家の合
意はまだないが、今のところはこれに従って当面の施策を考えるのが良いという風に、一
つの仮説に対して複数の態度を使い分けるということだ。このような区別から、「受け入
れ」以外の態度には価値判断が含まれるとしても、「受け入れ」の根拠になるのは証拠と
認識的価値だけなのだとレイシーは述べて、ラドナーの議論に反論している（1999, pp.

71–74）。
以上をまとめると、二種類の批判に通底するのは、科学的推論の中で実践的行為の帰結
を考慮することへの反対であり、つまりはラドナーの議論の行動主義的な側面への反対で
ある。ラドナーがどれだけネイマンの行動主義にコミットしていたかは定かではないが、
彼の議論は明らかにネイマン-ピアソンの仮説検定論を下敷きにしていた。そして、ネイ
マンによれば、仮説の受け入れは行為の選択と同じものであり、だからこそ価値判断が含
まれてよい。しかし、批判者たちが異議を唱えたのは、仮説の正しさの評価は行為の善さ
の評価とは切り分けることができるし、そうすべきだということだった。
これらの異議は一見して説得力がある。行動主義を額面通りに受け取るのは難しい。仮
説検定は様々な研究分野で広く利用されており、そうした仮説検定のどれもが仮説の真偽
や確からしさについて何も語っていないというのは考えにくい。実際、メイヨーが説得的
に議論してきたように、ネイマン-ピアソンの仮説検定は、行動主義に陥ることなく、仮説
と証拠の関係を客観的に解釈するために利用できる (Mayo, 1985)。
他方で、批判者たちの見解を受け入れて行動主義を捨て去ると、仮説の受け入れと実践
的な行為の帰結とのつながりが絶たれてしまいそうだ。すると、なぜ帰納のリスクを考慮
しなければならないのか、なぜ科学的推論に価値判断が必要なのかの根拠も危うくなって
しまう。そこで、仮説の「受け入れ」とは何か、なぜ実践的行為の帰結まで考慮する必要
があるのかという問が、帰納のリスク論法の擁護にとって重要になる。

2.3 帰納のリスク論法の支持者からの応答
ジェフリーに対してチャーチマンの短い応答があったとはいえ (Churchman, 1956)、
帰納のリスク論法に対する批判への応答は最近まで発展してこなかったようだ。しかし、

2000 年にダグラスが帰納のリスクの議論を取り上げて以降、ジェフリーやリーバイへの

*9

この定義は彼の最近の論文から (Lacey, 2015, p. 90)。正確な定義は Lacey (1999, p. 13) を参照。
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反論が目立つようになってきた。
帰納のリスク論法の現代の支持者は、必ずしも行動主義を採用していないように見え
る。例えば、ラドナーの議論の解釈として、「科学者は、潜在的な帰結を考慮に入れなが
、、、、、、、、、、、、
ら、ある時点において事実としてみなすべきものについて、利用可能な証拠を踏まえて、
判断する」ことが述べられたのだと解釈する場合である (Steele, 2012, p. 894 強調は
筆者による)。実際、行動主義を採用せずにラドナーの主張を支持する道が模索されてい
る。スティールは、命題の受け入れに関するコーエンの理論に依拠してこれを試みている

(Steel, 2015b, ch. 7)。エリオットとウィルメスも、コーエンの理論とほぼ同じ意味での
受け入れ概念を利用して、古人類学における仮説の受け入れに帰納のリスクが伴うことを
論じている (Elliott and Willmes, 2013)。コーエンの理論は、前節で見てきた二種類の異
議どちらへの応答にも関係するので、先に説明しておこう。
コーエンは、ある命題について信念を持つこと（believe）と、その命題を受け入れるこ
と（accept）を明確に区別する (Cohen, 1992)。ある命題についての信念とは、その命題
を真である（あるいはその命題の否定を偽である）と感じる傾向のことである。信念は基
本的に非自発的なものであり、例えば、ある事実命題についてどのくらい正しいと思うか
質問されて、その程度を感覚的に答えているときには、その命題についての信念を答えて
いる。他方、ある命題を受け入れることは、その命題を推論の前提として採用することで
あり、行為選択の思慮に深く関係する。目的に照らして、どうすればその目的を達成でき
るのかを思慮する時には、事実について受け入れた命題が前提として使われるのである。
命題の受け入れは全く自発的なものであり、受け入れの理由は様々なものがあってよい。
ある命題を信じていることはそれを受け入れる理由の一つになるが、場合によっては、例
えば倫理的な理由から、信じていない命題を受け入れることや、信じている命題を受け入
れないことが合理的でありうる (ibid., p. 20)。
コーエンの受け入れの理論は、心の哲学一般に関わるもので、帰納のリスク論法を説明
するためにつくられたものではない。しかし、彼の受け入れの概念は、行動主義に陥るこ
となく、ラドナーの議論をカバーするのに役立つ。まず、コーエンの意味での受け入れ
は、証拠や認識的価値に関する縛りがなく、倫理的価値判断から証拠の弱い仮説を受け入
れるといったことが認められる。また、様々な受け入れの理由を認めるので、ある仮説を
受け入れるかどうか決める際に、仮説の受け入れに伴うリスクを考慮してもよい（この点
は本稿 2.3.2 節で改めて説明する）
。さらに、この意味での仮説の受け入れは、定義から明
らかなように、実践的な行為の選択と同じではない。コーエン自身、ある仮説の受け入れ
はその仮説が真であるかのように振る舞うことと同じではないとか (ibid., p. 14)、科学
者が説明や予測のために仮説を受け入れることがある (ibid., p. 88) と述べている。コー
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エンの受け入れ概念を念頭に、以下ではジェフリーやリーバイに対する反論の概略を描写
する。

2.3.1 なぜ完全な役割分担ができないのか
ジェフリーの主張した役割分担への反論を整理すると、四つの論点にまとめられる。ま
ず第一に、もっともよくある反論は次のようなものだ。それぞれの仮説の主観的確率がい
くらなのかを伝えるにしても、その確率を過少あるいは過剰に評価している可能性があれ
ば、結局、その確率の過小評価や過剰評価の可能性を帰納のリスクと同様の仕方で衡量
し、確率の誤りの可能性が許容できるかどうかを判断する必要がある (Rudner, 1953, p.

4; Douglas, 2009, p. 85; Steele, 2012)。つまり、どの仮説を受け入れるかについて帰納
のリスクを避けようとしても、仮説毎にどのような確率を受け入れて伝えるかについて
「二階のレベル」で帰納のリスクに直面するというわけだ。第二に、仮説の最終的な確率
を受け入れるかどうかを別にして、その確率を計算する段階で価値判断を含んでしまうか
もしれない。主観的確率を使うベイジアンアプローチにおいて、確率モデル（尤度関数、
事前確率分布）に関する選択など、確率の計算結果に影響する選択に価値判断が必要に思
えるからだ (Biddle, 2013; Steel, 2015a)。しかし、確率の計算を行わず、単に科学者自身
の信念の程度を報告するのであれば、誤りのリスクを考える必要もないし、価値判断の必
要もない、という立場がありうるかもしれない。そこで第三の論点は、確率の計算すら拒
否するという逃げ道を塞ぐことである。コーエンの信念と受け入れの区別を思い出せば、
信念としての主観的確率は非自発的なものであるから、科学者のバイアスを矯正すること
なく持ち込む点で大きな問題があると言える (Cohen, 1992, pp. 108–116; Steel, 2015a,

p. 87)。最後に、価値判断を除いて事実に関する精緻な情報を事細かに意思決定者に渡
しても、科学に馴染みの薄い意思決定者にとってそのような情報が実際的に役立つとは
限らず、むしろ誤解や悪用を招くのではないか、ということも反論としてよく言われる

(Elliott, 2011b, ch. 3)*10 。
より個別的な事例として、気候変動シミュレーションの不確実性評価がよく議論されて
きた (Biddle and Winsberg, 2010; Steele, 2012; Winsberg, 2012; Betz, 2013; Morrison,

2014; Parker, 2014; John, 2015; Steel, 2016; Frank, 2017; Parker and Winsberg, 2018)。
経験的な評価方法の一つとして、手持ちのモデルが過去のデータをどれだけうまく再現で
きたかによって、モデルの予測の不確実性を定量化する手法が使われている。しかし、こ
*10

注意点として、以上の反論は価値判断を逃れた情報提供という発想を批判しているのであって、科学の中
で主観的確率を使うことを否定しているわけではない。
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の手法では、現在の手持ちのモデルが特定の予測の成功（例えば地表近傍の気温上昇）を
優先するという過去の価値判断を反映しているために、ある変数の成績はよいけれど別の
変数の成績が悪いといった傾向があり、そうしたモデルで不確実性を評価しても価値判断
から逃れていないという指摘がある (Biddle and Winsberg, 2010; Winsberg, 2012)。専
門家の主観的な評価を踏まえて不確実性を「可能性が高い」など質的な尺度に落とし込む
にしても、元になる主観的評価が価値判断から逃れていることが保証できないし、不確実
性の程度がどの尺度に当てはまるかの換算を誤る可能性があるなら、前段で説明したよう
な「二階の」帰納のリスクに直面することになる (Steele, 2012; Parker and Winsberg,

2018)。ただし、公平を期すなら、気候変動の不確実性評価が価値判断から逃れていると
いう論者もいるので、このテーマについて明確に合意された結論があると言うにはまだ早
いだろう。
ジェフリーは仮説がどのように使われるか分からないという問題を指摘したが、これに
対しチャーチマンは、製品製造に準えて反論していた (Churchman, 1956)。製品を製造
する場合も、製品がどのような目的に使われるか分からないが、しかし、だからといって
何も作れないわけではない。市場調査をする、何らかの重要性の観点を導入して製品モデ
ルを選ぶ、逆に消費者を教育するなど、とにかくやりようはあるはずだ。おそらく、意思
決定者が仮説をどう使うか分からないというなら、科学者を意思決定に巻き込むのが最も
率直な対処だろう (Douglas, 2009, p. 54)。
あるいは、単に帰結の予測可能性の問題なら、完全に予測不能なリスクには責任がない
ことを認めても良いだろう。しかし、帰結の評価が難しいというだけでは、評価の必要性
の否定にはならない。化学物質のリスク評価、気候変動の予測、医薬品の安全性試験な
ど、科学的な結論が社会にどのような影響を与えるか大まかな予想がつくことも少なくな
い。加えて、結論が社会的な影響をもたらしうる研究は、現代の科学の全てではないにし
ても、それほど珍しいわけではない (Douglas, 2000, pp. 577–578)。物理学のような分野
でさえも、巨額の費用をかけた大きな実験の結論において、その実験の結論がその分野の
向かう方向を左右したり、その分野への将来の研究投資に影響するという懸念が考慮され
るかもしれない (Staley, 2017)。こうしたことから、品質管理のような限定的状況だけに
帰納のリスク論法が当てはまるという見方に疑問が生じる。

2.3.2 なぜ実践的な行為の帰結を考慮する必要があるのか
コーエンの意味での仮説の受け入れは、実践的な行為の帰結とどのように関連するだろ
うか。スティールは、論理的推論を行う人が記述的命題と規範的命題の両方を受け入れる
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と、実践的行為が推論で導出されることを指摘する (Steel, 2015b, p. 154)。「目の前の水
にヒ素が一定量入っていたらその水を飲むべきでない」という規範的命題を受け入れてい
たら、「目の前の水にヒ素が一定量入っている」という事実の命題を新たに受け入れるこ
とで、「目の前の水は飲むべきでない」という結論が導かれる、といった具合だ。受け入
れた命題どうしの一貫性を維持するよう推論せよという要請を認めれば、記述的命題の受
け入れが実践的行為に影響するのは不可避だとスティールは言う。
スティールの例は帰納のリスクの事例としては当てはまりが悪いが、適切な例に言い直
すのは難しくない。例えば、ある加工食品が非常に健康に悪いという仮説について、科
学者が研究を行った結果、誤りの可能性は十分小さいと判断してその仮説が正しいと受
け入れるとき、その科学者はその食品を食べないだろうし、科学者の研究の結論を聞い
た人々も食べるのをやめるだろう*11 。現代の科学が知識についての権威を持つからこそ、
科学者の結論は単に個人的なものに留まらず、社会的な影響をもつことになる (Douglas,

2008)。コーエンの受け入れ概念を使って帰納のリスク論法を言い直すなら、「科学者が
ある仮説を受け入れるかどうか決める（一定の文脈での思考の前提となる仮説を決める）
際には、人々もその仮説を受け入れる（前提する）として、その仮説が誤っていた場合に
人々がどのような影響を受けることになるか、事前に衡量する必要がある」という風に表
現できるだろう。
さて、たとえ仮説の受け入れが実践的な行為の帰結に関係するとしても、認識的効用
、、、、、
による受け入れの支持者は、科学においては実践的な行為の帰結を無視し、認識的効用
、、、、、、、、
だけを考慮すべきだと論じそうだ。対して、ダグラスは、科学者から帰結を考慮する責
任を取り去ることはできず、科学的推論に関しても実践的な帰結を考慮すべきだと言う

(Douglas, 2003, 2009, ch. 4)。彼女の議論は二段構えで、科学者でも帰結に関する一般
的な道徳的責任を持つこと、その一般的責任は科学者の役割責任によって免除されないこ
とが順に論じられる。
まず、一般的な道徳的責任として、意図的に引き起こした帰結には責任があるし、意図
的でなく生じた帰結についても、明らかにリスクがあるのに何もしなかったり、リスクに
注意して気づくべき場合には責任があるとダグラスは言う。この責任が帰納のリスクの考
*11

もちろん、その加工食品が非常に美味しいとか、健康上の別の利益があるとか、値段が安いといった理由
で食べる人がいるかもしれない。しかし、その食品を食べる必要が特段なかったり、安全・安価な代替食
品があれば、健康に悪い食品を避けるのがおよそ合理的であり、普通の人はそうするはずだ。また、科学
者の結論を受け入れない人もなかにはいるだろうし、科学者の結論が意図したように伝わらないこともあ
るだろう。そのようなケースを検討することは重要かもしれないが、ここでの論点は、多くの人々が科学
者の結論を受け入れて行動を変えるはずだと前もって予想できる状況が、現代社会ではしばしばありそう
だということである。
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慮も要請することになるので、科学者は、一般的な道徳的行為者として帰納のリスクを考
慮する責任があることになる*12 。では、その一般的な責任は、科学者の特別な役割責任
によって免除されるのだろうか。ダグラスの答えはノーである。我々の社会は、無制限に
人体実験を許したりしないし、無制限の研究予算を確保してはいないし、危険な研究は科
学者が事前に気づいて止めて欲しいと思っている。要するに、真理の追求が何にも勝る価
値だから、科学者は真理の追求を目指す限りでは他の価値や社会的リスクを無視してよい
などとは認められないだろう、と彼女は言う。
ひょっとすると、次のような異論があるかもしれない。コーエンの意味で受け入れを考
えるなら、科学者が受け入れた仮説を提示したとしても、実践的な帰結は別の意思決定者
が自発的にその仮説を受け入れることによって生じるのだから、仮説を提示しただけの科
学者が責任を持つ筋合いはない、という異論である。しかし、問題は、意思決定者が受け
入れる仮説に、科学者の価値判断が影響するという点である。科学者が間接的に意思決定
者の選択に影響を及ぼす場合に、誰がどのような責任を持つのかは、筆者の知る限り十分
検討されていない。しかし、情報提供者の科学者が、情報提供を受ける側に生じる帰結を
考慮する責任を持つという考え方は、全く新しいというわけではない。例えば、シュレー
ダー=フレチェットは、科学者には研究成果の濫用を防ぎ、社会への有害な影響を防ぐ責
任があると論じていた (Shrader-Frechette, 1994)*13 。そのような責任の根拠として、科
学者の能力や知識、専門職集団と社会との暗黙の契約、あるいは倫理綱領などを挙げるこ
とができる (ibid., ch. 4)。つまり、帰納のリスクを考慮する根拠として、ダグラスは帰
結に関する一般的な道徳的責任に訴えたが、専門職としての役割責任から帰結の考慮が要
請されてもおかしくはない。一般的責任にしろ役割責任にしろ、科学者の社会的責任とし
て、科学者が自らの研究の社会的影響を考えるべきという考えが近年広まりつつあり、そ
れに伴い、科学者が実践的な帰結を無視してよいという考えに疑問が生じることになる。
最後に、「受け入れ」の捉え方の対立について何が言えるだろうか。レイシーの言うよ
うに、
「受け入れ」とは「確立した科学的知識のストックに属するものとして扱うこと」で
あるべきで、ラドナーは筋の通らない捉え方をしていたのだろうか。ラドナー自身の考え
は定かではないものの、ラドナーの現代の支持者は、まずはコーエンの受け入れ概念に依
拠して議論を組み立てることができる。実はレイシーも、
「是認」や「応用」にはコーエン
*12

ダグラスの論じる道徳的責任は比較的素朴なものに留まっており、分析哲学や法哲学を中心に責任概念
が詳しく検討されていることを踏まえると、不満を感じるかもしれない。しかし、予想できるリスクを考
慮に入れて行為する責任が誰にでもあるというのは、おそらくはあまり異論の余地のない、穏当な主張だ
ろう。
*13 この責任が科学的推論に関係するか読み取りにくいかもしれないが、同書の 4 章から 6 章では、この責
任が仮説の受け入れの決定に関連づけられている。
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の言う受け入れが含まれ、ラドナーの議論が当てはまることを認めている (Lacey, 2015,

pp. 92–93)。すると、レイシーのように「受け入れ」を定義してラドナーの主張をかわす
というのは、ラベルの付け替えによって論点を逸らしているだけのように見える。科学的
評価が重要になっている社会的問題に関して、大抵はレイシーの言う意味での「受け入
れ」に値するものがないからこそ問題になっているのであって、実質的な問題は、争点に
なる仮説を「是認」「応用」するときにどうするかである。また、レイシーは仮説に対す
る態度を細かく区別する提案をしているが、その使い分けは科学者にとって実践的でない
とか、認知的なバイアスを踏まえると科学者は自分自身の態度を適切に決められないかも
しれないといった懸念もある (Miller, 2014, pp. 266–267)。

2.4 小括
本章ではラドナーの古典的論文を中心に、帰納のリスク（および論法）の基本的な論点
を検討した。ラドナーの古典的論文は、「仮説の受け入れの誤りのリスク」の衡量が科学
的推論に不可欠だと指摘するものだった。このリスクについて、ヘンペルが「帰納のリス
ク」という用語を充て、この用語が現在の科学哲学で広く利用されるようになっている。
ただし、ラドナーの議論は当時から受け入れられたわけではなく、科学者は仮説に確率を
割り当てるだけでよいとする批判や、科学者が仮説の受け入れを行う際には認識的価値の
みを考慮すればよいという批判が生じた。これらの批判に応じるため、仮説の「受け入
れ」概念を捉えなおす試みや、科学者の社会的責任の倫理学的検討が進められているとこ
ろである。
帰納のリスク論法の焦点になるのは、「科学的推論には価値判断が必要だ」という主張
である。ここで言う「科学的推論」は、工場での抜き取り検査などに限定されず、より広
い範囲の推論を含みうることが議論されてきた。また、ここで言う「価値判断」は、科学
的推論の結論に関連して生じる社会的帰結の衡量のことであり、科学者がこの衡量を行う
べきという根拠は、一般的な道徳的責任にも、専門職としての役割責任にも見出すことが
できる。こうしたことから、帰納のリスク論法は、一般性の高い主張を導こうとするもの
であり、適用範囲の広さが一つの特徴になっている。
とはいえ、帰納のリスク論法の適用範囲は、そもそも帰納のリスクが何かということに
依存するだろう。実は、現代の帰納のリスクをめぐる論争では、この点が活発に議論され
てきた。例えば、仮説の受け入れを決定する場面の他にも、帰納のリスクと呼びうるもの
を科学の実践の中に見出せるとしたら、帰納のリスク論法を適用できる事例はさらに増え
るかもしれない。同時に、帰納のリスクの拡張によって様々な分野の適用事例を示すこと
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ができたなら、帰納のリスク概念は分野を超えた一般的な視点として「科学と価値」を分
析する枠組みになるかもしれない。
「科学と価値」に関する一般的な枠組みを得ることの利点は、科学をより広い視野で理
解できるようになるということである。例えば、本稿のように多分野を横断的に検討する
アプローチでは、
「科学と価値」に関する一般的な枠組みによって、各分野を分析するため
の基点が得られるかもしれない。また、そのような一般的な枠組みの別の利点としては、
、、、、、、、、、、
異分野間の知見の交換に役立つ可能性がある。例えば、ある分野で帰納のリスクについて
有効な管理方法が知られていたなら、それを別の分野の帰納のリスクの管理に応用できて
もおかしくはないだろう。したがって、帰納のリスクの拡張は、実践的な意義も持ちうる
はずである。このような可能性の実現に向けて、次章では帰納のリスク概念の拡張につい
て検討していく。
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第3章

帰納のリスク概念の拡張
前章で述べたように、ラドナーの古典的論文が帰納のリスクをめぐる現代の議論の原型
となっている。ラドナーの論文で言及された「仮説の受け入れの誤りのリスク」が帰納の
リスクの原型であり、帰納のリスクに言及しながら「科学的推論には価値判断が必要だ」
と主張するラドナーの議論が帰納のリスク論法の原型である。これらの原型を踏まえて、
本章では、帰納のリスク概念を拡張する現代の試みについて検討する。

2000 年に発表されたダグラスの論文 (Douglas, 2000) は、帰納のリスク論法の原型と
されるラドナーの議論を再評価し、同時に帰納のリスク概念の大幅な拡張を行った重要文
献として位置付けられる。そして、ダグラスのこの論文以降も、科学哲学者たちは帰納の
リスク（および論法）の修正や拡張を行ってきた。こうした状況について、本章では三つ
の観点から検討を加える。一点目は、どのような場面で帰納のリスクに直面するのかに関
する拡張である（3.1 節）
。二点目は、どのような種類の帰結が帰納のリスクに含まれるの
かに関する拡張である（3.2 節）。これら二種類の拡張により定義の更新も必要になるが、
本稿では多様な捉え方があることを紹介するに留め、最終的な定義を与えることは目指さ
ない。三点目として、帰納のリスク論法が正確にはどのような性質の主張なのかに関する
論点整理を行う（3.3 節）
。この三点目の整理は、科学と価値の論争の対立点を明確化する
のに役立つ。
実際のところ、ラドナーやダグラスを支持する論者は一枚岩ではなく、部分的にはお互
いの見解を否定しあってもいる。帰納のリスク（論法）は、現状では細部の異なる複数の
バージョンが並存していると見た方が良いだろう。とはいえ、ラドナーやダグラスの支
持者は、科学内部の価値判断を正統なものとする向きで議論を展開する点では一致して
おり、そうした議論を帰納のリスクの拡張として一括りにすることは不自然ではないだ
ろう。
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3.1 帰納のリスクに直面する場面の拡張
ダグラスの 2000 年の論文は、帰納のリスクをめぐる議論の転換点の一つと言えるほど
の重要性を持っている。それは、この論文が、仮説を受け入れるかどうかの最終判断だけ
でなく、より上流の様々な場面でも帰納のリスクに直面しうると示したからである。ダグ
ラスの言葉を借りるならば、「理論の受け入れに帰納のリスクがあるのとまさに同じよう
に、方法論、データ、解釈の受け入れに帰納のリスクがある」(Douglas, 2000, p. 565) と
いうことである。ダグラスのこの重要論文では、ダイオキシンのリスク評価を例に取りな
がら、有意水準の設定、試料の評価、モデルや背景仮説の選択の三つの場面で帰納のリス
クに直面し、それぞれの選択には道徳的価値判断が必要だと議論された。つまり、科学実
践の具体的な事例を用いて、帰納のリスクを拡張的な解釈を試みたのである。
試料の評価における帰納のリスクは、動物実験において、臓器組織にがんが生じたかど
うかを評価する際の境界事例に関係する。ダグラスが示したのは、ある実験で得られた肝
臓組織について、専門家たちが全く同じ組織を評価したにもかかわらず、それぞれの専門
家で結論が異なってしまったという例である。例えば、体重 1kg あたり 100ng のダイオ
キシンを毎日投与した群について、1978 年の評価では 50 匹中 34 匹に腫瘍が発生したと
判断され、その内 11 匹が悪性腫瘍と判断された。しかし、同じ組織が 1990 年に再評価
された際には、50 匹中 18 匹に腫瘍が発生し、悪性腫瘍は 4 匹と判断されたのである。さ
て、このようなケースで、境界事例をがんではないと判断するアプローチは、実際にはが
んが発生していたのにがんでないと判断する場合（偽陰性）が多くなると予想できる。つ
まり、実際にはがんの生じる例を見過ごしがちになるので、発がんリスクを過小評価する
ことにつながり、そのリスク評価を基にしたリスク規制が過小規制となり、公衆の健康が
損なわれるという帰結まで（少なくとも大雑把には）予想できる。逆に、境界事例をがん
だと判断するアプローチは、実際にはがんが生じていないところを発がん性あり（偽陽
性）と判断しがちになると予想できるため、リスクの過剰推定につながり、さらには本来
は不要な規制に従うことで企業が不必要な負担を引き受けることにつながるだろう。こう
して、境界事例をどのように判断するかの場面で、科学者は公衆の健康と企業の負担のど
ちらを避けるべきかの選択を迫られるのである。
モデルや背景仮説の選択における帰納のリスクは、ダイオキシンの発がん性に閾値を認
めるかどうかに関係する。ある用量以下では発がん性が増加しないと想定する閾値モデル
を採用するか、閾値が存在しないと想定し低用量域の発がん性を外挿で推定するモデルを
採用するかによって、低用量の発がん性の評価は過小にも過剰にもなりうるし、それに応
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じて不要な規制を受けたり、逆に規制をすり抜けてしまう可能性も違ってくる。そして、
このどちらのモデルにも科学的にもっともらしい根拠があり、決定的な決着は付いていな
いため、リスク評価を行う科学者はどちらのモデルを採用するかを価値判断によって決め
なければならない。

3.1.1 帰納のリスクの定義の更新
ダグラスのこうした拡張は具体例に基づいた説得力を持つものの、ビドルは、有意水準
の例を除けば、ダグラスの挙げる例はラドナーの論じたような帰納のリスクの原型に適
合していないと指摘する (Biddle, 2016)。たしかに、試料を悪性腫瘍と判断するかどうか
や、閾値モデルと外挿モデルのどちらを採用するかは、どの程度の証拠であれば仮説を受
け入れるのかという仮説検定の問題とは違っているように思える。しかしビドルは、これ
らの例は科学哲学に重要な洞察を与えるのだから、従来の概念の方を拡張するよう提案す
る。それはすなわち、帰納のリスクの定義の改定作業である。
ビドルはククラと共に、帰納のリスクに関連する概念を整理しながら、包括的な「認識
のリスク (epistemic risk)」概念と、認識のリスクの一部となる「賢慮のリスク (phronetic

risk)」概念を導入する (Biddle and Kukla, 2017)。まず、認識のリスクは「知識を得る
営みの中で生じる誤りのリスク」とシンプルに定義される。これには帰納のリスクが含ま
れるが、他にも、単純な計算間違いなどが含まれる。後者の誤りは、たしかに科学を行う
上で生じるある種のリスクではあるが、どのように対処するかを迷う必要はなく、単に間
違いを減らせば良い。ラドナーやダグラスが帰納のリスクとして捉えようとしていたもの
はもっと複雑な価値の衡量を要するものであり、賢慮のリスクという概念が割り当てられ
る。こちらの定義は「経験的（帰納的もしくはアブダクション的）推論の一部あるいは前
提条件となる活動の中で生じる認識リスクであって、価値と利益の観点から管理しバラン
スをとる必要があるリスク」とされる。
賢慮のリスクには、ラドナーの示したような仮説の受け入れの誤りのリスクも含まれる
が、それ以前に経験的推論に関連して直面する様々なリスクが含まれることになる。例え
ば、臨床試験デザインの選択や、統計的推論の手法選択は、明らかに「経験的推論の一部
あるいは前提条件となる活動」だろう。これらが研究の結論の誤りに関連して生じさせる
リスクや (cf. Bluhm, 2017; Andreasen and Doty, 2017)、ダグラスが例として挙げたリ
スクは、賢慮のリスクに含まれることになる。
ビドルたちは一般的な意味でのリスクを「倫理的リスク」と呼び、認識のリスクや賢慮
のリスクと区別しているが、倫理的リスクが賢慮のリスクと絡まり合う（つまりは賢慮の
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リスクの一部になる）場合があるとも言う (Biddle and Kukla, 2017, pp. 219–221)。例
えば、臨床試験では新しい治療法を被験者で試すために被験者にリスクが生じるが、被験
者のリスクが帰納のリスクの例として挙げられることはまずないし、ビドルたちも被験者
のリスク自体は賢慮のリスクだと考えない。しかし、被験者のリスクを理由に、行われる
はずの研究が実施されなかったり、信頼性の低い研究方法が採用される可能性があり、こ
れらが賢慮のリスクに関係する。
もう少し具体的には、仮想の例ではあるが、臨床試験をどの時点で停止するかという問
題でこの絡まり合いが説明されている（ibid., pp. 222–224）。ある薬剤とプラセボを対照
するランダム化比較試験で、予定対象者数 5000 人だったが、最初の 500 人で既に薬剤の
有効性が明らかであり、ただし薬剤投与群に統計的に有意ではないほどの副作用の兆候が
あるような状況だとする。有効性の証拠をさらに求めることは、薬の有効性と安全性をた
しかにするだろうが、結論が遅くなればその薬で救えたはずの人々に損害を与えることに
なるし、副作用があるなら試験継続によって被験者の害を増やしてしまうかもしれない。
逆に、早期に中止してしまえば、被験者のリスクは避けられるし、薬の実用化も早まると
しても、薬の有効性と安全性の評価が間違っているかもしれないという疑念が残るし、そ
のせいで結局のところ薬剤の承認を得られないという社会的リスクも考えられる。こうし
た状況で、結論に至るのにどのくらいの証拠が必要なのか決めるには、研究の結論の誤り
に関連するリスクも、被験者に生じるようなリスクもまとめて考慮しなくてはならず、こ
こで衡量する必要のあるリスク全てが賢慮のリスクということになる。
賢慮のリスクの定義は、帰納のリスクの拡張例の特徴をある程度捉えており、理にか
なっているように思えるが、不十分さは否めない。まず、定義の中での経験的推論とリス
クの関係がはっきりしていないように思われる。例えば、ビドルたちは、不妊を病気とし
て医学的に定義する際にも賢慮のリスクがあると言うが (ibid., pp. 229–234)、それが何
、、、、、、
故なのかわかりにくい。病気の定義、すなわち診断基準の策定は、関連するデータを踏ま
、、
、、、、、
えて行われるし、医師たちが患者を診断する際にある種の前提として策定した基準が用い
られることで結果的に大きな社会的影響をもたらしうるという点が、帰納のリスクとどこ
か似ているようにも思われる。しかし、病気の定義が賢慮のリスクを伴うと言うとき、病
気の定義が「経験的推論の一部あるいは前提条件となる活動」だという意味が分かりにく
いし、誰のどのような経験的推論に関連したリスクのことなのかよくわからない*1 。リス
*1

ただし、本稿 3.1.2 節の議論に関係するが、ビドルたちは賢慮のリスクの問題を個人ではなく制度的レベ
ルで考えるべきだとも言っており (ibid., p. 217)、特定の個人の推論ではなく、診断基準を制度的に応用
した場合に生じる見逃しや過剰診断を賢慮のリスクだと考えているかもしれない。もしそうだとしても、
病気の定義が「経験的推論の一部あるいは前提条件となる活動」にあたるという意味ははっきりしない。
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クと経験的推論が関係する仕方が定義の中で説明されないと、何が賢慮のリスクなのか
はっきりせず、「科学内部に価値判断が必要だ」という帰納のリスク論法の中心的テーゼ
が支持されているのか曖昧になってしまうだろう。また、次節以降で検討する話題に関
連するが、賢慮のリスクは「誤りのリスク」でなければならず、結論が正しい場合に生じ
る帰結を考慮してはならないのだろうか。さらには、「価値と利益の観点から管理しバラ
、、、、
ンスをとる必要がある」とは、価値判断なしにはいかなる決定もできないということなの
、、、
か、それとも価値判断によって考慮すべきだということなのだろうか。
ビドルの言うように、現状で重要なのは、科学内部の様々な価値判断を視野に入れられ
るように、帰納のリスクの定義をつくり直すことである。賢慮のリスクの定義が不十分で
も、個々の例示のもっともらしさが否定されるわけではない。帰納のリスクの拡張は今な
お続いているところなので、現時点で厳密な定義を追求するよりも、拡張に合わせて定義
を改定していくことが重要だろう。本稿では厳密な定義を追求する余裕はないため、ひと
まず多様な拡張のアイデアを紹介するに留める。また、以降では、賢慮のリスクの定義を
念頭に置きつつも、「帰納のリスク」という用語を引き続き使うことにする。これは、帰
納のリスクという用語が既に海外の文献で広く使われていること、元々の概念が知られて
いない日本で新しい概念を紹介することは混乱を招くだろうこと、そして賢慮のリスクと
いう言い回しからは定義の内容を想起しにくいということが理由である。

3.1.2 社会的レベルでの帰納のリスク
ビドルは、ダグラスによる帰納のリスクの拡張に対して、「こうした拡張の結果として、
、、
決定が行われなければならない場面では、研究プロセスのどこであっても帰納のリスク
が存在するように思える」(Biddle, 2016, p. 193. 強調は原文による) とコメントしてい
る。しかし、帰納のリスク概念のインフレ路線を進めるならば、帰納のリスクの射程はさ
らに広く考えることができる。研究プロセスの内部だけでなく、個々の研究を取り巻く社
会的なレベルでも、科学的推論に関連したリスクを見出せるからである。この点は複数
の論者に指摘されているが (Cranor, 1993; Wilholt, 2009, 2013; Winsberg, 2012; Steel,

2015b; Stegenga, 2017; Biddle and Kukla, 2017)、代表としてスティールの意見を簡単
に紹介する。彼は、個々人が帰納のリスクを衡量して意思決定するレベルの他に、帰納の
リスクのバランスを調整している二つの社会的レベルを指摘する。
一つ目は、「知識を生産・利用するシステムの構造的フレームワークのレベル」、簡単に
言えばリスク評価の制度や手続きのレベルである。例えば、気候変動に関する政府間パネ
ル（Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC）の報告書作成過程は、科学
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的な健全さを維持しつつ、政治的利害が反映される仕組みになっている (Steel, 2016, p.

714)。専門家の名簿作成には各国政府が関与しているし、特に「政策決定者向け要約」の
作成では、各国代表が承認しない限り報告書は公表されない。こうしたプロセスによっ
て、結論の誤りがもたらすリスクが選びとられているというわけだ*2 。また、EU の「化
学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則 (REACH 規則)」もこのレベルに属す
る事例とされる (Steel, 2015b, pp. 212–217)。REACH 規則では、EU 内で 10 トン以上
の物質を扱う事業者にはその物質の危険性について行政機関への情報提供が義務付けられ
る。このように製造販売前にある種のリスク評価を義務付ける制度は、化学物質に毒性が
あることをデフォルトの仮定として採用することであり、このデフォルトは誤りの相対的
費用についての判断を反映しているとスティールは言う*3 。
二つ目は、証拠の扱いや方法に関する一般的取り決めのレベルである。帰納のリスク
の典型例は有意水準の設定問題であることを既に述べたが（本稿 2.1.1 節）、実際のとこ
ろ、個々の科学者は個別の研究で有意水準を選んでいるというより、それぞれの分野で一
般的に採用されている水準 (例えば 0.05) を採用しているに過ぎない場合が多いだろう。
このことは、帰納のリスクが生じていないというのではなく、科学者の「慣習」が帰納の
リスクを調整しているという風に理解できる。暗黙的な慣習の他に、科学を進める上で一
般的基準や手続きが明示的に定められている場合も多い。化学物質の参照容量を定める際
にデフォルトで一定の不確実性係数を利用することや (Steel, 2010, pp. 28–32)*4 、近年
*2

*3

*4

単純に考えて、報告書の結論が温暖化の深刻な影響を確実視するほど、各国の規制は厳しいものになるだ
ろうし、予測が誤っていた場合の無駄な規制によるリスクも大きくなるだろう。反対に、温暖化に疑念
を残す結論であれば、厳格な規制は生まれにくいだろうが、今度は規制効果が弱すぎて温暖化が十分抑
制できない可能性がある。IPCC 報告書は大抵要約しか読まれないので、社会的に大きなリスクを伴う
結論の調整が、政治プロセスを通じて行われることになる。しかし、だからといって報告書が非科学的
だということにはならない。報告書作成のより詳しい政治的過程については竹内 (1998, 2 章および pp.
124–132) や有本他 (2016, 7 章) を参照。
もう少し具体的には、次のように考えるとよい (cf. Steel, 2015b, pp. 11, 214–215)。REACH 規則
を含め、いわゆる事前承認制の規制は、安全であるという証拠が十分に提供されるまで、一群の物質が危
険であることを推定している。この推定が正しいことについて、いくらかの科学的根拠を伴うこともある
が、個別物質を詳細に調査することで間違っているとわかる可能性もある。デフォルトとして危険性を推
定するにあたって、偽陽性と偽陰性のどちらを避けるか、どちらの誤りが深刻かという考慮を経ていれ
ば、その推定は帰納のリスクを考慮した例と言える。リスク評価の文脈の予防原則については第 5 章で改
めて検討する。
不確実性係数は一般に、人間への危害を避けるために安全を見積もって設定されると言われるが、係数に
対する科学的根拠が存在しないわけではない (cf. Dankovic et al., 2015)。そのため、個別物質の特徴の
違いに応じて不確実性係数を調整した方が科学的に正確な評価になりそうだが、直線回帰がデータの誤差
項を最小にするように、一定の値を使うことがランダム変化に対する予測の誤りを最小化するかもしれな
いこと (Steel, 2010, p. 31)、加えて、個別の推定に時間をかけることが過少規制につながる懸念 (本稿
3.2.1 節参照) から、デフォルト値の使用が帰結の衡量によって正当化されうる。
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注目されている「証拠に基づく医療 (Evidence Based Medicine: EBM)」において方法
論の階層構造を想定し、ランダム化比較試験を評価のゴールドスタンダードにすることは

(Steel, 2016, p. 714)*5 、このレベルの例として考えることができる。
こうした制度や一般的取り決めのレベルの下に、個別ケースでの科学者個々人や少人数
の研究グループによる決定のレベルが存在する。ラドナーやダグラスが挙げていたのは、
このレベルの例として見なせる。このようにレベルを分けたとき、レベル同士の関係が
倫理的な問題として重要になり、後ほど改めて検討する（本稿 3.3 節）。本節の要点とし
ては、帰納のリスクの拡張例から、科学的推論の遂行の過程で行われる個人的・社会的な
様々な選択で、様々なリスクが選び取られていることが見えてくるということだ。

3.2 考慮する帰結の種類の拡張
これまで見てきたように、帰納のリスクをめぐる議論では、科学的推論の取り扱いに
関連して生じる帰結を問題にしてきた。しかし、あらゆる決定であらゆる帰結を考慮す
べきだというのは無理があるため、どのような帰結を考慮するべきかは重要な争点の一
つである。ダグラスが言うように、完全に予測不能な帰結を考慮する責任はないだろう

(Douglas, 2009, ch. 4)

*6 。科学哲学の文脈から見て興味深いのは、帰納のリスクで考慮

の対象になるのが「誤りの帰結」でなければならないという彼女のこだわりである。仮説
が正しい場合の帰結を評価して仮説の受け入れを判断するというのは、その仮説が自分に
とって都合が良い帰結をもたらすから受け入れるということであり、これを認めると、科
学の信頼性は掘り崩されてしまうだろうとダグラスは言う。
この点について、彼女はヘンペルの議論を引き合いに出す。ヘンペルは帰納のリスクを
議論する際に、「証拠の評価規則」と「仮説の受け入れ規則」という区別を導入していた

(Hempel, 1965a)。証拠の評価規則は、ある仮説を支持する証拠がどの程度の支持を与え
るかを決めるもので、こちらには価値判断の関与の余地がない（端的に言えば、価値判断
は証拠にはならない）。他方、仮説の受け入れ規則は、どの程度の証拠の支持があれば仮
説を受け入れるかの規則であり、本稿 2.1.1 節にて有意水準の決定の例で示したように、
こちらには価値判断が含まれる。ヘンペルの区別を踏まえれば、帰納のリスクに関連する
価値判断は、仮説の受け入れ規則には必要だが、証拠の評価規則には関わってはならない

*5

EBM でランダム化比較試験を高く評価することの主要な動機は、治療効果の過大評価と過小評価を減ら
すことに見いだせる (Bluhm, 2017, pp. 196–198)。

*6

とはいえ、予測可能性を具体的な状況でどう判定するかは非常に難しい問題で、本稿の手に余るため立ち
入らない。
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ということになる。
ダグラスはこの二種類の規則の区別を応用して、科学的推論における価値判断が適切か
、、
どうかを判断するとき、認識的価値/非認識的価値という価値の種類の区別ではなく、直
、、
接的/間接的な価値という役割の区別が重要なのだと主張する。この主張はいくつかの文
献を通じて成されており (Douglas, 2000, 2006, 2008, 2009)、以下のようにまとめられ
る。まず、価値の 「直接的役割」とは、価値がある選択の根拠として働くということであ
る (2009, p. 96)。ある意図した結果に価値を置くことによって理論を選択するというこ
とは、科学的推論において価値を直接的役割で用いることに相当する (2009, p. 96)。あ
るいは、ある仮説が正しい場合の帰結が好ましいという理由でその仮説を正しいとする
のも、科学的推論において価値を直接的役割で用いることに相当する (2006, pp. 10–13,

2009, p. 81)。科学的推論において価値を直接的役割で用いるとは、例えば、自分の政治
的信条と折り合いが悪いからという理由で仮説やデータを捨てることであり、これは科学
にとって不適切に思える（2009, p. 102）。このような価値の用い方は「X だったらいい
なあ。ゆえに X である」という形式の希望的観測に基づくものであって、手持ちの証拠
とは無関係に、あるいは証拠の代わりに価値を用いて科学を進めることであるから、証拠
の評価規則に違反する (2009, p. 102)。他方で、価値の「間接的役割」は、証拠が十分か
どうかという判断にのみ使われる (2009, p. 96)。ある仮説が間違っていた場合の帰結を
考慮し、その仮説を受け入れるのにどの程度の証拠で十分とするかの判断は、価値を間接
的役割で用いることに相当する (2009, pp. 96–97)。この種の判断は、証拠の評価には関
係しないので、科学的推論に受け入れられる (2000, p. 578, 2009, p. 103)。
ダグラスの議論を整理すると、エリオットが指摘するように (Elliott, 2011a)、複数の
対概念の対立構図が見える。一方には、価値の直接的役割、意図的な結果や仮説が正しい
場合の結果の考慮、証拠の評価規則の違反がある。そして他方には、価値の間接的役割、
意図しない結果や仮説が誤っている場合の結果の考慮、証拠の評価規則の遵守がおかれて
いる。そうして、ダグラスは、一方の側は科学的推論にとって不当であり、他方だけが正
当だと述べようとしている。すなわち、価値の間接的役割は科学的推論において正当だ
が、価値の直接的役割は科学的推論から排除されるべきであり、帰納のリスクで考慮すべ
き帰結は「誤りのリスク」だけなのだと主張する。
しかし、少し考えてみただけでも、価値の役割の区別は有効性が疑わしい。例えば、新
薬の効果を検証する試験で、実際には効果がなくても効果ありと判定されると都合がよい
という理由で、そうなるように意図的に有意水準や研究デザインを調節していたらどうだ
ろうか。そのような価値判断は、用いられた価値が直接的/間接的役割のどちらなのかが
はっきりしないし、間接的役割だから正当だとは言えそうにない。利益相反が問題になる
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多くの研究でまさにこのような価値判断が懸念されているので、こうしたケースを例外的
なものとして無視するわけにもいかないだろう。
それでは価値の役割の区別を全く無視してしまえばよいと思うかもしれないが、そうも
いかない事情がある。一つには、科学的推論に価値判断を認めると相対主義寄りに見える
ので、価値判断を含んでもなお科学には信頼性や客観性が残ると述べるには、科学にとっ
て適切な価値判断の基準を特定しなければならないという課題がある。そのような文脈
で、ダグラスの価値の役割の区別は科学哲学のハンドブック・入門書・総説論文などで紹
介されている (e.g. Douglas, 2016; Reiss and Sprenger, 2017; Longino, 2019)。ダグラ
スの区別の有効性に懐疑的な科学哲学者もいるし、適切な価値判断の別の基準も提案され
ているところだが (Steel, 2010; Brown, 2013; Elliott and McKaughan, 2014)、ダグラス
自身は未だにこれを放棄していない。他の提案がダグラスの問題を解消していて優ってい
ることを示すには、ダグラスの提案の何が問題か明確に指摘しておくことも有用だろう。
もう一つの事情として、帰納のリスクの定義に関連した問題もある。帰納のリスクが紹
介されるとき、ラドナーやダグラスにならって科学的推論の「誤りのリスク」と紹介され
るのが常だが、このように紹介すると、誤りの帰結だけを考慮対象に含めることが肯定さ
れているように見えるだろう。そして、「誤りのリスク」だけが考慮対象であるべきこと
を説明するのが、ダグラスの価値の役割の区別である。つまり、価値の役割の区別が、
「誤
りのリスク」という浸透した定義を正当化する役割を担っている。それゆえ、帰納のリス
クの定義の更新を考えるにあたって、価値の役割の区別は見過ごせない。
さて、仮説が正しい場合の帰結や意図する結果の評価を科学的推論に含めることは、本
当にいけないのだろうか。エリオットのグループ分けを筆者なりに整理すると、ダグラス
は以下のような含意関係を想定していることが窺える（整理のため、インフォーマルな記
号で含意関係を付記する）。

• 科学的推論の結論が正しい場合の帰結もしくは意図的に引き起こす帰結の評価のた
めに価値が用いられるならば、直接的役割として価値を用いている (C1 → DRV )。
科学的推論の中で直接的役割の価値を用いると、証拠の評価規則に違反する

(DRV → EERV )。
• 科学的推論の結論が誤っている場合の帰結もしくは意図せず引き起こす帰結
の評価のために価値が用いられるならば、間接的役割として価値を用いている

(C2 → IRV )。科学的推論の中で間接的役割の価値を用いるならば、証拠の評価規
則に違反しない (IRV → ¬EERV )。
このようなグループ分けや含意関係は正しいのだろうか。厄介なことに、現実の具体例
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を引き合いに出して問題を決着させるのは難しい。というのも、ある価値判断が直接的役
割か間接的役割かは思考プロセスによって決定されるので、本人以外には（ひょっとした
ら本人にすら）どちらの役割で価値を利用したかわからないという問題があるからである

(cf. Elliott, 2011a, pp. 316–321)。しかし、筆者の見るところ、帰納のリスクをもっと形
式化された枠組みで考えてみると、ダグラスの考えの奇妙さがよく理解できる。そこで、
以下では、クレーナーたちが取り組んだ研究を応用してダグラスの問題点を明らかにした
い (Cranor, 1993, 1995; Hoover et al., 1995)。
クレーナーたちの研究は帰納のリスクを扱った文献でしばしば引用されており (Dou-

glas, 2000, p. 566, 2006, p. 8, 2009, p. 20; Steel, 2010, p. 28; Elliott, 2011b, p. 66)、
帰納のリスクの問題を形式的かつ定量的に議論した稀有な例と見なせる。また、この研究
は、個々の科学者がどのようなリスク評価を行うべきかよりも、制度設計にとって有用な
知見をもたらしている。つまり、前節で紹介したスティールの分類で言うと、リスク評価
制度のレベルでの帰納のリスクを分析した例にあたる。そして、クレーナーたちの研究で
は「待つこと」がもたらす帰結が考慮される点で、帰納のリスクとして考慮対象になる帰
結が拡張された例としても見なせる。このように、クレーナーたちの研究は帰納のリスク
を考える上で何重にも示唆深い研究であるから、たとえダグラスの批判的検討という意義
を抜きにしても、本稿で紹介する価値がある。

3.2.1 「結論を待つこと」がもたらす帰結
クレーナーたちの研究では、正確だが遅いリスク評価と不正確だが早いリスク評価では
どちらが社会的費用を小さくできるのかというシミュレーションが行われた。発がん性が
疑われる化学物質について、公式のリスク評価の結果が出るまで規制しないという市販後
規制の状況では、従来のリスク評価は遅すぎて、多くを未評価のまま野放しにしてしま
う。クレーナーの指摘するところでは、ある時期、カリフォルニア州の先進的な規制で
は、国際がん研究機関（International Agency for Research on Cancer）の基準に依拠
し、約 400 種の化学物質が人に対する発がん性を認められていたが、米国の公式のリスク
評価ではその 2 割ほどしか評価を受けていなかった。これは要するに、公式のリスク評価
の遅さが、過少規制につながっているということだ。
そこでクレーナーたちは、この問題に対処するために、いくらか不正確でも早く結論を
出せるリスク評価を提案する。包括的な文献レビューをせずに既にまとめられたデータ
セットを使う、一定の外挿法を採用し、薬物動態や作用機序に基づく調整をしない、報告
書も簡素化するなどの工夫により、評価の遅延がもたらす問題を回避しようというわけ
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だ。もちろん、このようなやり方をすると、信頼性の低いデータが含まれたり妥当性の低
い外挿法が採用される可能性があり、従来のリスク評価よりも結論の信頼性が低くなると
考えられる。要するに、リスク評価の速さと結論の信頼性がトレードオフになっており、
それらに応じて、過少/過剰評価を受ける物質の割合が違ってくると予想されるのである。
帰納のリスクをめぐる議論からは、この状況でどのような選択をするかは価値判断に依
存するということになるが、重要な問題はもう一歩先にある。従来のやり方と新しい手法
で、どちらがどのような帰結をもたらすかである。クレーナーたちは、74 種の化学物質に
ついて従来のリスク評価と新しいリスク評価で得られた発がん性の値を比較した。その結
果、推定値はかなり一致し、新しい手法が大きく外れた（25 倍以上）のは 2 つ (約 2.7%)
であることがわかった。新しいリスク評価手法を規制プロセスで採用すれば、未評価の化
学物質をかなり減らせる一方で、従来に比べ、不要な規制を受ける物質の割合が 2.7% ほ
ど増えると予想されるということだ*7 。
もちろん、従来のリスク評価が常に正しいという保証はない。リスク評価は一般的に保
守的な想定を用いるので、過剰推定気味になっていると予想される。そこで、従来の手法
は、評価対象物質の 10% ほどが過剰評価によって不要な規制を受けており、過小評価は
ゼロだと仮定する。さらに社会的費用に関する想定として、物質の種類を問わず、未評
価・過剰評価・過小評価のいずれかに応じて異なる費用が生じると想定し、400 個の発が
ん性物質を対象とした場合のリスク評価手法の違いをシミュレーションしてみると、表

3.1 が出来上がる。
Cn , Co , Cu は、未評価・過剰評価・過小評価それぞれの場合に、個々の物質が社会的費
用をどれだけもたらすのかというパラメータである。二つのリスク評価手法のどちらで社
会的費用が小さいのか、結論を出すためには Cn と Co のそれぞれの重みを決定するとい
う難題が残っている。これらの重みについて、誰もが納得する正確な絶対値を与えること
はおそらく不可能だろう。しかし、これらの相対的な重みについて幾らか妥当な根拠を共

*7

本稿では Cranor (1995) の示すシミュレーションをなぞるが、細部を省略し、不正確な箇所の修正にも
取り組まない。まず、元の論文では 5-25 倍の推定値に収まった物質の割合についても過剰/過小規制を
考慮しているが、本稿では省略した。また、比較対象の物質の種類は正確には 70 種で、そのうち 4 種は
曝露経路の違いに応じて発がん性を評価している (Hoover et al., 1995)。さらに、実は、新しい手法で
「不要な規制を受ける物質」の割合が 2.7% ほど増えるというのは正しくない。実際のデータから言える
、、、
のは、新しいリスク評価が従来のリスク評価よりも発がん性の値を 1/25 倍以下に小さく評価した物質が
2 つあり、25 倍以上大きく評価した物質はなかった、ということだ、(Hoover
et al., 1995, Table III)。
、、、、、、、、、
したがって本当は、従来の手法から新しい手法に切り替えると、「規制をすり抜ける物質」が約 2.7% 増
えると言わなければならない。Hoover et al. の論文にはクレーナーも著者として参加しており、単著の
別稿を書く際にうっかり間違えたものと思われるが、詳細はよく分からない。以上は些末な点とは言い難
いが、本稿の議論の大筋には影響しない。
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表 3.1: 正確だが遅いリスク評価と不正確だが早いリスク評価の費用シミュレーション

(Cranor, 1995, pp. 355-357 のシナリオ 1 の記述を元に筆者が作成)
未評価

評価済み

未評価により規制

過剰評価により不

過少評価により規

をすり抜ける物質

要な規制を受ける

制をすり抜ける物

の数

物質の数

質の数

（物質毎の費用 Cn ） （物質毎の費用 Co ） （物質毎の費用 Cu ）
正確だが遅い評価

326

74×0.1 ≒ 7

0

不正確だが早い評価

0

400×0.127 ≒ 51

0

正確だが遅い評価の社会的費用の合計：326Cn + 7Co
不正確だが早い評価の社会的費用の合計：51Co

有することはできるかもしれない。例えば、過剰規制や過少規制では化学物質がある程度
のコントロールを受けるが、未評価による過少規制では全くコントロールされないので、

Co や Cu よりも Cn の方が深刻かもしれない。また、過剰規制は一般に企業側に経済的
な負担を生み、過少規制は一般市民の生命に対する損害を生むので、一般市民の命が重要
だと思うほど Co に比べて Cn , Cu の重みが増す。クレーナーたちはこうした考察から費
用に関する感度分析を試みており、想定する状況の大半で不正確だが早い評価の方が支持
されると主張している。
もちろん、クレーナーたちのシミュレーションに異議を唱えることはできよう*8 。例え
ば、費用の想定について、誤った規制を受けることでその物質を利用する可能性が失われ
るという損害は重大であり、これに比して化学物質による一般市民の発がんリスクが大抵
それほど深刻でないと考えれば、Cn , Cu よりも Co の方が重いかもしれない。他には、こ
の表には現れてこない費用の違いが残っているようにも思える。リスク評価の実施にかか
る人手や書類作業に必要な費用は、未評価・過剰評価・過小評価のいずれかによって変わ
るわけではないが、正確だが遅いリスク評価と不正確だが早いリスク評価では違っている
はずだ。また、シミュレーションで示された手法の違いは、正味のところどれほど一般性
のある話なのか。早い分析手法の信頼性は、今回比較した物質について比較的成功したと
言っても、より広範な物質に適用した場合は、もっと過剰評価や過小評価が頻発する結果

*8

以下の潜在的な異議は、論文投稿時に匿名の査読者から実際に受けた指摘を基にしている。
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になりはしないか。それに、過少評価が 0% という想定は本当に妥当なのか。楽観的な科
学者たちが慎重にリスク評価をしていると言っても、実際には不十分で、多くの物質が過
少評価されている可能性があるのではないか。
たしかに、こうした論点の批判的検討は科学哲学として重要だろう。しかし、それを進
めるにはより多くの証拠が必要になるし、帰納のリスク概念の拡張を論じるという目的で
は詳細まで立ち入る必要はない。本稿にとって重要なのは次の三つだ。第一に、制度上の
リスク評価手法を変えることによって社会的な帰結も大きく変わると予想されること。第
二に、この変化の予想は量的に分析できること。そして第三に、評価の遅延がもたらす帰
結も、予想と分析の対象にできることである。
上記の研究では、正確だが遅い評価の社会的費用は大部分が未評価（つまりは結論の先
延ばし）に由来している。帰納のリスク論法にとって「待つことのリスク」が重要なのは、
仮説が確実になるまで判断を停止すれば帰納のリスクを避けられるという主張を退けるた
めである (cf. Steel, 2016, pp. 705–708)。帰納のリスクは仮説の受け入れの「誤りのリス
ク」だから、仮説が確実になるまで証拠を集めれば、帰納のリスクに直面せず、科学者の
価値判断も不要に思えるかもしれない。しかし、クレーナーたちの分析で明らかなよう
に、そのように判断基準を厳しくすることが「待つことのリスク」を高めてしまうことが
ある。その場合には、
「誤りのリスク」と「待つことのリスク」の衡量のために依然として
価値判断が必要である。こうしたことからスティールは、結論が誤りの場合だけでなく、
判断を停止した場合のリスクも帰納のリスクに含めるよう提案している (Steel, 2016)。

3.2.2 結論が正しい場合の帰結を考慮してはいけないか
さて、ここまではクレーナーたちのシミュレーションをなぞったが、ダグラスの価値の
役割の区別を検討するため、シミュレーションを再検討してみよう。表 3.1 の推定値を認
めれば、過少/過剰評価を避けて、
（概ね）正しい評価により正しく規制を受ける物質の割
合が自動的に決まる。すなわち、400 種の発がん性物質のうち、従来の手法なら残り 67
種、新しい手法なら残り 349 種は正確なリスク評価によって正しく規制を受けることにな
る。従来の手法で未評価の物質を残さず評価すれば最終的には 360 種（400 種の 90%）が
正確なリスク評価を受けるはずだが、問題はそれが遅すぎて、一定期間中には間に合わな
いということだ。
クレーナーのシミュレーションでは、化学物質が正しく規制を受ける場合の帰結が計算
に含まれていない。すなわち、その費用がゼロとして扱われている。しかし、これは必然
的な想定ではないはずだ。正しく規制を行ったとして、発がん性物質の抑制が人々の死亡
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率を下げたり、企業が規制遵守のために費用を負担するといった社会的帰結が生じるはず
である。そこで、そうした帰結に Cc という値を割り当てることにする。Cc に絶対値を割
り当てるのは難しいだろうが、過剰規制や過少規制の費用に比べてどの程度の費用が生じ
るのかは考えられるかもしれない。おそらく、規制が正しくなされたのなら、過剰規制や
過少規制よりは費用が小さくなるし、うまく設計された規制なら正味の便益が生じてもお
かしくない。逆に、極端なケースだが、自由な経済活動を至上の価値と考える人が Cc に
大きなマイナス評価を与えたなら、できるだけ規制にかかる物質を減らすリスク評価手法
の方がよいということになるだろう。以上を加味すると、先ほどの表 3.1 から次の表 3.2
ができあがる。
表 3.2: 正しい規制が行われた場合を含めた費用シミュレーション
未評価

正確だが遅

評価済み

未評価により

正しい評価に

過剰評価によ

過少評価によ

規制をすり抜

より正しい規

り不要な規制

り規制をすり

ける物質の数

制を受ける物

を受ける物質

抜ける物質の

(Cn )

質の数 (Cc )

の数 (Co )

数 (Cu )

326

74×0.9 ≒ 67

74×0.1 ≒ 7

0

0

400×0.873 ≒ 349

400×0.127 ≒ 51

0

い評価
不正確だが
早い評価

正確だが遅い評価の社会的費用の合計：326Cn + 67Cc + 7Co
不正確だが早い評価の社会的費用の合計：349Cc + 51Co

この表 3.2 から、本稿 3.2 節で設定した問題を再考してみよう。偽陽性や偽陰性の場合
の帰結ではなく、リスク評価が正しかった場合の帰結を考慮すると、証拠の評価規則に違
反することになるだろうか。クレーナーたちの分析で得られる結論は正当なのに、筆者が
加えた変更によって不当な結論に変わってしまうということがあるのだろうか。
正しい評価の場合の帰結は、それが生じる割合と費用の積になっているので、この帰結
を考慮に加えるにあたって、次の二つ (あるいは両方同時) の可能性がありうる。(1) 正し
い評価の場合の費用に関して、クレーナーたちとは異なる想定を採用する。これはすなわ
ち、Cc にゼロ以外の値を割り当てるということだ。Cc に関する想定は元々明確な仕方で
証拠を考慮していないので、これを変更したからといって証拠の評価規則には違反しない
だろう。(2) 正しい評価が行われる割合について、クレーナーたちとは異なる推定値を採
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用する。ただし、この割合は未評価・過剰評価・過小評価のそれぞれが生じる割合から自
動的に決定されるので、正しい評価の生じる割合を変えるにはこれらの生じる割合に変更
が生じなければならない。

(2) の中には、証拠の評価規則に違反しないものも、してしまうものもありそうだ。前
者は例えば、従来の正確だが遅い評価を行なった場合に過剰評価が 0%、過少評価が 10%
生じると変更する場合である。これらの値は元々、単に想定として置かれていたので、証
拠の評価規則の違反とは一見して関係がない。後者としては、クレーナーたちがデータに
基づく比較を提示したにもかかわらず、新しいリスク評価手法で過剰評価が 40% 追加さ
れると主張すれば、証拠ではなく価値に基づいた決定をしていると言えそうだ。ただし、
このケースを厳密に考えると、証拠の評価規則の違反だと明確に言えないかもしれない。
次のように考えることもできるからである。表中の 12.7% のような値は、証拠の評価規
則から導かれる支持の程度を表しているのではなく、受け入れ規則によって採用された仮
説と見なすべきだ。この値に異なる値を割り当てたとしても、あくまで受け入れ規則の適
用の仕方を変えたものとして見なせるので、価値判断を行ってはいるものの、証拠の評価
規則の違反になるわけではない。つまり、違反かどうかは思考プロセスに依存してしまう
のである。
ダグラスの見解を検討する上で重要なのは、(1) だけならば、証拠の評価規則に違反し
ないことである。例えば、未評価・過剰評価・過小評価の割合はクレーナーたちの分析で
得られた推定値を採用し、そこから正しい評価が生じる割合を計算し、Cc には Co の半
分を割り当てる場合、証拠の評価規則に違反せずに正しい規制の帰結を考慮できるだろう

(C1 ∧ ¬EERV )。以上から、帰納のリスクで結論が正しい場合の帰結を考慮してはなら
ないというダグラスのこだわりが奇妙だと分かるはずだ。むしろ、どのような帰結を考慮
するかの決定自体は、証拠の評価規則に違反するかどうかに影響しないという方がもっと
もらしいのである。この結論が正しければ、「誤りのリスク」は帰納のリスクの典型例で
あっても、定義として「誤り」に限定するべき理由はないはずだ。

3.3 帰納のリスクをめぐる記述的/規範的議論の区別
ここまで帰納のリスクの様々な拡張を見てきた。こうした拡張により、帰納のリスク論
法は非常に広い範囲の科学の実践に整合的なのだと示すことができるようになる。他方
で、帰納のリスク論法が正確には何を主張する議論なのかは検討の余地がある。というの
も、帰納のリスク論法から科学的推論に価値判断が必要だと主張するとき、次の二つの解
釈のどちらを主張しているのかしばしば曖昧だからである。
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帰納のリスク論法の
記述的解釈（DIR）
帰納のリスク論法の
規範的解釈（PIR）

科学的推論を行う際には帰結の衡量に関する価値判
、、、、、、
断が行われている。
科学的推論を行う際には帰結の衡量に関する価値判
、、、、、
断を行うべきだ。

近年、この違いにも注意が向けられるようになってきた。例えば、スティールはこれら
を区別し、帰納のリスク論法を規範的な意味で解釈すべきだとしている (Steel, 2016, pp.

708–712)。本節ではまず、一方を支持することが他方の支持を含意していないという観点
から二つの解釈の関係を整理し、PIR の支持者が提示する科学の理念がこれまでの理念と
どう違うのかについて検討する。
科学的推論にしばしば価値判断が含まれていることは、実のところ容易に認められる。
様々な事例や調査が積み重ねられてきたし、リスク研究などの分野では当の研究者たちが
しばしば認めていることでもある。より強い主張では、不確実性がある場合、証拠と認識
的価値判断だけでは仮説の受け入れを決定することができず、決定に至る際には非認識的
、、
価値判断を必ず含むと述べる (cf. Douglas, 2017)。もちろんこのような主張は、科学が
常に政治的関心や文化的バイアスだけで実践されているという相対主義的な主張とは区別
しなければならない。科学的推論に非認識的価値判断が含まれるとしても、どのようにし
て科学が信頼できる知識を生み出しているかの代替的な説明を与えることができるし、実
際、帰納のリスク論法の支持者はそれに取り組んでいる (e.g. Douglas, 2009, ch. 5–6)。
しかしながら、仮説の受け入れを決定する際には非認識的価値判断が必ず含まれるという
強い一般化は納得しがたいところもある。証拠と認識的価値判断で十分に決定できないに
しても、非認識的価値判断を含まない決定が一応は可能に思えるからである。例えば、判
断に迷う場合にサイコロを振って決めてしまえば、少なくとも意識的な非認識的価値判断
は回避できるように思える (cf. Betz, 2013, p. 210)*9 。
強い一般化を脇に置けば、記述的な意味での帰納のリスクの議論がしばしば正しいこ
とには、多くの論者の間に合意がある。しかし、だからといって、科学的推論において
非認識的価値判断をすべきだということにはならない。DIR を認めつつ PIR を明確に拒
否する立場として、科学社会学者のコリンズとエヴァンズは注目に値する (Collins and

Evans, 2002, 2007, 2017)。彼らが押し進めている「科学論の第三の波」は近年の科学技術
*9

もちろん、そのような決め方は実際には行われていないだろうが、それは、サイコロによる決定は可能で
あっても望ましくないと思われているからだろう。また、サイコロで決める場合でも、どの目が出たらど
の結論を採用するかを決める際には非認識的価値判断を行なっているとか、無意識的な価値判断は避けら
れないなどと指摘しうる。こうした問題を決着するには、価値判断とは何であるかの正確な定義や、意識
的・無意識的価値判断を同様に扱ってよいかを検討する作業が必要だろう。
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社会論で目立ったトピックであり、これに関連して彼らが提唱する「選択的近代 (elective

modernism)」では、科学の内部から価値判断を排除すべきだと主張されている。コリン
ズたちは哲学的・社会学的検討に留まらず、制度的改革案まで幅広く展開しており、一つ
のまとまった立場を打ち出しているので、検討対象とするには十分な重要性があるだろ
う*10 。
コリンズとエヴァンズは、科学論にはこれまで二つの「波」があったとしつつ、自分
たちの研究をその後に現れた第三の波として提示する (2002, pp. 239–242, 2007, pp.

143–145, 2017, pp. 9–18)。第一の波に含まれるのは、 論理実証主義、反証主義、マー
トン科学社会学であり、これらは科学の理想化された像を提供していた。しかし、クーン
の『科学革命の構造』から始まる第二の波では、科学知識の社会学や社会構成主義の研究
によって、現実の科学は理想化された像と程遠いことが暴露された。言い換えれば、記述
的な意味では、理論選択を始め、科学の多くの場面に非認識的価値判断が入り込んでいる
ことがはっきりしてきたということだ。それと同時に、ウィンの羊農家の研究 (Wynne,

1996) などでは素人が科学者に匹敵する知恵を持っていると論じられ、科学の認識論上の
権威が素人と同じレベルにならされることになった*11 。この認識論上の権威について、
第三の波は第二の波を否定する。コリンズたちは、科学をはじめとする「専門知」が認識
的に優れていることに再び注目すべきであり、同時に、第二の波で注目された市民は特別
な種類の専門家として見るべきだったのだと述べる。そうして、第三の波は、専門知の種
類や段階を分類し、専門知に関する多様な研究テーマを展開していくことになる。
第三の波は科学社会学・科学技術社会論で論争を引き起こしたが、それは第三の波が経
験的研究の提案に留まらず、より規範的なプログラムと関連付けられていたからだ。第三
の波の規範的側面は「選択的近代」というコンセプトの下でまとめられている。これには
様々な議論が含まれるが、帰納のリスクの文脈に関連づけるとき、重要な論点は次の三つ
である。
まず、意思決定における「テクニカルな領域」と「政治的な領域」
、あるいは「科学」と
「政治」の明確な分離である (2002, pp. 261–262, 2007, pp. 125–126, 2017, pp. 16–18,

ch. 3)。コリンズたちの想定では、専門家の助言を引き出す「テクニカルな」局面と、そ
の助言の前に問題のフレーミングを設定したり、その助言を考慮に入れて政策的決定を導

*10

なお、筆者の知る限りでは、科学哲学の文献ではコリンズたちの見解は論じられていないが、反対に、彼
らの最近の著書ではダグラスやキッチャーといった科学と価値を論じる科学哲学者への反論が行われてい
る (2017, pp. 119–131)。
*11 ただし、ジャサノフの指摘では、コリンズとエヴァンズは第二の波を誤って特徴付けており、第二の波の
研究は必ずしも相対主義的に科学を捉えてはいなかった (Jasanoﬀ, 2003)。
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く「政治的な」局面が明確に区別される。政治の領域においては、専門知を持たない人で
あってもみな意思決定への貢献が正統に認められる。しかし、「テクニカルな領域」や科
学の領域では、適切な専門知を持つ人だけが正統な貢献者とされ、誰でも参加できるわけ
ではないのだということが強調される。上述したように、科学者以外にも専門家として認
めるべき人々が存在するし、そうした人々がテクニカルな領域に貢献できることは認め
る。だが、一般的な公衆が専門的な内容に貢献できるとは考えないし、むしろ偏向をもた
らすリスクを強調し、科学の領域から非専門家を排除すべきだと考える (2017, p. 140)。
二つ目は、科学論の記述的側面と規範的側面の区別である (2002, pp. 240–242, 244–

246)。第三の波は、科学の記述的な理解に関しては第二の波を全面的に受け入れるが、規
範的含意については全く異なる見解をとる。第三の波では、科学の中に社会的・政治的価
値判断が含まれることを認めるが、そうした価値判断は科学にとって正統ではないと考
える。
そして最後に、科学の領域の価値観を保存することの重要性が強調される (2017, ch.

2)。コリンズたちの考えでは、科学とはある社会集団による営みであり、
「その成員が持っ
ている典型的な行為や意図」によって特徴付けられる。そうした行為や意図は、ある固有
の社会集団を構成するものとも言えるので、
「構成的志向 (formative aspiration)」と名付
けられている。コリンズたちは、科学論の第一の波は科学における構成的志向を明らかに
していたのだと論じる。すなわち、確証や反証を試みること、あるいはマートン社会学で
科学の規範とされたものは、現実にはしばしば逸脱があるとしても、典型的には科学者が
従うべき規範なのだと彼らは考える（彼らはこれらを「科学的価値観」とも形容してい
る）。そして同時に、科学における構成的志向は、政治的なことがら全てを除外しようと
するのだと言う (2017, p. 162 脚注 78)。
コリンズとエヴァンズは、記述的な意味では科学に政治が含まれることを認めるので、

DIR とは対立しないが (2017, p. 120)、規範的には科学の外側の価値観を科学から排除す
べきだとするので、PIR とは対立している (2017, pp. 126–127)。このような考え方は、
本稿 1.2 節で示した「認識論的純粋性の理念」とよく似ている。この理念の内容を簡潔な
テーゼとして言い直せば、次のように表現できる。
認 識 論 的 純 粋 性 の 理 念：

科学的推論を行う際には非認識的価値判断を避

(Epistemic Purity Ideal: EPI)

けるべきだ。

EPI は、本稿 2.2.2 節で紹介したジェフリー、リーバイ、ヘンペル、レイシーなどに
も明確に共有されている。他方、こうした論者を批判したダグラスは、道徳的責任から、
科学的推論において価値判断をすべきだと論じたのだった（本稿 2.3.2 節）。ダグラスの
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ように PIR を主張することの意義は、現状では非認識的価値判断の考慮が不十分だとい
う認識があってこそである。例えば、ダグラスは、全米研究評議会 (National Research

Council) の 1996 年の報告書を引用しながら、「分析的・熟議的手続き」によって帰納の
リスクに取り組むことを提案する (Douglas, 2009, ch. 8)。この手続きは市民をリスク評
価に関与させるものであり、その利点は、研究者たちにより注意深い証拠の評価を促した
り、価値が不適切に使われないようガイドを与えることにあるとされる (ibid., p. 173)。
そして、 そうした市民参加は、自分たちの実践を価値のレベルで熟考するのに慣れてい
、、、、、、
ない科学者たちにとって、自分たちの責任を完全な仕方で果たせるようにするものなのだ
とされる (ibid., pp. 173–174 強調は筆者による)。

DIR と PIR の区別を踏まえると、コリンズたちとダグラスとの対照性が鮮明になる。
一方では、「科学的推論において不適切にも価値判断が含まれてしまっている場合がある
が、本来はそうすべきでない」と主張される。他方では、「科学的推論において価値判断
が適切に考慮されていない場合があるので、価値判断をもっと適切に組み込むべきだ」と
主張される。両者ともに、科学の中に価値判断がしばしば含まれるということには相違な
い。決定的な問題は、科学の内部で価値判断に踏み込むべきかどうかなのである。
、、
以上の PIR と EPI の対立は、誰が価値判断をすべき/避けるべきなのかを明確にして
いなかった。しかし、本当の問題はここにあるのかもしれない。科学的推論で帰納のリス
クを考慮するのだとしても、専門家は価値判断をせずに、市民が価値判断をすればよいの
ではないだろうか。ジェフリーの提案した役割分担に従えば（本稿 2.2.1 節）
、科学的推論
の結論として採用される仮説は、専門家ではなく、意思決定者の市民が自分の価値観を踏
まえて選ぶことになるはずだ。また、制度や規則のレベルで帰納のリスクを捉えれば（本
稿 3.1 節）、制度や規則をつくる際に人々の価値観を反映させ、専門家は単に制度や規則
に従うことによって、自分自身の価値判断を控えることができるのではないだろうか。仮
説の受け入れの決定を終点とした科学的推論に、専門家と市民の両方が関与できるなら、
、、、
「科学的推論を行う際には市民が帰結の衡量に関する価値判断を行うべきだ」
（PIR′ ）とい
、、、、
う主張と、「科学的推論を行う際には専門家は帰結の衡量に関する価値判断を避けるべき
だ」(EPI′ ) という主張は両立するし、役割分担や科学の民主的統制によって実際にこれら
が両立するのではないか。
帰納のリスク論法の支持者はおそらく、PIR′ と EPI′ の両立路線には同意しない。EPI′
が実現できないからだ。価値判断を逃れた純粋な事実的情報の提供が不可能だという議論
からは（本稿 2.3.1 節）、EPI′ が実現不能だという見方にコミットすることになる。帰納
のリスクを拡張し、帰納のリスクがより多くの場面で見つかるにつれ（本稿 3.1 節）、そ
のリスクの全ての管理に非専門家を関与させることはできない、すなわち EPI′ が実現不
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能だという見方がやはり強まる。さらに、科学者の責任に関する考察からも、EPI′ に反
対することになるだろう。帰納のリスクの社会的レベルを指摘したスティールは、制度や
慣習が存在するとき、個々人の判断はそれらから逸脱しにくいだろうが、だからと言って
個人レベルの決定が意味をなさなくなるわけではないと述べる (Steel, 2016, p. 716)。制
度や慣習でどう判断するかが定まっていない場合や、制度や慣習に反対するべき場合もあ
るだろうからだ。例えばダグラスは、リスク評価ガイドラインが定めてあっても、リスク
評価を行う科学者個々人は単にそれに従うというわけにはいかず、道徳的価値判断から逃
れられないと指摘する (Douglas, 2009, ch. 7)。ガイドラインの規定に評価者の裁量が残
されていたり、新しい有力な研究成果と過去に策定されたガイドラインが合わないような
場合には、評価を担う科学者の判断が必要になるからだ。
完全な役割分担を否定しても、PIR の支持者は PIR′ を否定しないどころか、むしろ科
学への市民参加を積極的に支持することが多い。このことは、誰が失敗の責任を負うのか
という問題が大きく関係する。科学的な評価の結論が間違うことで社会に損害が生じる可
能性があるとき、専門家だけで結論を導いて失敗の責任を全て引き受けるよりも、社会を
巻き込んだやり方で多くの人々が納得する仕方で失敗した方が、専門家に対する責めや専
門家自身の葛藤は軽くて済むだろう。すると、帰納のリスクへの制度的・規則的対応は、
科学者の負担を和らげるために役立つ可能性があることから重要になる (Steel, 2015b, p.

215)。科学的推論に関係する制度・手続き・規則があれば、専門家は民主的統制をある程
度受けることができるので、責任に由来する負担もいくらか軽減するはずだ。実際、科学
技術社会論で科学の民主的統制が叫ばれたことの背景には、科学者による政治的決定の正
統性の問題 (藤垣, 2003, 第 4 章) だけではなく、それによって「トランス・サイエンス的
領域のなかで孤独に悩む専門家たちを助ける」という意図もあった (小林, 2007, p. 175)。
科学者個々人の責任を強調するダグラスも、科学への市民参加に賛成しているし、帰結
に関する責任を科学者だけに負わせたいわけではないと明言している（2003, pp. 65–66,

2009, pp. 84–85）。研究の結論がもたらす社会的影響の予測と制御を科学者個々人に任せ
るというのは、特に論争的な科学の場合には、スキルやリソースの観点からも無理がある
だろう。個人的・社会的なレベルのどちらの帰納のリスクについても、まともに取り組む
ためには、社会的な支援が必須に思える。
こうして、PIR の考察は、科学的推論の遂行に関する道徳的責任の配置の問題につ
ながる。この問題にとって中心的な問いは、科学の信頼性に対する社会の期待に合わせ
て、科学の中に入れ込む価値判断をどのように調整するかということだろう (cf. Wilholt,

2013)。社会の価値観が科学の内部にうまく反映されていれば、価値判断が含まれた結論
であっても、社会が前提として用いるのに適切なものになっているはずだ。しかし、社会
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が道理に合わない期待を科学に寄せるとき、科学者はその期待を退けて、自律的な価値判
断に依拠するべき場合があるかもしれない。PIR の擁護は、科学者の価値判断を完全に取
り除くという発想を避けつつ、誰にどのような価値判断をさせるのが適切なのかという問
題に気を配る必要があるということだ。

3.4 小括
以上、本章では帰納のリスク概念の大幅な拡張と、帰納のリスク論法の主張内容の再検
討を行った。帰納のリスクは、仮説の受け入れの決定だけでなく、研究デザインやデータ
解釈などの様々な決定にも見出せるものであり、さらにはリスク評価や科学的助言を行う
制度設計のレベルにも見出すことができる。また、帰納のリスクとして考慮に入れるべき
帰結は、「結論を待つこと」がもたらす帰結や、結論が正しい場合の帰結までも対象に含
みうる。こうした概念的な拡張に合わせて、定義の改訂も進められているところではある
が、未だ十分ではなく、本稿でもこの作業はひとまず脇に置くことにする*12 。
帰納のリスク概念を拡張すれば、様々な種類の帰結に関して、様々な分野・場面・レベ
ルの価値判断を帰納のリスクに絡めて分析できるようになり、帰納のリスク論法の適用
範囲を広げることにつながる。しかし、帰納のリスク論法の主張内容には注意が必要で
ある。帰納のリスク論法は、大きく分けると、科学的推論には価値判断が含まれている
という記述的解釈（DIR）と、科学的推論には価値判断を含めるべきだという規範的解釈
（PIR）がある。本章で検討したように、支配的な科学観（EPI）と鋭く対立しているのは

PIR の方であり、このことは逆に、PIR が科学の新たな理念として重要な意義を持ちう
ることを示してもいる。しかし、PIR にとっての大きな課題は、誰のどのような価値判断
を採用すべきか、つまりは望ましい価値判断の内実について、PIR だけからは答えられ
ないということである。この課題を解決するには、分野の違いや、個々の科学実践が置か
れている社会的文脈を考慮に入れる必要があるだろう。そこで、第 III 部や第 IV 部では、
いくつかの具体的な論争を題材にして、誰のどのような価値判断が適切と言えるのかをさ
らに具体的に検討していく。
第 II 部を総括すると、次のように言える。帰納のリスク概念を積極的に活用するとい
うことは、科学内部のリスク評価とリスク管理の徹底を目指すということである。ここで
いうリスクは、製品に応用されたあとの科学技術のリスクではなく、物理的な実体を持た

*12

定義が曖昧であるにもかかわらず、帰納のリスク（論法）に注目することにどのような意義があるかにつ
いては、以前に別稿で論じた (清水, 2021b)。
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ない科学的推論の取り扱いにまつわるリスクである。科学哲学者たちは、科学的推論をと
りまく概念・方法・慣習・制度に結びついたリスクを様々に見つけてきた。同時に、発見
されたリスクを放っておくわけにもいかず、誰がどのように管理するのかという問題も生
じてくる。これまで、科学に価値判断が含まれるとしても、価値判断を市民に任せて、科
学者は価値判断をできるだけ避けるべきだという役割分担の考えが受け入れられてきた。
しかし、科学者は価値判断を避けられない場面が多々あるし、むしろ価値判断をすること
が望ましいかもしれないというのが、帰納のリスクをめぐる論争から得られる一般的かつ
重要な示唆である。
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第 III 部

リスク評価における「科学と価
値」論

第4章

量的リスク評価の発展
ここまで「科学と価値」をめぐる科学哲学の論争状況として科学者の非認識的価値判断
が争点になっていることを示してきた。第 III 部では、科学者の非認識的価値判断が問題
になった特定分野の事例として、リスク評価における「科学と価値」の論争を検討する。
第 4 章で注目するのは、化学物質の発がん性に関する量的リスク評価 (Quantitative Risk

Assessment: QRA) の歴史である。QRA は米国で先導的に発展してきたため、米国にお
ける QRA の歴史が主な検討対象ということになる。本章の関心は専ら記述的なものであ
り、リスク評価の規範的側面の検討は続く第 5 章で行う。
ところで、化学物質のリスクについては既に国内外に膨大な量の文献がある。それにも
、、、、、、、、、
かかわらず本章を書き記す必要があるのは、QRAの発展の歴史については思いのほか情
報がまとまっていないからである。たしかに、リスクをどう評価し、どう管理し、どうコ
ミュニケーションするかについて書かれた入門書や、人々のリスク認知を分析する社会科
学の研究論文、リスク規制の歴史をまとめた研究書などは、国内外に相当な量で存在して
いる。だが、問題の中心となる QRA に焦点を当て、QRA の発展の歴史をまとめた文献
は意外なほど少ないのである*1 。

QRA の歴史的経緯を具体的に把握することは、
「科学と価値」の検討にとって重要であ
る。本稿第 2 章で述べたように、現代の科学哲学で帰納のリスクが注目されるきっかけに
なったのは、化学物質のリスク評価を題材にしたダグラスの論文であった。QRA は帰納

*1

なぜそのような事態が生じているかの原因ははっきりしないが、考えられる要因を挙げるとすれば、リ
スク学が目前の問題解決を優先する実践重視の研究分野であり、QRA の過去を振り返るという取り組み
が分野内でもあまり重視されてこなかったという事情があるように思われる。また、政策史に関心を向け
る場合には、政策分野毎の縦割りが強く反映され、分野を超えていつどのような文脈で QRA が始まった
かということにはあまり関心が向けられてこなかったように思われる。
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のリスクと密接に関係しており、科学哲学における「科学と価値」の代表的な検討対象だ
と言っても過言ではないだろう。だが、ダグラスの論文でも、その他の科学哲学者の研究
でも、QRA がどのような経緯で発展し、どのように非認識的価値判断が問題になったの
かがあまり詳しく検討されてこなかった。歴史を知らないままに哲学的議論を展開するこ
とも可能であるとはいえ、歴史的な流れや当時の科学者たちの動きを把握することで、よ
り正確で豊かな分析ができるようになるだろう。とりわけ、科学者個々人が行う判断につ
いての事例研究を超えて、リスク評価の制度的側面を語ろうとするならば、歴史的観点や
当時の社会状況の把握は重要になるだろう。
、、、、、、、、、、、、、
また、本章で特に化学物質の発がん性に関する QRA に注目する理由は、それがリスク
評価における「科学と価値」の論争の中心にあり、最も熱心に議論されてきたからである。
たしかに現在では多種多様なリスク評価が行われているが、化学物質の発がん性に関する

QRA の歴史を振り返れば、社会におけるリスク評価のあり方が古くから議論されてきた。
化学物質の発がん性に関する QRA の論争では、現代のリスク評価のモデルが先導的に論
じられてきたとも言える。そこで問題として生じてきたことは、他の種類のリスク評価で
類似の問題として生じることも多い。本章では、化学物質の発がん性に関する QRA をモ
デルとして検討することで、必ずしも化学物質の発がん性に関わらないリスク評価につい
ての示唆まで視野に入れようとしている。

QRA の歴史を包括的に扱った数少ない文献によれば (Boyd, 2012; Rodricks, 2019)、
米国における最初の QRA は、食品安全規制に関係して始まったと言われている。もう少
し具体的には、発がん性のある食品添加物を厳しく規制する「デラニー条項」をめぐる問題
で、リスクを定量化する必要に迫られた食品医薬品局（Food and Drag Administration:

FDA）により、1960 年代から 70 年代にかけて QRA が実用化されていったという
(Rodricks, 1988)。このことを意外に思う人がいるかもしれない。現代において QRA と
言えば、米国の環境保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）の行う環境リス
ク評価を念頭に置くことが多いからである。EPA の最初の QRA は、公式サイトによれ
ば*2 、1975 年に塩化ビニルについて行われた (Kuzmack and McGaughy, 1975)。上述の

FDA による QRA は、EPA の最初の QRA に先行している。
ただし、デラニー条項をめぐって導入された QRA を本当に米国最初の QRA と言って
よいかどうかは、QRA をどのようなものとして捉えるかにも依るだろう*3 。本稿は必ず
*2
*3

https://www.epa.gov/risk/about-risk-assessment アクセス日：2021 年 9 月 13 日
例えば、Graham (1995) は、FDA による QRA の利用に先立って、放射線の低線量被曝について QRA
が用いられたことを指摘している。ただし、FDA による QRA の利用は規制に直結するという点で際
立っており、Boyd (2012, p. 964) は、QRA を規制根拠として用いたのは FDA や EPA が最初であ
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しも QRA の起源に関心を向けているわけではないため、米国（あるいは世界）で最初の

QRA が何かという問いには立ち入らないこととする。それでもなお FDA の QRA に注
目する理由は、この事例が EPA を始めとする行政機関の QRA 活用に大きく関わってお
り、QRA の発展史における初期の重要事例だと評価できるからである。このような位置
付けの下で、本章では FDA による QRA の実用化を中心に QRA の歴史を辿っていく。
本章は次のように検討を進める。4.1 節では、QRA の背景を理解するため、20 世紀ま
でのがん研究の歴史を簡単にまとめる。4.2 節では、米国でどのように QRA が登場した
かを検討する。20 世紀中頃には食品中の化学物質の発がん性が懸念されるようになって
おり（4.2.1 節）、その対応としてデラニー条項が制定されたが、デラニー条項は発がん性
の化学物質を厳しく規制するために規制上の難問を生じさせることになった（4.2.2 節）。
その問題を解決するために、「保守的想定」に基づく QRA が用いられるようになったの
である（4.2.3 節）。その後、QRA を統制するために「リスク評価ポリシー」に注目が集
まるが、政権交代や裁判によって、リスク評価における科学と政治の交わりが問題視され
るようになっていく。その様子を 4.3 節でまとめた後、4.4 節では、1980 年代の「科学と
価値」をめぐる論争の到達点の一つとして登場した「レッドブック」について検討する。

4.1 20 世紀前半までのがん研究小史
QRA の発展史に比べれば、がん研究の歴史をまとめた文献はかなり充実していると言
える (e.g. 中原, 1955; Proctor, 1995; Mukherjee, 2010; Blackadar, 2016)。こうした文
献を参考にして、本節では、20 世紀前半までのがんの研究史を簡単にまとめる。なお、本
稿はがん研究史について独自の貢献を目指すものではないため、必ずしも一次資料まで
遡って検討せず、既存の文献から歴史的経緯のポイントを押さえることに注力したい。
化学物質の発がん性がいつ頃から研究され始めたのかをめぐり、初期の重要な貢献とし
てよく取り上げられるのは、英国の外科医パーシヴァル・ポット (1714-1788) による 18
世紀の報告である (Pott, 1775, pp. 63–68)。ポットは短い報告論文の中で、職業病の中
でも煙突掃除夫に生じる陰嚢がんはあまり知られていないと言い*4 、これは一般に性病と
して扱われているが、そうではなく、煙突のススが局部に堆積することで生じる病気のよ

*4

り、特に FDA が 1970 年代に QRA のパイオニアだったと評価している。
細かいことを言えば、煙突掃除は主に少年の仕事であり、過去にそうした仕事をしていた男性が大人に
なってから陰嚢がんになることが多かった。煙突掃除を行う少年は、十分な防護服なしで狭く汚れた
煙突に分け入り、全身を真っ黒にしながら掃除をしていた。だが、このような事情は英国に特有で、必
ずしも世界共通ではなかったようだ。当時の煙突掃除の詳細については、Waldron (1983) や Butlin
(1892a,b,c) を参照。
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うだと述べた。ポットの結論は自身が見聞きした症例に基づいており、緻密な疫学研究に
基づいていたとは言えないものだったが、その後に支持者や後続の研究が増え、それなり
の影響力を持ったようだ (Waldron, 1983)。。

19 世紀末ごろには、英国の外科医ヘンリー・バトリン (1845-1912) が化学物質と陰嚢
がんの関係をかなり詳しく検討している (Butlin, 1892a,b,c)。ポットの報告以来、英国で
は煙突掃除夫の陰嚢がんの問題がよく知られるようになり、規制的措置も取られていた。
だが、煙突掃除夫は世界中にいるにもかかわらず、英国以外の国では煙突掃除夫の陰嚢が
んがそれほど多発していないらしいことにバトリンは気づいた。この違いの理由を探り、
バトリンは各国の医師に問い合わせたり、現地へ赴いて情報を得たりして、なかなかに骨
の折れそうな調査を行っている。そして、ススやコールタールの中にはたしかに有害物質
があり、そうした物質に慢性的に曝露することで陰嚢がんが生じるが、労働環境の違いに
よって生じ方が違うのではないかと考察している。
バトリンの考察は、環境中の様々な有害物質の危険性を示唆するもので、さらにそうし
た物質に対する防護策の提案までも含んでおり、現代の化学物質リスク管理の萌芽を感
じさせる。科学史家のプロクターの評価によれば、がんの増加が大気汚染によって引き
起こされている可能性に言及した最初の人物はおそらくバトリンだろうとのことである

(Proctor, 1995, 邦訳 p. 52)。
バトリンの先進的な考察があったとは言え、環境中の化学物質によってがんが生じると
いう見方は、20 世紀に入る頃にはまだそれほど有力ではなかったようだ。がんの原因に
ついては歴史的に様々な説が唱えられ、現在も実に様々な要因が研究されているところだ
が、20 世紀初めごろの状況としては二つの説の対立がよく取り上げられる。第一に、ド
イツの高名な医師ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョウ (1821-1902) の唱えた
「刺激説」は、細胞が慢性的な刺激を受けることでがんが生じるという説である。そこで
言う刺激には、物理的刺激だけでなく化学的刺激も考えられていた。第二に、ウィルヒョ
ウの弟子だった病理学者ジュリアス・フリードリッヒ・コーンハイム (1839-1884) の唱え
た「迷芽説」は、胚細胞の残余が体内の不適切な場所に流れついて異常増殖することでが
んが生じるという説である。
大まかな対立軸としては、刺激説が体外から侵入する要因に注目するのに対し、迷芽説
は人間の体内の異常に注目する。当時はとりわけ、コーンハイムの迷芽説とその修正版が
かなりの支持を受けていたようだ (Morris, 1903)。迷芽説は現代の視点からすると相当に
奇妙に見えるにしても、刺激説ではがんの発生の不規則性や時間差を説明できない一方
で、迷芽説ではそうした問題がないという点が評価されていた。
だが、20 世紀に入ると、日本の病理学者の山極勝三郎が行った動物実験が大きなインパ
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クトをもたらし*5 、刺激説が再評価されることになる (Krumbhaar, 1925)。山極は助手
の市川厚一と共に、コールタールをウサギの内耳に塗擦する実験を行って、1915 年に人
工的ながんの誘発に成功した。山極はドイツ留学でウィルヒョウに師事した経験があり、
山際自身、この実験は刺激説を確証したものと位置付けていた。山極以前に同様の動物実
験が成功したことはなかったため、山極のこの業績はノーベル医学賞に相当するほど重要
だと考えられており（実際には受賞を逃しているが）、多くの著名な研究者が山極の研究
の重要性を讃えている (e.g. Henschen, 1968)。
その後、コールタール中のどの物質が発がん性なのかという関心から、より個別的な物
質を対象にした研究が世界的に進められ (e.g. Kennaway and Hieger, 1930)、動物実験に
よって様々な化学物質の発がん性が次々に確かめられていく (中原, 1955; Shear, 1969)。
米国がん研究センターによる 1941 年のレビューでは、696 種の物質を対象とする動物実
験のデータを収集し、そのうち 169 種の物質で発がん性が報告されているという結果だっ
た (Jonathan, 1941)。こうした研究が進められていく中で、多様な物質が発がん性を持
ち、化学物質の構造の類似性と発がん性の間には単純な関係が成り立っていないというこ
とが知られていった。また、発がん性が確認された物質の中には、農薬や食品添加物とし
て使われている物質もあり、このことが次節の食品分野のリスク規制へとつながっていく
ことになる。
がん研究の歴史的発展を俯瞰すると、化学物質の発がん性に限らず、その他の原因や治
療法を含め、がん研究は 20 世紀になって飛躍的に進んだと言ってよいだろう。その背景
として、20 世紀にがんが社会の中で存在感を持つようになったということは見逃せない。
この点を確認するため、死亡率の推移に目を向けてみよう。Our World in Data は統計
データの視覚化サービスを提供しており、これによって各種死亡率の推移をグラフにして
みると、がんの存在感が時と共に増していったことがよくわかる。次の図 4.1 は、米国疾
病予防センターの公表したデータを元に、1900 年から 1950 年にかけての米国における死
因別の死亡率推移を示したものである*6 。
この図からわかるのは、20 世紀の始まりには、結核や肺炎・インフルエンザといった感

*5

山極の生涯や研究成果は上田市立博物館 (1980) のまとめた資料に詳しい。この資料は、山極の行った動
物実験だけでなく、彼の生涯について大変興味深いことがいくつも書かれている。動物実験を試みる頃に
は山極は結核のため病床に伏すことが多く、地道な作業を長期間継続する必要のある動物実験の遂行には
どうしても助手が必要だったことや、山極自身は帝国大学医学部の教授ながらかなり貧しい暮らしをして
いたことなど、山極の人物像を知る上で非常に参考になった。

*6

https://ourworldindata.org/grapher/death-rates-through-the-20thcentury?time=earliest..1950&country=˜USA (アクセス日：2021 年 11 月 28 日)。
この死亡率は年齢調整をしていない。なお、この図は CC BY ライセンスで無償利用が認められている。
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図 4.1: 1900-1950 年にかけての米国における死亡率の推移

染症による死亡者が目立っていたが、20 世紀の中頃には心臓病やがんによる死亡が目立つ
ように変化したということである。米国における主要な死因という観点から見れば、1940
年ごろにはがんが死亡率第二位にまで浮上している。注意点として、がん死亡率の増加
にはがん統計の整備や米国社会の高齢化が影響していると考えられており (e.g. National

Oﬃce of Vital Statistics, 1951)、必ずしも化学物質が原因でがんが急増したと受け止め
られたわけではない。とはいえ、20 世紀前半には、他の疾病に比して、がんという病気に
対する社会的注目が高まっていたことは確かだろう。
実際、米国では、20 世紀前半にがん研究を推進するための基盤整備に力が注がれた。

20 世紀の初めごろになって、社会全体でがんが増えているのではないか、増えていると
したら何が原因かをめぐる論争が生じ (Proctor, 1995, ch. 1)、がん統計の整備が進めら
れていく。また、米国がん研究センター（National Cancer Institute）が設立されたのは

1937 年であり、「がん」という単一の病気に焦点を当てた研究機関が国家的支援を受ける
ようになったことは象徴的である。
本節の関心は 20 世紀前半までのがん研究の発展だが、もう少し先の状況まで付言すれ
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ば、米国でのがん研究への社会的投資は 20 世紀後半にも衰えることはなかった。1971 年
には国家がん法（National Cancer Act）が制定され、「がん戦争（War on Cancer）」と
称される徹底的ながん撲滅の取り組みが推進されることになる。ただし、「がん戦争」は
がんの治療法の開発に重点を置いていたため (Mukherjee, 2010)、がん予防への関心が不
十分だという非難も生じた (e.g. Bailar III and Smith, 1986)。また、1970-80 年代には、
化学物質の発がんリスク評価が米国の様々な省庁で利用されるようになっていく一方で、
それが規制を推進するイデオロギーに基づく科学であるとの批判も生じ、「科学と価値」
をめぐる激しい論争が生じてくる。

4.2 食品安全規制の改革と量的リスク評価の導入
20 世紀の中頃には、化学物質の人体への影響が多くの国で社会的な関心事項になって
いた。というのも、二度の世界大戦を経て、化学が大きく発展し、生活の様々なところ
まで合成化学物質の利用が広がっていったからである。とりわけ、農薬や食品添加物の
利用が大きく拡大し、特定職種の労働者だけでなく、一般公衆に対する化学物質の曝露
が問題として認識されるようになった。米国では、議会の決定によって 1950 年に化学物
質利用についての調査委員会が設置されることになるのだが、この委員会は民主党議員
ジェームズ・デラニー (1901-1987) が委員長を務めたことから「デラニー委員会（Delaney

Committee）」と呼ばれている。
デラニー委員会では多くの関係者から膨大なヒアリングを行い、テーマ別の報告書をい
くつか作成しているが、そのうちの一つ、食品に対する化学物質利用についての報告書は

1952 年にまとめられた (The Select Committee To Investigate the Use of Chemicals in
Foods and Cosmetics, 1952)。その報告書は、多くの農薬や食品添加物の安全性が証明
されないまま利用されていることに強い懸念を表明し、安全性の疑わしい化学物質をいく
つも名指しした。その中には、ジエチルスチルベストロール（Diethylstilbestrol: DES）
やジクロロジフェニルトリクロロエタン (Dichloro-diphenyl-trichloroethane: DDT）な
ど、後に大きな論争をもたらす化学物質も含まれていた。そして、報告書の結論は、製品
を販売・利用する前の十分なテストの実施を企業側に義務付けるような新しい法律を支持
するものだった。このデラニー委員会の報告書は大きな影響力をもち、米国の食品安全規
制の改革が進められることになる。
以降に生じた一連の食品安全規制改革についてこれから検討していくが、先にこの改革
の全体像を確認しておこう (cf. Merrill, 1997; 徳田, 1991)。米国の食品安全規制の中心
をなす法律は、食品・医薬品・化粧品法（The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act:
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FFDCA）である。この法律は、先行する純粋食品・医薬品法（The Pure Food and Drug
Act）を引き継ぎ、
「粗悪な（adulterated）
」もしくは「不当表示の（misbranded）
」食品・
医薬品・医療機器・化粧品を規制するものとして、1938 年に制定された。「粗悪な」の定
義には人間の健康にとって有害であることも含まれ、したがって同法は有害な食品を規制
することはできたが、同法を所管する FDA が化学物質の有害性を証明する責任を課され
るといった規定により、化学物質の利用が急拡大する時期にあって、消費者保護法として
不十分なものだと見なされるようになっていった。

1952 年のデラニー委員会の報告書を受け、FFDCA の改正が進められると、同法は化
学物質の製造販売側に安全性の証明を義務づける事前承認制の規制として機能するものに
なっていく。さらに、1958 年以降の改正では、食品添加物・着色料・家畜用薬剤として
使われる物質について、動物実験によって発がん性の判明した物質の使用を禁止する「デ
ラニー条項（Delaney Clause）」が導入された。この条項は消費者をがんの脅威から保護
するものと考えられていたが、激しい論争を生じさせ、その論争が QRA の発展へとつな
がっていく。こうした一連の論争を通じて、デラニー条項は非科学的で不合理なゼロリス
ク規制だという悪名高い評判が広まることとなる (cf. 岸本, 2003)。FFDCA の改正に関
する主な出来事は、次の表 4.1 のようにまとめられる。
表 4.1: 食品・医薬品・化粧品法の主要な改正

1906

The Pure Food and Drugs Act 制定

1938

The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) 制定

1952

デラニー委員会による食品に対する化学物質利用についての
報告書の公表

1954

Pesticide Amendment

1958

Food Additive Amendment (デラニー条項の導入)

1960

Color Additive Ammendment

1962

Kefauver Harris Drug Amendments (DES 但書の導入)

1968

Animal Drug Amendments

さて、発がん性の化学物質を特別に危険視するデラニー条項が導入されたのはなぜなの
だろうか。デラニー委員会の 1952 年の報告書では、食品の安全性に対する強い懸念が表
明されていたものの、注意深く報告書を読むと、発がん性について特別な懸念が示されて
いたとは言い難い。この報告書では、たしかに化学物質の発がん性を懸念しているところ
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もあるが、発がん性を含め、有害影響全般について懸念しているという方が正しいだろ
う。この報告書は化学物質の安全性について事前のテストを強く訴えたが、直接的にデラ
ニー条項を提案していたわけではない。
デラニー条項が導入された理由は、実のところ、あまりはっきりしていない。後年
行われたデラニー条項の採用経緯の検証によれば (National Research Council, 1987,

Appendix 1)、FFDCA の 1958 年改正の際、デラニー条項を盛り込んだデラニー議員の
法案は各所から反対を受け、委員会でマークアップ*7 を終えた法案はデラニー条項を含ま
ないものだった。しかし、結果的にデラニー条項は採用されているため、マークアップ
後、下院で可決されるまでの記録に残っていないどこかのタイミングで、デラニー条項が
盛り込まれたということになる。
導入の経緯は不明確ながらも、デラニー条項が食品添加物の発がん性を特別に危険視し
ていることは明らかである、その懸念がどれほど理にかなっていたのかを評価するには、
当時のがん研究の状況を踏まえる必要があるだろう。そこで、次節では化学物質の発がん
性に関する当時の科学者たちの見解をまとめる。その上で、デラニー条項がどのような論
争を引き起こし、その論争がなぜ QRA の発展につながったかを続けて検討していく。

4.2.1 1950 年代のがん研究の状況
1950 年代には、食品中の化学物質の発がん性の問題が科学者の間で議論されるように
なり、動物実験で発がん性を確かめる必要性がある程度認識されるようになっていたと見
てよいだろう。本稿 4.1 節で述べたように、山極の動物実験による人工癌の成功以来、動
物実験による化学物質の発がん性の研究が広く行われるようになった。そうした実験の
中には、農薬や食品添加物として使われている物質で発がん性が示された例もあり、例
えば、「バターイエロー」と呼ばれる着色料に強い発がん性があることが報告されていた

(Kinosita, 1940)。
少なくとも政策に近いところにいた一部の科学者たちは、1950 年頃までに化学物質の
人間に対する発がん性を動物実験によって推定するというアイデアを示していた。たとえ
ば、上述のデラニー委員会の報告書が公表される以前から、FDA の研究者たちは食品の
安全性試験のプロトコル開発を始めていた (Lehman et al., 1949)。医薬品は概して短期
間に集中して対象物質を摂取するのに対し、食品中の化学物質は慢性的な曝露になるた
め、食品中の化学物質の安全性試験では慢性的曝露の影響に重点を置く必要があることが
*7

マークアップとは、米国の立法過程において、法案を検討する委員会で行われる法案の仕上げ作業のこと
である。委員会でマークアップを終えた法案が採決で賛成されると、その法案は本会議へと提出される。

71

4.2. 食品安全規制の改革と量的リスク評価の導入
既に認識されていた。この時点では発がん性の試験プロトコルは明確に定められていな
かったものの、科学者たちが発がん性への注意を欠いていたわけではない。その証左と
して、FDA 所属の毒性学者であるレーマンは、発がん性など非常に警戒すべき影響の場
合には、動物実験の結果を人間に適用することに疑問の余地はないだろうと述べていた

(ibid., p. 432)。同時期に、米国がん研究センターの所長であるヘラーも、食品安全の文
脈とは別に産業衛生的な観点から、化学物質の発がん性が十分テストされていないことに
懸念を表明し (Heller, 1950)、動物実験で発がん性が示されたら人間でもそうなると想定
するのが予防的観点から賢明だと述べていた (p. 393)。

1950 年代以降、動物実験を主軸に食品添加物の発がん性を評価するというアイデアは、
科学者個人の見解だけでなく、専門家団体の見解にも見られるようになる。国際対がん連
合 (International Union Against Cancer)*8 のがんコントロール委員会は、1954 年に化学
物質への対策についての決議を行っており、動物実験で発がん性ありと判明した物質が人
間には無害だと考えるのは慎重さに欠けるとしていた (Commission on Cancer Control,

1954)。1956 年には、国際対がん連合にて世界各国の科学者が参加するシンポジウムが行
われ、シンポジウム参加者共同の決議を公表している (Commission on Cancer Control,

1956)。その決議では、動物実験の重要性を再び強調しつつ、動物実験の結果から発がん
性が疑われている食品添加物の一覧を示すところまで踏み込んでいた。その他にも、1950
年には全米研究評議会に食品防護委員会 (Food Protection Committee) が設置され、同
委員会が食品安全試験の原則をまとめた際、動物実験で確かめるべき項目の中に発がん性
が含まれていた (National Research Council, 1952, 1956)。1962 年になると、同委員会
によって食品中の化学物質の発がん性のみに焦点を当てた動物実験についての報告書がま
とめられている (National Research Council, 1962)。
以上のように、1950 年代には科学者たちの間で化学物質の発がん性が大きな問題とし
て受け止められるようになっており、化学物質の人間に対する発がん性を動物実験によっ
て確かめるというアイデアが支持されるようになっていた。1958 年にデラニー条項が導
入された背景にこうした状況があったことを考えれば、デラニー条項は必ずしも非科学的
な化学物質の忌避によって導入されたわけではなかったように思われる。むしろ、デラ
ニー条項の導入は多くの科学者の懸念を汲み取ったものだった。しかし、導入後に様々な
問題が生じる中で、デラニー条項は非科学的な規制だと言われるようになっていく。

*8

2010 年より、英語の団体名称を Union for International Cancer Control に改称した。
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4.2.2 デラニー条項が引き起こした論争
デラニー条項は、FFDCA の 1958 年の改正により食品添加物の事前承認制が導入され
た際に、添加物の安全性の判定基準を示す条文として法に書き込まれた。次のような条文
である*9 。
添加物が人間若しくは動物によって摂取されたときに、がんを誘発することが判
明したとき、又は食品添加物の安全性を評価するための適当なテストの後におい
て、人間若しくは動物のがんを誘発することが判明したときは安全であるとみなし
てはならない。
デラニー条項の性質について、FDA の法律顧問も務めた法学者のリチャード・メリル
は、どのような科学的評価が求められているかについては曖昧さを残しているものの、一
度科学的評価が決まれば規制上の結論は一つに決まるという特徴を指摘している (Merrill,

1978, p. 183)。つまり、ある物質が動物実験によってがんの原因であると判定されたな
ら、その物質が社会全体にどれだけ有用であり、どれだけ人体への曝露が微量であって
も、その物質の利用が法的に禁止されることになる。なお、以上に示したデラニー条項の
条文は 1958 年に食品添加物についての法改正で導入されたものであり、規定の対象は同
法の定める「食品添加物」に限定されている。しかしこの後、1960 年の改正では着色料、

1968 年の改正では動物用薬剤 (肥育用のホルモン剤など) についての法改正が行われた際
には、それらの対象について同様の条文が導入されることになる。
デラニー条項は発がん性の化学物質を極めて厳格に規制するものであり、導入後、どれ
ほど小さなリスクも認めないゼロリスク志向の規制だと批判されるだけでなく、法的な混
乱を生じさせることになる。その混乱の全てを論じる余裕はないが、本節では、主要な問
題として「デラニーパラドックス」と「DES 但書」を取り上げる。
「デラニーパラドックス」とは、デラニー条項によって生じた安全性の判定基準をめぐ
る矛盾のことである (cf. National Research Council, 1987)。FFDCA の 1954 年改正は
農薬について規制を強めたが、そのポイントの一つは、農薬として利用する化学物質につ
いて事前承認制を導入することで、未加工食品の残留農薬の安全性を確保しようとした点
にある。そして、1958 年改正は「食品添加物」として利用する化学物質について事前承
認制を導入するものだったが、この「食品添加物」の定義は、上記の未加工食品の残留農

*9

訳文は徳田 (1991) を元にしているが、原文を参照して筆者が一部修正を加えた。
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薬を除外するものになっていた。つまり、未加工食品の残留農薬は 1954 年改正の条文で
規制し、加工食品の食品添加物は 1958 年改正の条文で規制することになったのである。
ところが、残留農薬の規制と食品添加物の規制では、安全性の判定基準が一致してい
なかった。1954 年改正では安全性の判定基準について発がん性は特別に言及されておら
ず、農薬のリスクと便益を衡量して許容基準値を設定することが認められていた。しか
し、1958 年改正でデラニー条項が導入されると、発がん性のある食品添加物はいかなる
量であっても安全ではないという基準が採用された。すると、発がん性のある農薬が農産
物にわずかに残留し、未加工食品としての基準を満たしていても、そうした農産物から加
工食品を生産する際に残留農薬が持ち越されると、たちまち食品添加物としての規制対象
となり、安全性が認められなくなるという可能性が生じてしまったのである。
この「デラニーパラドックス」は、1996 年に制定された食品品質保護法（The Food

Quality Protection Act）により、加工食品の残留農薬が食品添加物の定義から除外され
るという形で解決に向かうことになる (cf. Merrill, 1997, pp. 332–334)。しかし、問題は
「デラニーパラドックス」だけではなかった。デラニー条項をめぐるもう一つの大きな問
題は、「DES 但書」に関するものである。FDA による QRA の実用化はこちらの問題に
深く関わっている。

FFDCA の 1962 年改正では、デラニー条項について次のような但書が付加された*10 。
但し、この条項は、長官が次の二つの場合に該当すると認めるときは、食品生産
を増大するための原料としての物質には適用されない。(i) 表示に定められた使用
法が実際上も守られていると合理的に確信する場合において、そのような添加物
が、飼料の目途とする動物に有害な影響を与えないものであること。(ii) そのよう
な添加物が、（(f) 節と (g) 節には従わない*11 規制を通じて長官が規定あるいは認
可した検証方法により）動物の屠殺の後に食用部分およびその動物由来の食品に残
存しないこと。
この但書は、具体的な適用対象としてジエチルスチルベストロール（DES）が想定され
ていたために「DES 但書」と呼ばれており、次のような経緯で導入されたものである (cf.

Food and Drug Administration, 1979)。DES はいわゆる合成エストロゲンであり、人
間に対しては流産の防止などの目的で 1940 年代から利用されていた他*12 、家畜の肥育用
*10

訳文は徳田 (1991) を元にしているが、原文を参照して筆者が一部修正を加えた。
デラニー条項は FFDCA の Sec 409. (c)(3)(A) 節に位置しており、Sec. 409 の (f) 節は異議と公聴会
（Objections and Public Hearing）、(g) 節は司法審査（Judicial Review）について定めている。
*12 本節では動物用薬剤としての DES に注目するが、人間に対する用途については Douglas (2009, pp.
*11
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ホルモン剤としても 1950 年代に FDA から承認を受けて利用されていた。しかし、1958
年にデラニー条項が導入されると、DES の合法性をめぐって問題が生じることになった。
というのも、当時、DES は動物に対する発がん性が既に示されていたからである。ただ
し、デラニー条項は既承認の物質には適用されないという事情があり、改正以降に承認
を申請しようとする場合にのみデラニー条項によって DES の利用が禁止されることにな
る。とはいえ、DES は肥育用ホルモン剤として広く使われていたため、このような法律
上の扱いの不公平さが政治的問題になった。
この問題を解決するため、FFDCA の 1962 年改正では、DES の利用の合法性が明確化
されるよう、添加物が家畜の屠殺後の食用部分に残存しないという条件で、デラニー条項
が適用されないという但書が追加されることになった。そして、FDA は 1963 年の公示
において DES の安全な利用方法を示し、その利用方法に従う限りは食用部分に DES が
残留しないことを保証しようとした。ところが、DES の合法性の問題は、化学物質の検
出技術の発達により再燃することになる。放射性トレーサーを用いた新しい研究により、
従来の利用方法でも、ごく微量ながら DES が食用部位に残留していることが判明したの
である (Food and Drug Administration, 1973b)。
デラニー条項に従えば、発がん性の判明した化学物質は法律上は安全が認めらず、化学
物質の残留が判明して DES 但書も適用されないとすれば、DES の利用は禁止されること
になる。しかし、発見された DES の残留はごく微量であり、FDA は公衆に対する実質的
な危険はないとも発表したため、多くの企業が不合理な決定に異議を唱えた。そうした批
判の背景には、1970 年代当時、化学物質の発がん性をリスクとして量的に評価する素地
が出来つつあったということがある（これについては次節以降で述べる）。化学物質の毒
性研究が進み、動物実験によりさらに多くの化学物質に発がん性が見出されるようになっ
ていたが、化学物質の発がん性には程度の強弱があり、様々なメカニズムが関係すること
もわかり始めていたのである。化学物質の発がん性の実質的な問題がリスクとして考えら
れるようになると、リスクの程度を考慮しないデラニー条項は、著しく不合理な決定を導
くゼロリスク規制ではないかと非難されるようになっていったのである。
法政策上の苦境に立たされた FDA は、デラニー条項をめぐる代替的な法解釈を模索す
ることとなる (cf. 徳田, 1991, 1995)。その模索は、大まかに言えば、発がん性のある化学
物質はいかなる量であれ安全だと認めないという解釈から、発がん性のある化学物質でも
微量であれば安全だと認めるような解釈への移行を目指すものだった。しかし、後者の解

108–112) などにまとめられている。人間に対する用途は、1970 年代に疫学調査によって人間に対する
発がん性が判明して使用が禁止された。
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釈をとるためには、具体的にどの程度の量であれば安全と言えるかを示す必要がある。そ
の基準を明確に設定するための道具として、QRA が利用されることになる。

4.2.3 「保守的」な外挿による安全基準値の設定
1961 年、米国がん研究センター所属の科学者だったネイサン・マンテルとレイ・ブライ
アンは、同センターの刊行する雑誌（Journal of National Cancer Institute）において、
安全基準値の新しい設定方法を提案した (Mantel and Bryan, 1961)。この方法の要点は、

1 億分の 1 のリスクを「実質的な安全」と見なし、「保守的な」外挿を行うことで、「実質
的な安全」が保証される化学物質の曝露量を安全基準値として設定するということだっ
た。この方法は提案者二人の名前をとって Mantel-Bryan 法と呼ばれたり、後述する外挿
方法から「ログ-プロビットモデル（log-probit model）
」と呼ばれ、QRA の発展の歴史に
おいて非常に重要な位置を占めた。
マンテルたちの提案のポイントを理解するには、毒性学における用量反応曲線を理解し
ておく必要がある。そこで、彼ら自身が論文中にサンプルとして使っているデータを用い
て、用量反応曲線の簡単な解説を行ってから、彼らの方法の具体的内容について説明し
よう。
動物実験で化学物質の発がん性を調べる場合、大抵の場合、異なる用量の化学物質を投
与する複数の群を準備し、用量の違いに応じてがんの発生割合を調べる。例として、マウ
スによる実験の結果、次の表 4.2 のようなデータが得られたとしよう*13 。
この実験では、「投与物質の用量」毎に群を分け、それぞれの群で投与を受けたマウス
のうち何匹に腫瘍が発生したかを数えている。表 4.2 の「Log10 用量」とは投与物質の用
量の常用対数をとったものであり、「腫瘍発生リスク」は腫瘍の発生したマウスの数をマ
ウス全体の数で割った値である。したがって、この表中の数値は全て、観察結果と純粋に
数学的操作のみで得られる結果である。図 4.2 に示されるように、用量に応じて腫瘍発生
リスクは変化するが、一般に高用量になるほどリスクが高くなる。数学的には各データ点
を通るような曲線を導くことも可能であり、そのような曲線が用量反応曲線と呼ばれるも
のである。
注意が必要なのは、この関係は限られた条件の下で得られたものであり、各用量のデー

*13

このデータは Bryan and Shimkin (1943) が実際に行った実験結果である。この実験では、ラットに対
してメチルコラントレン（methylcholanthrene）を単回投与して発がん性を調べた。なお、化学物質の
発がん性を調べる一般的な動物実験では、慢性的曝露の影響を調べるため、単回投与ではなく、一定量を
毎日投与することが多い。
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表 4.2: 動物実験の結果例
投与物質の

Log10

腫 瘍 発 生 数/

腫瘍発生

用量 (mg)

用量

マウスの数

リスク

0.000244

-3.61

0/79

0.00

0.000975

-3.01

0/41

0.00

0.00195

-2.71

0/19

0.00

0.0039

-2.41

0/19

0.00

0.0078

-2.11

3/17

0.18

0.0156

-1.81

6/18

0.33

0.0312

-1.51

13/20

0.65

0.0625

-1.20

17/21

0.81

0.125

-0.90

21/21

1.00

0.25

-0.60

21/21

1.00

0.5

-0.30

21/21

1.00

図 4.2: Log10 用量と腫瘍発生リ

1

0.00

20/20

1.00

スクの関係（筆者作成）

タ点が「本当の」腫瘍発生リスクを表しているとは限らないということである。とりわけ
問題なのは、腫瘍発生リスクがゼロに見える部分である。たとえば、最小の投与量であ
る 0.000244mg の場合に 79 匹のマウスのうち一匹もマウスに腫瘍が発生しないという結
果について、二項分布の 99% 信頼区間の上限値となる腫瘍発生リスクを計算してみると

0.057 程度になる*14 。これはつまり、0.000244mg の単回投与による「本当の」腫瘍発生
リスクが約 0.057 だったとしても、1% 程度の確率で、一匹も腫瘍が発生しない場合があ
るということだ。限られた条件の動物実験によって一匹も腫瘍が発生しなかったからと
言って、腫瘍発生リスクがゼロであるということの確実な証明にはならないのである。
動物実験によって絶対的安全（ゼロリスク）が証明できないとすれば、ある化学物質が安
全かどうかをどのように決めればよいのか。マンテルたちは、安全性試験の実施に先立っ
て解決する必要のある三つの問題を指摘する (Mantel and Bryan, 1961, pp. 457–459)。
第一に、「どのくらい安全ならば安全と言えるのか」である。マンテルたちは、実験に

*14

これは (1 − p)n = 0.01 で求められる (cf. Mantel and Bryan, 1961, p. 460)。p は「本当の」リスク
の値であり、n は実験に用いたマウスの数である。右辺の 0.01 は 99% 信頼区間の上限値であることを意
味している。
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よって絶対的安全を証明することはできないが、一定のリスクを超えるかどうかは決定で
きると述べる。そして、恣意的な選択が可能であるとしつつも、1 億分の 1 のリスクなら
ば非常に小さいので「実質的に安全」と言えるかもしれないと示唆する。
第二に、「何が安全の証明になるのか」である。マンテルたちは、原理的には「実質的
に安全」かどうかを動物実験で確かめられるものの、現実的な判定方法としては実験結果
から外挿を行うしかないと言う。計算上、4 億 6 千匹のマウスで実験を行い一匹も腫瘍が
発生しないという観察結果が得られたとすれば、そのような観察結果は「本当の」リスク
が 1 億分の 1 だったとしても 1% 程度でしか生じず、「本当の」リスクが 1 億分の 1 以上
だとは考えにくいという証拠になるので、「実質的に安全」であることが確認できたと言
えるかもしれない。しかし、通常の動物実験はせいぜい数十から数百匹の規模であり、1
億分の 1 のようなごく小さいリスクは到底判定できない。
そこで第三の問題が、「どのようにデータから安全な外挿を行うことができるか」であ
る。マンテルたちは、様々な領域で、用量の常用対数をとった値と、反応を「プロビッ
ト」*15 に換算した値がしばしば線形関係になることに着目し、その線形関係において傾き

1 とすれば「保守的」になるだろうと言う（傾き 1 が「保守的」と言える根拠として、そ
の他の領域において、傾きが 1 より大きい場合が多いと述べている）。以上の三つの問題
への対処が、マンテルたちの提案の基本要素になる。
マンテルたちは、人間へのリスクを過小評価しないよう、自分たちの提案する方法が
「保守的」になっていることをかなり強く強調している*16 。ただし、マンテルたちの提案
する方法を詳しく検討すると、たしかにいくつかの点で「保守的」であるが、別のところ
では逆向きにバランスを取るような配慮が加えられている。彼らの提案する操作を順番に
検討していこう。

1. まず、彼らの方法では、腫瘍発生数がゼロになる場合の結果について、より低い用
量でゼロになるならば、マウスの数をまとめて計算に使う。例えば、0.00195mg で
は、0.0039mg の結果と合わせて、38(19+19) 匹の実験で腫瘍発生数ゼロだったと
見なす。0.000975mg ではさらに、0.00195mg 以上の結果と合わせて、79(38+41)
*15

プロビットとは、一般的には、ある確率値を標準正規分布における分位点に換算したものであり、標準
正規分布の累積分布関数の逆関数によって求められる値である。プロビットは 0 から 1 の確率値に対し
−∞ から +∞ の値を割り当てる。具体例を挙げると、0.5 の確率値に対して 0、0.025 の確率値に対し
ておよそ-1.96、0.975 の確率値に対しておよそ 1.96 を割り当てる。ただし、毒性学ではプロビットを正
のスケールで扱えるよう、0 から 10 の値をとるように調整することもある (Bliss, 1934)。
*16 目安として、彼らの論文中で conservative という単語が使われた回数を調べてみたところ、22 回も使わ
れていた。この論文は付録込みで 15 ページであるから、1 ページに一度以上の頻度で現れていることに
なる。
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匹の実験で腫瘍発生数ゼロだったと見なす。0.000244mg でも同様の計算をして、

158 匹の実験を行い、腫瘍発生数がゼロだったと見なす。このような操作は、それ
、、
をしない場合に比べ、安全基準値を高い値に導く。

2. 次に、マンテルたちの方法では、観察された腫瘍発生リスクをそのまま使うのでは
なく、99% 信頼区間の上限値を用いる。これは、観察結果をそのまま用いるより
、、
も、安全基準値を低い値に導く操作と言える。

3. 前述の常用対数用量とプロビットの線形関係を採用し、傾きを 1 と想定して外挿を
行う。マンテルたちはこの傾きの値は「保守的」だろうと述べているが、物質の種
類によっては必ずしもそうは言えないかもしれない。ただし、後に示すように（図

4.3）、観察結果の傾きに比べて緩やかであるかどうかは明確に判別可能である。観
察結果に比べて緩やかな傾きを想定するならば、観察結果をそのまま適用するより
、、
は、安全基準値を低い値に導くと言ってよいだろう。

4. そして最後に、マンテルたちは、以上の操作を種々の用量毎の結果に適用し、各用
量毎の結果を使って「実質的な安全（1 億分の 1 のリスク）
」に相当する用量を求め
るのだが、その計算結果のうち最大の値を最終的な安全基準値として採用する。こ
、、
れは明らかに、安全基準値を高い値に導く操作である。
結論として、表 4.2 のデータにマンテルたちの方法を適用すると、安全基準値は約

9 × 10−8（常用対数をとると-7.04）になる。一連の操作の結果は、次の図 4.3 のように表
せる。
図 4.3 の黒いデータ点は観察結果であり（ただし腫瘍発生リスクが 0 および 1 の場合を
除外）、黄色の点は観察結果の 99% 信頼区間の上限値である（この値は低用量域での実験
結果の合算を踏まえている）。黄色の各点に対し、傾き 1 の外挿を行って 1 億分の 1 のリ
スク（プロビットで約 5.612）に相当する用量を計算するのだが、最終的には、黄色の各
点で計算した結果のうち、0.000975mg 投与の結果を使った外挿が最も高い用量になるた
め（図中の赤い点および赤い点線）、その値を安全基準値として採用する。図に示す通り、
観察結果の傾き（図中の黒い点線）は 1 よりも大きいため、傾き 1 の外挿（図中の赤い点
線）は「保守的」であるように思える。
以上の具体的な過程をみれば、Mantel-Bryan 法によって計算される安全基準値は、一
応は科学的推論に基づいていると言えそうではあるが、恣意的な価値判断に基づくこと
を否定し難いことがわかるだろう。例えば、マンテルたちはなぜ 95% や 99.9% ではなく

99% 信頼区間を用いたのか。これを変えることで、最終的な安全基準値は高くも低くも
なるだろう。また、なぜ想定する傾きは 0.8 や 2 ではなく 1 なのか。なぜ外挿後の結果の
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図 4.3: Mantel-Bryan 法による安全基準値の設定（筆者作成）

うち最大となる用量を安全基準値として採用するのか。これらの選択は、ある化学物質の
安全基準値という政策的な結論を左右するものでありながら、はっきりとした科学的根拠
に基づいて決定されておらず、マンテルたちの価値判断による選択に思われるのである。
とはいえ、マンテルたちが特別にそうした価値判断を行ったというわけではなく、他
の QRA でもリスク評価上の選択が政策的結論を左右することには変わりない。QRA に
価値判断が含まれるという問題は以降も解消することはなく、QRA は現在まで科学と政
治の混合物であり続けるのであって (cf. Jasanoﬀ, 1987, 1990; Shrader-Frechette, 1991;

Demortain, 2017)、そうした問題が初期の QRA であるマンテルたちの提案からはっき
りと表れていたということである。また、マンテルたちは決して、この方法による安全基
準値が「価値判断抜きに決定された」などとは主張していない。彼らは、方法の細部には
恣意性が残っていることを認めていたし、「保守的」な選択だということを十分過ぎるほ
どに強調していた。マンテルたちは、価値判断という言葉こそ使っていなかったが、この
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方法に価値判断が含まれることをはっきりと自覚していたように思われるのである。

1973 年、FDA はマンテルたちの提案する方法に基づき、残留物質の検出感度に関する
新しい基準を提案する (Food and Drug Administration, 1973a)。DES 但書によれば、
「長官が規定あるいは認可した検証方法により」食用部分に物質が残留していないことが
確かめられたなら、デラニー条項は適用されない。問題は残留物質の検証にどれほどの感
度を求めるかということであり、その感度の基準を定めるために、FDA は Mantel-Bryan
法を使うことにしたのである。この決定は、実質的には、デラニー条項にもかかわらず、
一定の発がんリスク以下の曝露を安全と見なすということを意味していた。
ただし、FDA は評価手続きの提案にあたり、Mantel-Bryan 法にいくつかの変更を加
えていた。まず、信頼区間の上限は 99% ではなく、90% を用いる。また、外挿の傾きは

1 を用いず、観察結果から得られる値を用いる。そして、線形モデルにデータがよく適合
し、生物学的根拠もある場合には、外挿はログ-プロビットモデルではなく線形モデルを用
いる。FDA はその後も提案を何度か修正し、マンテルたちが 1 億分の 1 のリスクを「実
質的な安全」としていたところを最終的には 100 万分の 1 のリスクに変更したり、ログプロビットモデルではなく線形モデルによる外挿をデフォルトに変更したりしている (cf.

Food and Drug Administration, 1985, なお、1985 年のこの提案は 1987 年に正式な規
則になった)。ただし、そうした修正を経てなお、FDA はマンテルたちのように、QRA
が人間に対するリスクを過小評価することがないよう、「保守的想定」を用いたことを繰
り返し述べている。

FDA の評価手続きの提案およびその修正は、前述の通り、科学と政治の混合物であり、
異論の余地がある。FDA の提案はその都度に利害関係者からの異議を受け、QRA の細
部は変化していったが、FDA は QRA の利用自体については一貫して擁護し続けた。そ
れは、QRA が絶対的安全の保証に代わってリスクによる安全基準値設定を可能にするも
のであり、デラニー条項のもたらす法政策上の困難に直面した FDA にとって極めて重要
な意味を持っていたからである。マンテルもその利点を重要視していたからこそ、外挿を
含む QRA を支持していた (Mantel and Schneiderman, 1975)。そのような QRA の議
論が積み重ねられていく中で、米国では、環境リスクの合理的意思決定のためには QRA
が不可欠であるという見方が強まっていったのである。

4.3 リスク評価ポリシーへの注目
1970 年代、FDA をはじめ、米国の行政機関が QRA を重用するようになっていく。前
節で述べたように、化学物質の発がんリスク QRA は科学と政治の混合物であり、とり
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わけ動物実験の結果からどのように外挿を行うかに関して、恣意性の問題を常に抱えて
いた。この問題に対し、QRA の支持者たちは、「リスク評価ポリシー（risk assessment

policy）」あるいは「リスク評価ガイドライン（risk assessment guideline）」を策定するこ
とで対処を試みた。
リスク評価ポリシーとはリスク評価の実施方法を定めた文書のことであり、これに
よって QRA に含まれる価値判断の統制が可能になる。QRA の実施者が事前に定めら
れたリスク評価ポリシーに従ったならば、たとえ QRA が科学と政治の混合物であった
としても、QRA が恣意的に行われたわけではないと言えるようになるからである。例
えば、前節で示した FDA による QRA の手続きを定めた文書も (e.g. Food and Drug

Administration, 1973a, 1985)、リスク評価ポリシーの例と言える。ただし、リスク評価
ポリシーは必ずしも法的拘束力を持つものに限られず、具体性についてもかなりの幅が
ある。
政治学者のルシェフスキーは、1970 年代から 80 年代にかけて米国で策定されたリスク
評価ポリシー*17 を包括的に検討している (Rushefsky, 1986)。ルシェフスキーは数多くの
リスク評価ポリシーの例を挙げており（p. 39）、その中からいくつか重要なものを拾い上
げれば、次の表 4.3 に示すものがある。
注意点として、リスク評価ポリシーという用語の定義は必ずしも明確ではなく、様々
な位置付けのものがありうる上に、QRA の方法論をめぐる文献は急激に増加していたた
め、当時の米国で策定された全てのリスク評価ポリシーを網羅することは難しい。筆者の
知る限り、ルシェフスキーはリスク評価ポリシーに関する最も包括的な研究を行っている
が、FDA の動向にはあまり注意を向けておらず、前節で述べたような FDA による QRA
を定めた文書がリスク評価ポリシーとして検討されていない。また、表中の OSHA のリ
スク評価ポリシーではリスクの定量化が行われず、リスク評価手続きと規制的措置が一体
になっているという性質があるため、実際のところ他のリスク評価ポリシーとの違いが大
きい。こうした注意点はあるものの、表 4.3 からは、当時、様々な機関がリスク評価ポリ
シーを策定しており、リスク評価ポリシーへの注目が高まっていたことは読み取れるだ
ろう。
リスク評価ポリシーの実際の内容は様々である。ルシェフスキーは 10 項目に沿って各
リスク評価ポリシーの内容を比較検討しており、各項目に対する「リスク回避型」と「リ
*17

彼は本稿の言うリスク評価ポリシーを「がんポリシー（cancer policy）
」と呼んでいる。しかし、がんポ
リシーという名称は、がん研究を推進する政策や、発がん化学物質の規制政策など、リスク評価とは関係
のないものとも受け取れるだろう。本章では化学物質の発がんリスク評価に注目しており、それが明確に
なるよう、リスク評価の実施方法を定めた文書に対してリスク評価ポリシーという用語を充てる。
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表 4.3: 1970-80 年代に策定されたリスク評価ポリシーの一覧
策定年

関係機関

リスク評価ポリシーの名称

1976

EPA

Interim procedures and guidelines for health risk and
econonic ompact assessments of suspected carcinogens

1979

IRLG

Scientiﬁc bases for identiﬁcation of potential carcinogens and estimation of risks

1980 (1977)*

OSHA

Identiﬁcation, classiﬁcation and regulation of potential
occupational carcinogens

1984

OSTP

Chemical carcinogens: Review of the science and its
associated principles

EPA: Environmental Protection Agency （環境保護庁）
IRLG: Interagency Regulatory Liaison Group （政府機関横断規制連絡会議）
OSHA: Occupational Safety and Health Administration （労働安全衛生庁）
OSTP: Oﬃce of Science and Technology Policy （科学技術政策局）
*原案は 1977 年に公表された

スク許容型」の典型的見解を抽出している (Rushefsky, 1986, pp. 40–41 Table 2.4 およ
び 2.5)。これは、次の表 4.4 のようにまとめられる（ただし、わかりやすくするため一部
内容と表現を修正している）。
表 4.4 は、QRA における全ての選択肢を網羅しているわけではないという意味では過
小であり（例えば、信頼区間をどのように扱うか）
、リスク評価ポリシーにおいて常に扱わ
れる代表的論点に絞られているわけではないという意味では過剰である（例えば、遺伝毒
性と非遺伝毒性の違いは扱われないことがしばしばある）
。しかし、この表は、QRA にお
いてどのような選択がどのような政策的含意に結びついているかについて、有用な見取り
図を与えてくれる。QRA における様々な選択をリスク評価ポリシーで統制しようとすれ
ば、これだけ多くの争点について方針を示さなければならず、その方針次第で規制上の結
論は左右される。例えば、全ての争点でリスク回避型をとる場合と、その逆に全てでリス
ク許容型をとる場合と、争点毎にリスク回避型とリスク許容型が異なる場合とでは、QRA
の結果はそれぞれ異なり、安全基準値も異なるだろう。この表が全ての争点を網羅してい
ないことを踏まえれば、潜在的にはさらに多くの選択肢が QRA の結果に関係する。
ルシェフスキーの分析では、表 4.4 の各項目に対し、当時のリスク評価ポリシーでは
様々な方針が示されていた。ただし、リスク評価ポリシーの違いは、必ずしも価値判断の
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表 4.4: リスク評価ポリシーにおける争点と典型的な見解
争点

リスク回避型の見解

リスク許容型の見解

1. 発がん性を証明するためにどのよ

動物実験で十分

疫学しか認めない

人間への発がん性を示す

正確にはわからない

正の結果を重要視

負の結果によって種毎の

うな証拠が必要とされるか？

2. 人間における発がん性を証明する
ために動物実験がどのような役割を
担うか？

3. 発がん性を示す正の研究結果と発
がん性が示されなかった負の研究結

感受性が示されうる

果はどのような役割を担うか？

4. 対立する研究をどのように重みづ

正の結果がより重要

全ての証拠を考慮すべき

良性でも数える

悪性のみを重要視

6. 動物実験における化学物質の適切

高用量でも質的な証拠に

少なくとも三つの用量を

な用量水準はいくらか？

なる

用いるべき

7. どのような数学的外挿モデルを用

線形モデル

遺伝毒性ではない発がん

けるか？

5. 良性腫瘍と悪性腫瘍をどのように
数えるか？

いるか？

性については無毒性量を
計る

8. 閾値はどのように扱われるか？

証拠が不十分と見なす

プロモーターや遺伝毒性
ではない発がん性には閾
値がありうる

9. イニシエーターとプロモーターの

区別できない

区別が重要

区別できない

区別が重要

区別が用いられるか？

10. 遺伝毒性による発がん性と遺伝
毒性ではない発がん性の区別が用い
られるか？

違いを反映しているとは限らない。多彩なリスク評価ポリシーが策定されたことは、時が
経つにつれ新たな研究成果が積み重なり、その成果を反映した結果とも考えられるからで
ある。化学物質が環境から体内へと移動する動態や、外挿モデルの数学的性質の比較や、
発がん性のメカニズムの理解が進むことで、従前はある程度の妥当性を持つと考えられて
いた方針が、科学的には根拠がないとわかって変更されたとしても不思議はないだろう。
しかし、QRA やリスク評価ポリシーにおいて、科学と政治を切り分けることは容易な
ことではない。本稿 1.1 節でも述べたように、科学技術社会論の研究は、科学と政治の間
に明確な線を引けないことを示唆してきたが、1970-80 年代には同様の示唆を与える研究
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が増えていた。QRA やリスク評価ポリシーが広まるとともに、それらに現われていた科
学と政治の結びつきについて、法政策学や科学論の研究が行われるようになっていたので
ある。第 1 章で触れたワインバーグのトランスサイエンス論はそうした研究の先駆けと
言えるものだったが、彼が関心を向けていたのは原子力発電所の事故リスクや放射線の低
線量被曝であった (Weinberg, 1972)。その後、多くの研究者が、トランスサイエンス論
を応用しながら、化学物質の発がんリスク評価における科学と政治の結びつきを詳細に検
討し始め (e.g. McGarity, 1979; Perera and Petito, 1982; Whittemore, 1983; Ashford

et al., 1983; Majone, 1984)、ルシェフスキーもそうした研究動向の一角をなす研究者
だった (Rushefsky, 1984, 1985)。
さて、リスク評価ポリシーの内容の多様性は、規制を混乱させてしまう危険性がある。
リスク評価ポリシーは QRA を統制するためのものであるが、リスク評価ポリシー自体
が乱立してしまっては、結局のところ別々の仕方で QRA が実施され、同じ化学物質で
も法律毎に別々の規制基準値が採用されるということにもなりかねないからである。こ
うした問題は 1970 年代末には既に認識されており、1977 年には政府機関横断規制連絡
会議（Interagency Regulatory Liaison Group: IRLG）が設置され、同会議の下で政府
の統一的リスク評価ポリシーの策定が目指されることになった。IRLG は、FDA、EPA、

OSHA、CPSC（Consumer Product Safety Commission、米国消費者製品安全委員会）
の四つの行政機関が合同で開催していたもので、最終的な成果は 1979 年に公表された

(Interagency Regulatory Liaison Group, 1979)。
ところが、IRLG は先行するリスク評価ポリシーを踏襲し、
「保守的」な QRA を支持し
ていたために、産業界からの批判を受けた (Rushefsky, 1986, pp. 94–98)。また、同時期
に OSHA の公表したリスク評価ポリシーも（Identiﬁcation, classiﬁcation and regulation

of potential occupational carcinogens）、「保守的」な色合いが濃いものだったために産
業界から強い反発を受けた (Jasanoﬀ, 1982)。当時、政府のリスク評価ポリシーに対す
る目立った反発を示していたのが、全米産業衛生委員会（American Industrial Health

Council）という団体である (Maugh, 1978)。この委員会を含め、産業界から政府に対す
る批判の要点は、科学的に行うべきリスク評価に政治を混ぜるのは不当だということであ
り (Rushefsky, 1986, pp. 92–94, 97–98)、代替案として、政治抜きの徹底した「科学的」
リスク評価の実施を求めていた (Salsburg and Heath, 1981; Moolenaar, 1983)。
政府の「保守的」リスク評価ポリシーに対する産業界の批判は、時流に乗って勢いを増
していった。1981 年、米国ではカーター政権（民主党）からレーガン政権（共和党）へと
政権交代が生じ、規制緩和が全面に押し出されるようになったのである。環境規制も例外
ではなく、規制反対派の人員配置によって「保守的」な政策の転換が図られることになっ
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た (Marshall, 1982)。規制緩和の動きは、
「保守的」リスク評価から、
「科学的」リスク評
価への転換を求める産業界の声と同調するものでもあった。
また、政権交代にわずかに先行して、1980 年、OSHA の「保守的」な化学物質規制が
「ベンゼン判決」によって否定される (cf. 下村, 2009; 畠山, 2016, pp. 108–125)。この判
決では OSHA が示したベンゼンの労働環境基準に対し、QRA の未実施を理由に無効が
言い渡された。ベンゼン判決は米国の環境法では非常に有名な判例として認識されてお
り、既に米国において定着し始めていた QRA の利用をさらに加速させるものとして評価
されている。ところで、QRA の実施は非常に多くの時間と労力を必要とするため、規制
に対する QRA の義務付けは規制の障害とも見なしうる。そのような観点から、環境団体
など「保守的」規制の支持者の間では、QRA に対して懐疑的な態度が強まっていくこと
にもなるが、「保守的」規制の正当性については、予防原則を扱う次章で再び検討する。
以上をまとめると、1980 年代始めの米国では QRA の利用がさらに進んだものの、一
方では QRA に含まれる政治的価値判断が研究されるようになり、他方では従来の「保守
的」な QRA を転換しようとする動きが生じたため、QRA の「科学と価値」をめぐる激
しい論戦が生じるようになっていたのである。

4.4 レッドブックの公表
そうした状況を鎮めるため、議会はリスク評価のあり方について全米研究評議会に諮
問を行った。1981 年、議会の諮問を受けた全米研究評議会に「公衆衛生に対するリス
ク評価の制度的措置に関する委員会（The Committee on the Institutional Means for

Assessment of Risks to Public Health）」が設置され、様々な分野から 14 人の委員が集
められた。この委員会の検討成果は、1983 年、
『連邦政府におけるリスク評価—その手続
きの管理』と題した報告書として公表される (National Research Council, 1983)。この
報告書は赤い表紙のために「レッドブック」と呼ばれ、社会におけるリスク評価のあり方
を示した重要文献として高く評価されることになる。
「公衆衛生に対するリスク評価の制度的措置に関する委員会」は、議会から次の三点に
ついて諮問を受けていた（ibid., p. 2）。

a リスク評価を展開する分析的機能と政策決定を行う規制的機能を分離することの利
点の評価

b 全ての規制機関のリスク評価を担う単一の機関を設計することの実行可能性の考察
c 全ての規制期間によって利用される統一的リスク評価ガイドラインの開発の実行可
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能性の考察
そして、諮問に対する検討成果をまとめたレッドブックは、次のような構成をとって
いた。
第 1 章 リスク評価の基本的性質の検討
第 2 章 リスク評価ガイドラインの検討
第 3 章 リスク評価機関の配置・体制の検討
第 4 章 勧告
各章の内容を簡単に紹介すると、まず第 1 章では、リスク評価を４ステップ（ハザード
同定、用量反応評価、曝露評価、リスク判定）に整理し、各ステップでどのような科学的
方法が用いられ、どのような不確実性があるかをレビューしている。また、不確実性にも
かかわらず、リスク評価の遂行を補うためにリスク評価ポリシーが必要であることも指摘
している。第 2 章ではリスク評価ガイドラインの利点や課題が検討され、諮問の c に対
し、統一的ガイドラインは実現可能であり、望ましいものでありうるとする。第 3 章では
リスク評価機関の配置、とりわけ規制を担当する機関から独立させるべきかについて検討
される。この検討は諮問の a と b に関係するが、結論としては、リスク評価機関を独立さ
せることの利点は明確ではないというものだった。
最終的な勧告の内容は大きく三つにまとめられている（ibid., pp. 5–8）。まず、リスク
評価とリスク管理を「概念的に」区別すること（これについては本稿 5.2.3 節で改めて検
討する）。次に、統一的ガイドラインを策定すること。そして最後に、リスク評価方法に
ついての委員会を設置し、ガイドラインの定期的な見直しを行うことである。
レッドブック作成の当事者だったメリルは、レッドブックに対して「たしかに影響力が
あったが、根本的に革命的なものというわけではなかった」という回顧的評価を与えてい
る (Merrill, 2003)。この評価には頷けるところがある。リスク評価とリスク管理の「概念
的」分離は、1976 年の EPA のリスク評価ポリシー（Interim procedures and guidelines

for health risk and econonic ompact assessments of suspected carcinogens）で既に示
されていた。統一的ガイドラインの模索も、IRLG などの先行する取り組みが既にあっ
た。リスク評価ポリシーの見直しも、それまでに公表されていたリスク評価ポリシーで既
に言及されており、特段に新しいアイデアとは言い難いものだった。
それでも、レッドブックが現在も高く評価されていることはたしかである。その理由の
一つは、
「科学と価値」をめぐる激しい論争の渦中で、多彩なメンバーがバランスの良い検
討を行ったということにあるのかもしれない (cf. Davies, 2003)。レッドブックのとりま
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とめに関わったメンバーは自然科学系の専門家ばかりではなく、社会科学の専門家や（例
えば、リスク認知研究で有名なポール・スロヴィック）、法律の専門家（本稿 4.2.2 節で
言及したリチャード・メリル）の他、企業所属の参加者もいた。レッドブックが評価され
たもう一つの理由は、レッドブックが慎重な表現を選んだことにより、かえって様々な解
釈が可能になり、多くの人に受け入れやすいものになったということも関係しているかも
しれない。とりわけ、リスク評価とリスク管理の「概念的」分離はわかりにくいもので、
レッドブックの公表後もこの分離をめぐって論争が続くことになった。このことについて
は、本稿 5.2.3 節で改めて論じる。

4.5 小括
以上、本章では化学物質の発がん性に関する QRA の発展の歴史を辿ってきた。18 世
紀のポットの洞察から、20 世紀初めの山極の画期的な動物実験を経て、1950 年代のデラ
ニー委員会が示した食品中の化学物質の健康影響が懸念されるようになり、デラニー条項
を含む食品安全規制改革によって QRA が実用化されることとなった。QRA は科学と政
治の混合物であり、その恣意性を統制するためにリスク評価ポリシーが重要になったが、

QRA とリスク評価ポリシーが存在感を増すにつれ、リスク評価における「科学と価値」
の論争は激しさを増していった。そうした中で、全米研究評議会の下で公表されたレッド
ブックと呼ばれる報告書が、リスク評価のあり方について定説と言える見解の一つを示す
に至った。
本章では、QRA の具体的な例として、先駆的な Mante-Bryan 法を詳しく紹介した。こ
れは、1 億分の 1 のリスクを「実質的な安全」とみなし、動物実験の観察結果の 99% 信頼
区間の上限値から、傾き 1 のログ-プロビットモデルに基づく外挿を行う方法であった。提
案者のマンテルたちが強調したことは、この方法が人間に対するリスクを過小評価しない
ように「保守的」に定められているということであった。その後、FDA は Mantel-Bryan
法に変更を加え、正式に QRA を規制に利用し始める。
当時の文献を見る限りでは、マンテルたちも、その後の多くの行政機関も、自覚的に
「保守的」な QRA を採用していたように思われる。Mantel-Bryan 法が提案された当時、
デラニー条項により、発がん性のある食品添加物はどれほどの量であっても安全とは言え
ないとされていた。そのような背景にあって、QRA に価値判断が必要だとすれば、
「保守
的想定」を採用すべきだということは特に異論のあることだとは考えられていなかったの
かもしれない。つまり、公衆の健康や安全を守るという法目的や行政上の責任から、政府
の行う QRA において人間に対するリスクの過小評価を避けるべきということは、当然の
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価値判断だったと言えるかもしれない。
しかし、化学物質の研究が進み、QRA が多くの規制に関わるようになると、
「保守的」な

QRA は不当に規制を歪めているとの批判が生じてくる。QRA の発展史を辿れば、QRA
に価値判断が含まれることを正当だと認めていたのは行政機関であり、不当だと見なした
のは産業界だった。歴史を辿るだけでは、どちらの立場が正当かという問いに答えること
はできないだろう。その問いに答えるために、次章では、「保守的」なリスク評価の規範
的側面について検討を行う。
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第5章

予防原則の合理性
前章で見てきたように、QRA が発展していく中で、低用量域への外挿をめぐり「保守
的（conservative）」や「予防的（preventive, precautionary）」といった表現が論争の焦
点になった。それが科学の中に非認識的価値判断を持ち込むことに他ならないことは、当
の科学者たちも認識していた。問題は、それが正当な価値判断と言えるかどうかである。
この問題を考えるにあたり、予防原則（Precautionary Principle: PP）をめぐる現代
の論争は見逃せない。PP はまさに、
「保守的」で「予防的」な意思決定を導くものだと考
えらてきたからだ。リスク評価において「保守的想定」を採用する際にも、PP を適用す
ることで正当性を認めることができるかもしれない。
しかし、そのような結論に飛びつく前に、検討しなければいけない課題は多い。まず、

PP とは何だろうか。このこと自体、環境法の中では論争の対象だった。また、PP の合
理性とは何であり、その他のアプローチとどう違うのだろうか。そして、PP をリスク評
価に適用するというのは、具体的には何をどうすることなのだろうか。本章では、これら
の課題を検討しながら、科学の内部に正当な非認識的価値判断を組み込むための道筋の一
つとして、リスク評価に PP を適用するいうアイデアを発展させる。
本章が具体的な検討対象にするのは、科学哲学者ダニエル・スティールの PP 擁護論で
ある。スティールの PP 擁護論の重要性は、PP をめぐるこれまでの論争を整理すること
で明確になる。そこで、本章では PP の解釈の整理から始める。5.1 節では「強い PP」と
「弱い PP」の区別、5.2 節では三種類の規則の区別を紹介する。前者はよく言及されるが
問題含みで、後者の方が知名度では劣るが有用性は高い、というのが筆者の評価である。

5.2 節では三種類の規則を具体化しながら、PP 擁護の課題整理を進める。
5.3 節からはスティールの PP 擁護論の検討に取り掛かる。彼の議論は「環境政策の歴
史的偏りの矯正」というアイデアに基づいており、PP 擁護の課題によく対処していると
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言える。5.3.1 節では彼のアイデアの目立った利点をまとめるが、PP に期待される性質を
うまく捉えながら、PP 支持者にとって馴染みやすいことは重要な利点と言えるだろう。
とはいえ、スティールの PP 擁護論にはまだ検討の不十分なところも多い。5.3.2 節では、
スティールの論じる PP が本当に特有の合理性を備えているのかという懸念を検討する。

5.3.3 節では、PP の適用分野をめぐる問題について検討する。ここでは、歴史的偏りが分
野依存的であることから PP の分野依存性を自然に正当化できるが、相反する偏りをもっ
た複数の分野に当てはまるケースでは PP の適用が難しいことを指摘する。

5.3 節全体ではリスク管理の文脈での PP の合理性を検討するが、5.4 節ではリスク評
価の文脈での PP の合理性を検討する。PP はリスク管理に関係すると見なされることが
多いが、科学者たちは PP を自分たちの研究活動に取り入れるべきだと主張してきた。し
かし、リスク管理への PP の適用と同様に、リスク評価への PP の適用にも合理性をめぐ
る問題が生じうる。スティールはリスク評価への PP の適用を支持しているものの、その
根拠についてはあまり議論していない。そこで筆者は、リスク評価の歴史的偏りの矯正と
いう観点からリスク評価への PP の適用を正当化する議論を検討する。5.4.1 節では、リ
スク評価の歴史的偏りを支持する証拠をいくつか示す。そして、5.4.2 節では、リスク評
価の文脈でも PP の分野依存性は重要であり、分野の切り分けが課題であることを指摘
する。

5.1 強い予防原則と弱い予防原則
PP の曖昧性や多義性は既によく認識されており、PP を整理する試みが様々に行われ
てきた。特に有名なのは、「強い PP」と「弱い PP」を分けることである。この分類は
国内外の文献でよく言及され、強い/弱い PP それぞれの妥当性や欠点が検討されてきた

(e.g. 松王, 2008; 畠山, 2019; Sunstein, 2005; Gardiner, 2006; Hughes, 2006)。詳細な分
析はそうした文献に譲り、本節では強い/弱い PP をめぐる論争の全体像を簡単に描写す
るに留める。
強い PP と弱い PP の区別を最初に提唱したのが誰なのか、筆者の知る限りでは、はっ
きりしていない。畠山 (2019) によれば、この区別は 1995 年頃には欧州の研究者たちの
間で用いられていたという (p. 136)。2000 年頃になると、多くの論者がこの区別を用い
て強い/弱い PP それぞれの特徴を分析し始めるのだが、論者によって強い/弱いの定義が
違うこともあり、抽象的な定義だけからはこの区別に意義を見出しにくい。他方で、強
い/弱い PP の代表例には一定の合意があり、それらを比べることで PP をめぐる論争の
大まかな構図が見えてくる。
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多くの論者に強い PP の典型例として認められているのは、ウイングスプレッド声明の
一文である。「ある行為が人間の健康や環境に対する脅威であるときには、その因果関係
が科学的に完全に解明されていなくとも、予防的方策をとらなければならない」という一
文が、強い PP にあたると考えられている*1 。これを率直に読むなら、ある行為（例えば
新しい化学物質を製品に利用すること）に僅かでも健康や環境へのリスクがあるなら、そ
のリスクの程度にかかわらず、そのリスクを予防する対策（例えば利用の禁止）をしなく
てはならないということになるだろう。このように受け取れば、強い PP は広範な状況で
対策を求めるので、「PP らしさ」を感じやすい。
しかし、対策を実施する上で考慮すべき事項は、ある行為に僅かでも健康や環境へのリ
スクがあるかどうかだけでよいのだろうか。対策の費用がどれだけかかるか考慮したり、
対策自体が別のリスクを増やす（リスクトレードオフ）という可能性を考える必要はない
のか。あるいはそもそも、対策に伴うリスクトレードオフを考えれば、強い PP は対策そ
のものを予防せよと述べることになり、相反する指示によって麻痺状態に陥るのではない
か。こうした疑念に答えなければ、強い PP が合理的だとはとても認められないだろう。
他方、弱い PP の典型例として合意されているのはリオ宣言第 15 原則の一文であり、
「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如
が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われては
ならない」というものである*2 。先ほどの強い PP に比べると、こちらは何を言っている
のかわかりにくいというのが率直な評価だろう。しかし、この複雑さは、強い PP の問題
を避けるのに役立っている。強い PP には不合理な意思決定を要請する懸念があったが、
弱い PP では予防的な対策を義務付けていないし、リスクの深刻さや対策の費用対効果が
視野に含まれている。つまり、弱い PP は、より多くの要因を考慮に入れつつ、意思決定
者に裁量を残すことで、明らかに不合理な決定を避けられるようになっている。
強い PP と弱い PP という区別を引くと、PP の批判の多くは強い PP に向けられるも
のであり、弱い PP ならば批判者も受け入れる余地があるという論争の構図が見えてく

*1

邦訳は「環境政策における予防的方策・予防原則のあり方に関する研究会報告書」より（https://
www.env.go.jp/policy/report/h16-03/ アクセス日：2020 年 3 月 10 日）。声明では、「立証責任は、
市民ではなく、その行為を推進しようとする者が負うべきである」とも述べており、この部分は強い PP
の一例と見なされることもある (e.g. Sachs, 2011)。また、「予防原則の実現プロセスは公開された民主
的なものでなければならず、また、影響を受ける可能性のある関係者のすべてが参加していなければなら
ない」、
「活動自体の取りやめを含む、あらゆる代替策の検討も必要である」とも述べられているが、これ
らの箇所は強い PP として見なされていない。
*2 邦訳は環境省環境基本問題懇談会（第２回）参考資料より（https://www.env.go.jp/council/21kankyok/y210-02.html アクセス日：2020 年 3 月 10 日）。
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る。しかし、弱い PP だけが正当な PP なのだと簡単に結論するわけにもいかない。弱い

PP は依然として曖昧であり、既存のリスク論とどう違うのか、違うとすれば PP にどの
ような合理性が存在するのかといった問題が残されている。論争の状況を要約すれば、強
すぎる PP は不合理あるいは麻痺に陥るし、弱すぎる PP は中身がなさすぎてしまうので
ある (cf. Sunstein, 2005, 第 1 章)。
この区別そのものの適切さに目を向けるならば、強い/弱いを分ける基準の曖昧さに
問題がある。強い PP と弱い PP の間には中間的強さの PP が連続的に存在するという
見方もあるが、そもそも、PP の「強さ」は単一の評価軸の上で測られていると言い難
い。例えば、PP の最近の総説では、次の四つの評価軸で強い/弱い PP を特定している

(Ahteensuu and Sandin, 2012, pp. 970–971)。(1) 証明責任をどのように置くのか (2)
措置が義務付けられるのか裁量が認められるだけか (3) 費用対効果をどの程度重視するか

(4) 科学的証拠をどの程度要求するか。この他にも評価軸を特定しうるだろうが、様々な
評価軸があることは、強い/弱い PP をめぐる論争を混乱させる一因になる。一方では証
明責任の転換を強い PP だと言い、他方では措置の費用を考慮しないことを強い PP だと
言う状況では、議論がすれ違ったままになるだろう。こうしたことから、強い/弱いとい
う区別は、PP の整理として満足いくものではない。

5.2 三種類の規則としての予防原則
そこで筆者が注目するのは、PP の解釈を意思決定規則・手続き規則・認識規則の三
種類に区別するサンディンの提案である (Sandin, 2007; Ahteensuu and Sandin, 2012)。
簡単にそれぞれを紹介すると、まず意思決定規則とは、ある状況で選択肢を選ぶための規
則である。強い PP の典型例とされるウイングスプレッド声明の一文は、ある状況で取る
べき行為を規定しているため、この種の規則に該当する。次に、手続き規則とは、行為の
選択に至る過程を統制する規則である。弱い PP の典型例とされるリオ宣言第 15 原則の
一文は、文字通り読む限りでは、直接に何らかの行為をせよとは述べておらず、意思決定
の根拠についてのみ規定しているため、手続き規則として見なすことになる。意思決定規
則も手続き規則もリスク評価の実施方法については言及しておらず、もっぱらリスク管理
に関係する。他方、三つ目の認識規則は、何を信じるべきかに関する規則とされ、リスク
評価に関係することになる。
このような整理の仕方はまだあまり知られていないので、もう少し具体的な説明が必要
だろう。以下では、三種の規則としての PP を「意思決定 PP」「手続き PP」「認識 PP」
と記すことにして、各種の解釈を具体化しながら PP 擁護の課題を整理していく。だが、
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先にこの三分類自体の長所をまとめて、これに注目する理由を明らかにしておきたい。
サンディンの提案するこの分類が優れているのは、PP の要素を分解し、PP 擁護の戦
略を立てるのに便利だからだ。従来の議論の多くは PP をリスク管理に関連するものと見
なしてきた (e.g. European Commission, 2000; 赤渕, 2010; 大塚, 2010; 藤岡, 2015)。だ
が、リスク管理における PP と言っても、前節で述べたように、ウイングスプレッド声明
とリオ宣言では内容や問題点がかなり違う。こうした違いは、サンディンの分類では、意
思決定 PP と手続き PP という別の規則をめぐる議論として捉え直すことができる。
他方で、PP をリスク評価に関連づけることが重要に思えるのは、意思決定 PP や手続
き PP に対する批判が根強いため、リスク管理の文脈では PP の合理性を十分に擁護で
きないかもしれないという懸念が拭えないからだ (cf. 松王, 2008; 一ノ瀬, 2013)。こうし
た事情から、認識 PP のみを支持するという少数派にも (e.g. Peterson, 2007; Sprenger,

2012)、いくらか共感できるところがある。もちろん、リスク管理の文脈での PP は、批
判がありつつも世界的に広く支持されており、これをすぐに捨て去るのは早計だろう。む
しろ、意思決定 PP や手続き PP と並行して認識 PP を採用するという戦略もありうるは
ずだ。
三つの規則の区別は、PP とライバルとの違いを際立たせるためにも役立つ。PP 批判
者たちは、費用便益分析 (Cost Beneﬁt Analysis: CBA) やリスクトレードオフ分析 (Risk

Trade-oﬀ Analysis: RTA) に基づく意思決定を支持してきた。これらは、PP とは異なる
内容の意思決定規則・手続き規則・認識規則（および対応する規則の欠如）から構成さ
れていると見なせる。PP をめぐる論争の論点は多岐にわたるので、ライバルとの要素毎
の比較を通じて PP の特徴を整理することは、論争を建設的なものにするのに役立つだ
ろう。

5.2.1 意思決定 PP とその問題
ある状況で選択肢を選ぶための規則が意思決定 PP であり、以下では代表的な二種類を
紹介する。
表 5.1: 効用表の例
マキシミン規則としての PP

c1

c2

c3

d1

-7

8

12

う。表 5.1 は、とりうる選択肢 (di )、可能な状況 (cj )、それらの

d2

-8

7

14

組み合わせに応じて生じる結果の効用 (ui,j ) をまとめたもので

d3

5

6

8

意思決定 PP として一番わかりやすいのは、PP をマキシミン
規則と同一視することである。効用表を使って手短に説明しよ
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ある*3 。選択肢 di の結果は、実現される cj に応じて変わる。しかし、cj のいずれが実現
されるのかはよくわかっておらず、実現される確率を割り当てることができるかもしれな
いし、できないかもしれない。意思決定規則とは、単純には、このような表に基づいて選
択肢を選ぶための規則である。
表 5.1 が与えられたとき、マキシミン規則は、各選択肢の最悪の結果に注目し、最悪の
結果を最大化するよう命じる。すなわち、マキシミン規則を適用するならば、各状況が実
現する確率は関係なく、各選択肢の最悪の結果だけに注目し（-7, -8, 5）、最悪の結果が一
番良い選択肢（d3 ）を選ぶことになる。他方、マキシミン規則ではなく、期待効用を最大
化せよという意思決定規則を採用するなら、表中の効用に各状況の実現確率を掛けて、最
も期待効用が高い選択肢を選ぶことになる。状況 cj の実現確率を pj とすれば、各選択肢

di の期待効用は

∑

j

pj ui,j であり、この値が最大の選択肢を選べばよい。もし p1 = 0.2,

p2 = 0.4, p3 = 0.4 だったら、d2 が最大の効用となる。このように、マキシミンと期待効
用最大化は明確に異なる規則であり、同じ効用表から別の選択肢が指示されうる。
マキシミン規則が予防的と評されるのは、どれほど良い
結果が生じうるにしても、起こりうる最悪の結果だけに注

表 5.2: マキシミン規則が
不合理に思える場合の例

目するからである。このことは不合理さにもつながってし
まう。表 5.2 のような場合でも、マキシミン規則は d3 を

c1

c2

c3

選べと命じることになるが、その選択は c1 の実現確率が

d1

4

80

120

極めて高い場合にしか合理的に思えないだろう。総合的に

d2

4

70

140

は有益な結果をもたらすだろう選択肢があっても、マキシ

d3

5

6

8

ミンで保証できる最悪の結果よりも悪い結果が稀にでも生
じうるなら、マキシミン規則は有益だろう選択肢を拒絶することになる。
マキシミン規則を改良すれば、こうした問題を回避できるだろうか。ガーディナーは、
マキシミン規則に関するロールズの議論を応用すれば、マキシミン規則としての PP が強
い PP への批判を避けられるようになると論じた (Gardiner, 2006)。ロールズの議論で
は、マキシミン規則を適用すべき状況に次の三つの条件を設定している (Rawls, 1999, 邦
訳 pp. 208–210)。(1) それぞれの結果が生じる確率が利用できない、もしくは極めて信頼
できない。(2) マキシミン規則で選ばれる選択肢の最悪の結果を上回る利益について、意
思決定者が気にかけていない。(3) マキシミン規則による選択肢以外の選択肢には、意思
決定者が受け入れられない帰結が含まれている。これら三つの条件を採用すれば、確率の
小さい破滅的リスクに結論が左右されたり、大きな便益が得られる可能性を無視すること

*3

この表はロールズの著作から借りている (Rawls, 1999, 邦訳 p. 209)。
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で不合理な選択をしてしまう状況は、マキシミン規則を適用すべき状況ではないと言える
ようになる。つまり、表 5.2 のような状況は PP の適用範囲外だということになる。
しかし、ボグナーはガーディナーの議論に対して二種類の問題を指摘している (Bognar,

2011)。一つには、ガーディナーが PP の典型例として扱っている気候変動のようなケー
スでさえ、ロールズの三条件が成立しているか疑わしいということがある。ロールズの
第一の条件である確率の無知は、「気候変動に関する政府間パネル (Intergovernmental

Panel on Climate Change)」が不確実性評価として確率を提示していることと相反して
いる。そのような確率は「極めて信頼できない」ので依然として第一の条件が満たされる
と言えるかもしれないが、そもそも、確率が利用できない場合にのみ PP を適用できると
いう発想にそれほど根拠はないし (cf. Steel, 2015b, ch. 5)、PP にリスク論を取り入れる
べきという見解も多い (e.g. European Commission, 2000)。
ボグナーが言うにはもう一つの問題の方が深刻で、ロールズの三条件が揃っている場合
、、
でも、マキシミン規則だけが合理的な意思決定規則だとは限らない。第二の条件と第三の
条件が満たされていると、マキシミンで選ばれる選択肢の代替案全てが、たいして大きな
便益をもたらすことのないくせに、受け入れ難いほど悪い結果が生じる可能性があるもの
ということになる。だがそうだとすれば、功利主義の一般的アプローチ*4 でも、マキシミ
ン規則と同じ選択肢を選ぶことになりそうだ。先ほどの表 5.1 について、マキシミン規則
に従って d3 を選ぶのが合理的に思えたかもしれないが、実は功利主義の一般的アプロー
チでも d3 を選ぶことになる。すると、ロールズの三条件が満たされていようがいまいが、
一般的な功利主義のアプローチにいつでも頼る方が簡単でよいということになってもおか
しくはない。こうして、ガーディナーの議論は、マキシミンが合理的に思えるケースを取
り出せたとしても、PP に特有の合理性を擁護することには成功していない。
条件付き命令文としての PP
ウイングスプレッド声明の一文がそうであったように、PP は不確実な損害の可能性に
対して予防を命じる文として提示されることがあり、これを一種の意思決定規則として解
釈できる。サンディンは、そのような PP の文には四つの要素から構成される共通の構造
があると指摘した (Sandin, 1999)。四つの要素とは、(1) 脅威の程度、(2) 不確実性の程
度、(3) 行為の種類、(4) 指令の種類である。ウイングスプレッド声明を例にとれば、(1)
「ある行為が人間の健康や環境に対する脅威であるとき」、(2)「その因果関係が科学的に

*4

ボグナーの論文で功利主義の一般的アプローチとされているのは、確率不明の際に「無差別の原理」にし
たがって全ての帰結に等しい確率を割り当て、期待効用を最大化する選択肢を選ぶことである。

96

5.2. 三種類の規則としての予防原則
完全に解明されていなくとも」、(3)「予防的方策を」、(4)「とらなければならない」とい
う表現がそれぞれに代入されているというわけだ。このように、PP の定義の多くは、(1)
と (2) の条件が満たされるときに、(3) の行為が (4) のように規定される「条件付き命令
文」として読めるのである*5 。
このタイプの意思決定 PP の利点の一つは、PP 解釈としての自然さである。PP には
多くの定義があるが、たいていはサンディンの挙げる要素を含む一方で、マキシミン規則
として定義されることはまずない。さらに、条件付き命令文の構造に PP の本質を見出す
ことは、PP の曖昧性や多義性に対する批判に答えるのに役立つ。PP には一般に共有さ
れている本質的構造があると言いつつ、個々の具体的な文は利害関係者や文化によって決
定されるために PP は多様なのだという風に説明できるからだ。
他方、PP の文の多様性を認めることには問題もある。条件付き命令文の各要素に様々
な表現を代入できるなら、各要素の表現をどのように選び、どのように適切な文を構成す
ればよいのだろうか。特定の対策を正当化するためにどのようにでも文を構成することが
できるとすれば、結局、強い PP の代表とされたウイングスプレッド声明の一文をも許容
してしまい、強い PP 批判を抱え込むことになるだろう。PP の合理性を説明するには、
適切な文の構成方法は見過ごせない。
この問題について、スティールは興味深い議論を展開している。条件付き命令文の構成
に「比例性 (proportionality)」が拘束を課すというのである (Steel, 2015b, pp. 26–37,

200–205)。比例性および比例原則は、法学においては PP を統制する原則としてよく議論
されており (cf. 藤岡, 2015)、PP と比例性の関連づけそのものが目新しいわけではない。
スティールの議論が興味深いのは、条件付き命令文としての PP に比例性を組み合わせる
ことで、独特の意思決定規則として機能するようになり、しかもそれが強い PP 批判をか
わせると論じていることだ。
彼はまず、サンディンの四要素を三要素（損害条件・知識条件・推奨される予防的措置）
に短縮し、三つの要素に何らかの表現を代入して生み出される条件付き命令文を「PP の
一つのバージョン」と呼ぶ。問題は様々な PP のバージョンからどうやって適切なものを
選ぶかであり、そこで比例性を利用する。スティールの言う比例性は次の二つの要素から
なる (Steel, 2015b, pp. 28–30)*6 。

*5

論者によって、要素が三つまたは二つに省略されることがあるが (e.g. Manson, 2002; Hughes, 2006)、
いずれにせよ「もし...... なら」という適用条件の部分と、「その場合に、...... せよ」という行為選択の部
分とに分けられるというのは共通している。
*6 法学において、比例原則は通常、次の三要素に分解される (e.g. 戸部, 2009, pp. 54–58; 大塚, 2010,
pp. 306–314; 藤岡, 2015, 第 2 章)。(1) 適合性：措置によって目的が達成されるという因果関係がある。
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• 一貫性 (consistency)：ある予防的措置を正当化するのに使われるのと同じバージョ
ンの PP によって、その予防的措置が除外されるべきではない。

• 効率性 (eﬃciency)：依拠するバージョンの PP によって二つ以上の予防的措置が
一貫して推奨できるなら、費用のより少ない措置が好まれるべきだ。
強い PP 批判に答える鍵は一貫性の方であり、スティールは炭素税を例にこのことを説
明している。気候変動は将来に大損害をもたらす可能性があるが、それを緩和する主要
な方策の一つが炭素税の導入である。炭素税の導入を指示する PP のバージョンとして、
「ある活動がカタストロフに至るという科学的メカニズムがあるなら、その活動は段階的
な廃止や著しい制限を受けるべきだ」(ibid., p. 28) というものを考えてみよう。このバー
ジョンの PP を採用したとき、炭素税の導入自体が「廃止や著しい制限を受けるべき」と
指示されてしまうなら、一貫性に違反することになる。さて、このバージョンの PP は、
一貫性を満たして炭素税を指示できるだろうか。

PP 批判者ならば、「炭素税の導入が経済的にカタストロフをもたらす可能性があるの
だから、その PP は炭素税の廃止を指示し、一貫性に違反する」と言うだろう。だが、一
貫性違反を言うには、炭素税が経済的なカタストロフをもたらす可能性について、気候変
動がカタストロフに至るのと同程度の「科学的メカニズム」を知っていると言わなければ
ならない。気候変動の科学的メカニズムはよく研究されてきた一方で、炭素税が経済的な
カタストロフに至るという科学的メカニズムは今のところない（という根拠を、スティー
ルは様々な研究から示している）。それゆえ、炭素税の導入はリスクトレードオフにもか
かわらず一貫性を満たすことができる、というのがスティールの結論である。
以上の要約は大雑把なものなので、不満はもちろん残るだろう。例えば、上述の議論の
成否は「カタストロフ」や「科学的メカニズム」の定義次第ではないか、という懸念はもっ
ともだろう。スティールはこれらの定義についても議論しているが (ibid., p. 31)、一貫
性に関する彼の議論のポイントはそこではない。重要なのは、あるバージョンの PP が推
奨する措置について、そのバージョンの PP の損害条件と知識条件を同時に満たすような
損害が措置のリスクトレードオフとして生じるかどうかに注目することだ。予防しようと
する損害と、予防的措置が引き起こす損害とに違いがあれば、損害条件と知識条件を適切
に設定することで、PP は麻痺することなく予防的措置を指示できる。他には、炭素税の
価格次第では、炭素税によるカタストロフの発生が気候変動と同じくらい確からしいと言
えるのでは、という懸念もあるだろう。もしそう言えるとしても、一貫性に要請されるの
(2) 必要性：より負担の少ない他の手段がない。(3) 狭義の比例性：目的に対して措置の負担が明らかに
不均衡であってはならない。スティールは彼の比例性とこれら三要素との関係を明らかにしていない。
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は、カタストロフにならないことがわかっている範囲で炭素税価格を設定せよということ
だ (ibid., p. 32)。
まとめると、強い PP が麻痺に陥るという批判に対しては、一貫性に依拠した議論に
よって応答できる。だが、麻痺することなく指示を与えることに成功しても、「期待効用
最大化」や「リスクの全体的な最小化」が達成されるわけではない。つまり、条件付き命
令文としての意思決定 PP の合理性はまだ明らかになっていない。これについては本稿

5.3 節で改めて検討する。

5.2.2 手続き PP とその問題
サンディンの言う手続き規則は、
「ある特定の行為を選択するアルゴリズムではなく、そ
のような決定がどのようになされるべきかについての一連の要求」である (Sandin, 2007,

p. 104)。彼自身が例示しているのは、上述のリオ宣言の一文と、証明責任の転換である。
しかし、実質的には、PP をリスク管理に関係するものだと解釈し、かつ意思決定 PP と
見なせないような解釈であれば、分類上は手続き規則に含まれることになるだろう。サン
ディン自身、このタイプの PP 解釈には様々なものが含まれ、それが問題であるとも述べ
ている。このことは、サンディンの分類がまだ粗過ぎるとも受け取れるが、PP の論争の
大枠を捉えるという目的では、三分類はひとまず有効である。
緩やかな方向づけとしての PP
法哲学者ロナルド・ドゥウォーキンの区別によれば、
「準則（rule）
」と「原理（principle）
」
は異なり、前者は白黒はっきりした指示を与える一方、後者は重みづけによって結論を導
く (Dworkin, 1977, 第一章)。環境法学者の主要な見解では、この「原理」に類するもの
として PP を理解し、PP は厳格な指示ではなく緩やかな方向づけを与えるものとされる

(e.g. Nollkaemper, 1996; Fisher, 2002; Sands et al., 2018)。そのような PP が社会的・
行政的な意思決定を方向づけるという他に (e.g. Fisher, 2001)、PP に整合的な立法・政
策の形成を促すのか、裁判において判断や結論に影響するのかについて注意が向けられて
きた (e.g. 増沢, 2009, p. 155; 大塚, 2010, pp. 294–297)*7 。

*7

なお、ドゥウォーキンの言う principle は、法哲学では「原理」が定訳だが、環境法では「原則」と訳さ
れることが多い (e.g. 松王, 2008; 大塚, 2010; 松井, 2010; 畠山, 2019)。注意点として、「原理」概念に
依拠する PP 解釈は、ドゥウォーキンの法哲学全体にはコミットしていない。よく知られるように、ドゥ
ウォーキンは法を事実に基づく「準則」に還元しようとする法実証主義を批判し、道徳性を含む「原理」
に基づく法解釈の重要性を主張した (Dworkin, 1977, 1986)。だが、彼の議論では、諸個人の権利保護
に資する解釈で用いる「原理」と、社会全体の目標達成に資する解釈に用いる「政策（policy）
」には重要
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意思決定 PP との対比で重要なのは、緩やかな方向づけとしての PP は何らかの措置
を具体的に指示する方法の形式化を目指していないということである。この種の PP は、
「影響の大きさや因果関係の科学的な評価に議論が残る場合であっても対策をとることを
正当化するが、どの時点でどのような対策をとるべきか指示するものではない」(増沢,

2009, p. 173) と評されるように、何らかの措置を指示するというよりは、従来は認めら
れていなかったような予防的措置を緩やかに正当化することで意思決定者の裁量を広げる
機能を持ち、この機能が結果として環境保護につながるだろうと考えることになる。例え
ば、環境法学者のフィッシャーは、規制基準値の設定といった社会的意思決定について、

PP 自体は具体的な指示を与えず、しかし手続き的な要請の結果として、一般的には予防
的な決定を導くのだと主張する (Fisher, 2001, pp. 316–320)。ただし当然ながら、社会
的意思決定において重要な原則は PP だけではない。PP と競合する原則もまた重みづけ
られる必要があり (Fisher, 2005)、法学においては、PP によって拡大する行政裁量を司
法がどのように統制しうるのかという問題、とりわけ比例原則による統制や手続き的な統
制に注意が向けられてきた (cf. 山本, 2005; 仲田, 2010; 藤岡, 2015)。
緩やかな方向づけとしての PP が環境法を中心に広い支持を集めているとしても、そ
れがどのような合理性をもつのかは、まさに問われるべき難題として残っている。松王

(2008) は、このタイプの PP 解釈を弱い PP と位置付け、「明確な方向の指示」を持たな
いが故に原則としての合理的基盤を欠くのではないかと懸念し、個別的な解釈のレベル
で合理性を確保できたとしても原則自体の無内容性が残ってしまうことを指摘する (pp.

118–119)。問題の要点は、PP が緩やかな方向づけを与えると述べたところで、PP 自体
の合理性は依然として明らかになっていないということだ。例えば、この種の PP が環境
保護のための予防的措置を緩やかに正当化すると言っても、予防的措置自体がもたらすリ
スクトレードオフについて何も述べないままであれば、結局、リスクトレードオフの無視
を緩やかに促す不合理な原則ではないかと批判されることになるだろう。PP の合理性を
擁護するには、PP の本質的な目的や機能の明確化を避けて通ることはできない。
市民参加論としての PP
実体的な判断の合理性とは別に、意思決定の手続き自体に何らかの合理性を見出せると
したら、手続き PP の合理性を擁護できるかもしれない。そこで重要になるのが市民参
な違いがあった。ドゥウォーキンの言う principle を単に「原則」と訳して PP に当てはめると、この違
いを見逃すかもしれない。他にも、ドゥウォーキン哲学の多くの論点が PP に関係しうるが、筆者の知る
限り、先行研究では「準則」と対比させた「原理」の柔軟性以外の論点が触れられていない。以上は、匿
名の査読者からの指摘を受けて考察を深めることができた。
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加論である。ほとんどの PP 支持者が PP と市民参加の関係を肯定的に認めており、と
りわけ熟議と PP を関連づける論者は多い (Fisher and Harding, 1999; von Schomberg,

2006; Whiteside, 2006; 松王, 2008)。理論的な観点からは、国家と社会との「協働」は、
危険が確実で国家の介入が義務になるような局面より、リスクについて不確かな知見し
かない（すなわち PP の適用されるべき）ような局面においてこそ重要に思える (戸部,

2009, 第三部)。このように PP と市民参加には共鳴するところがありそうに見えるのだ

、、、、、、
が、PPの合理性と市民参加の関係はやはりはっきりしていない。

市民参加論にも様々なものがあり、個別の議論の詳細に立ち入る余裕はないので概括的
な議論に注目すると、フィッシャーとハーディングは、PP の適用が民主的な熟議を要す
ることの三つの理由を述べている (Fisher and Harding, 1999, p. 292)。第一に、意思決
定を基礎付ける事実がない場合には、熟議こそが意思決定の正統性の根拠になるべきだ。
第二に、PP の定義を構成する「損害」
「措置」
「科学的不確実性」といった用語の意味は曖
昧で、社会的に決定されるので、これらの意味を議論によって確定することが有効性と正
統性をもたらす。第三に、知識の質や信頼性を向上させる唯一の方法は、市民やステーク
ホルダーを巻き込んだ熟議である。これら三つの理由は、特に一つ目と三つ目はよく言及
されるものであり、市民参加に結びつけて PP の合理性を説明する議論を大まかにカバー
しているだろう。しかし、これらのいずれにも問題が残っている。
第一の理由はよく言及されるが、そもそも、熟議が意思決定の正統性をどう保証するの
かはっきりしていない。熟議民主主義の支持者でも、熟議が代表制民主主義に取って代わ
るとまでは言わず (cf. 田村, 2008)、少数の市民の熟議が社会的意思決定の正統性を保証
するというのは飛躍がある。
さらに、仮に熟議が意思決定の正統性を保証するとしても、そのこと自体は PP の正当
化だとは言い難い。ホワイトサイドは、PP と市民参加を関連づける解釈は大きく分けて
二種類あったと述べる (Whiteside, 2006, ch. 5)。一つは意思決定の正統性に訴えるもの
であり、もう一つは市民参加の帰結に訴えるものである。そして、「予防原則の熟議的解
釈の根拠は、それが実際に環境の危険を未然に防ぐことのもっともらしさに依拠するの
であって、民主主義を高めること一般の望ましさだけに依拠するのではない」(ibid., p.

118)、つまり、二種類の正当化について、帰結に関する正当化の方がより基礎的なのだと
指摘する。
この指摘が重要なのは、PP が関心を向けるのは環境に関連する特定のタイプの損害で
あることが多い一方、人々が関心を向けるものにはそれら以外に自国の経済や自分たちの
生活の快適さも当然に含まれるからだ。熟議の結果として環境保護よりも経済発展を優先
すると結論される可能性もあるが、そのような結論は PP と整合的だと言えそうにない
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し、最初から環境保護的な結論を出さねばならないような市民参加は熟議とは程遠い。ホ
ワイトサイドの指摘するように (ibid., p. 123)、PP の正当化として民主的正統性一般に
訴えることは、PP の焦点をぼかしてしまうことに問題がある*8 。
第二の理由についても、ホワイトサイドはシンプルな問題点を指摘している。PP を法
律に組み込むことが社会的に目指されてきたし、PP が法律の中に組み込まれると、司法
は PP 解釈を厳密にする方向に向かうのであって、ますます素人の解釈に開かれていくと
いうことにはならない (ibid., pp. 119-120)。たしかに、法律上の PP の文言を形づくる
際には民主的な手続きが重要な役割を果たすだろうし、たいていの PP の定義には曖昧さ
が残っている。しかし、採択された PP そのものに実質的な意味がないというわけではな
いだろう。採択された PP について柔軟な解釈を促すことは、PP の厳密な解釈を追求し
てきた法学者たちの取り組みと衝突するし、本稿の 5.1 節や前節で触れたように、PP の
無内容さの問題に直面することになる。
第三の理由についても、様々な疑念が提起されてきた。まず、多くの社会心理学・認知
科学の研究が、人々は合理的に証拠を評価したり、多様な価値観を尊重し合うような能
力に欠けているという証拠を提示している (e.g. Rosenberg, 2014)。この問題が深刻なの
は、熟議の周辺環境の問題（外部からの圧力や不適切な情報提供など）がなくとも、人々
は理性的な熟議を実践できないと懸念されるからだ (ibid., p. 104)。より実践的な観点
の批判として、サンスティーンは、人々の認知的バイアスゆえに不合理に PP が支持さ
れてしまっていると論じ、人々のバイアスを矯正するために専門家の CBA が不可欠だと
訴える (Sunstein, 2005)。素人の市民が科学を蔑ろにする危険性は様々な論者が指摘して
おり、簡単に無視できない (e.g. Collins, 2014)。PP 擁護者にとっても、専門家による科
学的な評価が意思決定の基盤になることは、PP の不合理性を回避するために否定し難い

(e.g. European Commission, 2000; 松王, 2013)。要するに、合理的な意思決定に専門的
評価が不可欠であることにはおよそ合意がある一方で、市民参加の有効性に疑念があるた
めに、市民参加の必要性が疑わしくなっている。市民参加が知識の質の向上につながると
言うなら、それが実現する安定した方法や仕組みを説得的に示さなければならない。
証明責任の転換としての PP
証明責任の転換は PP の代表的特徴としてよく議論されてきた。もちろん、証明責任と
一口に言ってもそれが問題となる場面は様々あり、法学上の区分としては、民事訴訟・行

*8

しかし、ホワイトサイド自身は熟議が予防的な結果を生じさせると論じており、これについて本稿 5.3.1
節で触れる。
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政訴訟・刑事訴訟のいずれなのか、一国内での争いか国際的な争いか、あるいは訴訟では
なく制度設計上の証明責任か、その他にも様々な条件によって議論が変わってくる (cf. 大
塚, 2007; 小島, 2008; 久末, 2008)。判例からは一般的な示唆を得にくいこともあり、本節
では制度設計レベルに焦点を当てるが、このレベルでは EU の「化学物質の登録、評価、
認可および制限に関する規則 (REACH 規則)」がよく検討されてきた。REACH 規則は

PP に基づくことが条文上で明確に謳われ、証明責任の転換を果たした画期的制度として
大きな注目を集めてきた。
この REACH 規則についてもう少しだけ説明を加えよう。まず「登録」制度において、

EU 内で化学物質を年間 10 トン以上利用する事業者は、その物質の化学物質安全性報告
書の提出が義務付けられ、それなしにはその物質を利用できない。
「評価」制度では、行政
側が事業者によって登録された情報をチェックしたり、EU 加盟国で分担して事業者とは
別にリスク評価を行い、これらの手続きで得られた情報が、特定の化学物質を「認可」制
度や「制限」制度の対象にするかどうかの検討に活用される。「認可」制度の対象となっ
た物質は、事業者側が認可を申請し、申請に対して行政側でその物質のリスク、社会経済
的便益、代替物質の利用可能性などが検討され、申請が認められなければその物質は利用
できない。「制限」制度の対象となった物質は、用途が厳しく制限されることになる。こ
うした 4 つの制度を含む REACH 規則は、事前承認制の一形態、すなわち、事業者側が
製品の安全性の調査を行い、行政側が安全性を認めるまでは製品を利用できない制度の一
つと見られており、証明責任の転換を求める強い PP の一例と目されてきた (e.g. Sachs,

2011)。
REACH 規則を始め、証明責任の転換や事前承認制は PP に関連づけられてきたが、こ

、、、、、、
れらはPPの合理性とどのような関係にあるのだろうか。具体的な検討の前に、証明責任

の転換が PP の本質的要素なのか、それとも PP の適用された措置の一つに過ぎないのか
という問いに注意を向けておこう (cf. Trouwborst, 2006, ch. 8)。PP の定義の多くは証
明責任の転換を直接に言及していないし、PP 解釈に大きな影響を及ぼしている「予防原
則に関するコミュニケーション」(European Commission, 2000) は証明責任の転換を PP
に基づく措置の一つだと述べている。こうしたことから、証明責任の転換は PP の適用さ
れる措置の一つに過ぎないという見方が有力視される*9 。
証明責任の転換が PP の本質的要素でないならば、証明責任の転換が合理的だからと
言って、PP が合理的とは限らない。証明責任の転換という措置を選択する際にも PP と
*9

すると、証明責任の転換は手続き PP の例というより、一定の措置を対象とした意思決定 PP の特殊ケー
スとしても解釈できるかもしれない。証明責任の転換が意思決定 PP と手続き PP のどちらに属するか
は本稿の目的にとってあまり重要ではないので、この問題は詳しく検討しない。
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競合する原則を採用する余地があり、たとえ証明責任の転換という措置が合理的に思える
としても、他の原則によって合理性が保証されているだけかもしれない。それゆえ、証明
責任の転換という措置について PP 自体の合理性を示すには、証明責任の転換にどのよう
な仕方で PP が関わるのか、なぜ他の原則ではなく PP に訴える必要があるのかを明確に
する必要がある。だからこそ、実際の制度の細部に立ち入って PP と証明責任の転換の関
係を具体的に検討することが重要であり、環境法分野ではそのような研究が行われてきた

(cf. 増沢, 2007, 2009; 小島, 2008, 2009; 赤渕, 2010)。
さて、証明責任の転換を詳しく検討するにあたって様々な要素に分けることができる
が、ここでは二つの要素に分けて見ていこう (cf. Wiener, 2012, pp. 606–607)。一つは証
明責任を事業者側に課すこと、もう一つはどの程度の証明を求めるかの基準を設定するこ
とである。さしあたり、前者を「調査義務の転換」、後者を「証明基準の設定」と呼ぶこ
とにする。

REACH 規則の「登録」制度は調査義務の転換と言えるものだが、これが PP とどのよ
うに関係するのかはっきりしていない。赤渕 (2010) は、
「予防原則に関するコミュニケー
ション」に基いて PP を解釈しながら、「事前評価手続きによって事業者が科学的評価を
行った結果『科学的不確実性』が依然として解消されない場合において、なおリスク管理
（低減）措置を講ずるときに、予防原則の援用を見ることが初めて可能となる」(p. 22) の
であって、調査義務の転換そのものは PP と関係しないのではないかと指摘する。このよ
うな指摘の背景には、PP の適用に際して「科学的不確実性」をどのように解釈するかと
いう問題がある。科学的不確実性と言っても、科学的評価を行っていないせいで科学的不
確実性があると言える場面と、科学的評価を行ってなお科学的不確実性が残ると言える場
面の二種類があるが、「予防原則に関するコミュニケーション」が科学的評価の必要性を
強調していることから、赤渕は後者の場面においてこそ PP が適用されると分析してい
る。そして、「予防原則の援用局面がいたずらに膨張することにより、環境リスク管理に
おける予防原則本来の意義が希釈されることへの懸念」(p. 22) があると注記している。
このような懸念が重要なのは、調査義務の転換が PP 以外によっても正当化されうるか
らだ。調査義務の転換の根拠について、小島 (2009) は PP 以外の原則を検討しながら、
「化学物質のリスク評価をすべしという義務は予防原則から導き出されるものであるが、
それを誰に課すかという主体の問題は必ずしも予防原則が決定するところではなく、主体
の決定については自己責任あるいは生産者責任という理念によって補完すべきと考えられ
る」
（p. 254）と考察する。また、ウィーナーは、意思決定に必要な情報を最もうまく生み
出せるものに証明を求めるというアイデアは「最安価費用回避者 (least cost avoider)」論
に似たものだと指摘する (Wiener, 2012, p. 606)。この考え方は PP の隆盛以前から「法
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と経済学」の学説として注目されてきたものであり (cf. 小林, 1976, 1988)、最も安価に実
施できる者に調査義務を課すという合理性は分かりやすいが、これを PP と呼ぶのは無理
がある。
証明基準の設定については、REACH 規則における「認可」と「制限」制度が関係し、
ここに PP の適用を見出す論者は多い。しかし、ここでの問題は PP の合理性がはっきり
しないことである。ウィーナーは、求める証明基準によっては過剰規制となり逆にリスク
を増やす可能性があるため、実践的にはリスクとベネフィットのバランスをとった基準が
採用されていると指摘する (Wiener, 2012, p. 606)。それゆえ、結局のところ、証明責任
の転換として PP を解釈する際には、帰結の総合評価に基づく決定が欠かせないというの
が彼の結論である (ibid., p. 610)。しかし、証明基準の設定をもっぱら帰結の衡量によっ
て決めるべきだとすれば、殊更 PP を強調する意義は薄くなる。CBA や RTA で正当化
される限りにおいて証明責任の制度設計が合理的だとすれば、わざわざ PP に訴える必要
性がわからなくなってしまうからだ。証明基準の設定にまつわる帰結の衡量に PP を適用
すると言うなら、本稿 5.1 節で触れたようなリスクトレードオフ問題への応答も必要にな
るだろう。
要約として、証明責任の転換は PP によく関連づけられてきたにもかかわらず、PP の
合理性が明確にされてきたとは言い難い。証明責任の転換が合理的に思える場合でも、

PP 自体の目的や機能が不明確なままでは、 PP の擁護としては不十分である。

5.2.3 認識 PP とその問題
本稿 5.2 節冒頭では、意思決定 PP と手続き PP はリスク管理に関係する一方で、認識

PP はリスク評価に関係すると述べた。しかし、実のところ、リスク評価とリスク管理の
区別はそれほど単純なものではない。この区別は、科学と政治、事実と価値などの二分法
ともパラレルに議論され、リスク論ではこれらの二分法が重要な争点とされてきた。認識

PP の意義を理解し、PP と科学哲学を関連づけるためには、こうした二分法に関する論
点整理が役立つ。そこで、少し遠回りになるが、まずリスク評価とリスク管理の分離につ
いて振り返り、次に認識 PP の代表例を紹介する。
リスク評価とリスク管理の分離は何を意味するのか
リスク評価とリスク管理の分離を主張した文献として最もよく挙げられるのが、本
稿第 4 章でも論じた全米研究評議会の 1983 年の報告書、通称「レッドブック」である

(National Research Council, 1983)。レッドブック的な分離において、リスク評価とはリ
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スクを科学的に記述する手続き、リスク管理とはリスク評価を元に政策的な意思決定を行
う手続きとしておよそ理解されている。
この二分法は一見わかりやすいのだが、実のところ、レッドブックはかなり複雑な考察
を通じて分離を支持していた。報告書は、リスク評価の中から政策的考慮を完全に除外で
きないことも (pp. 142–143)、リスク評価担当機関と規制担当機関を完全に分離すること
が望ましくないことも認識している (p. 142)。にもかかわらず、リスク評価とリスク管理
の「概念的」分離をすべきだと勧告している (p. 151)。同時に、リスク評価の中で生じる
判断や選択は、リスク管理の段階の判断や選択と区別するべきだという考えが示されてい
る。前者のタイプには「リスク評価ポリシー」という名前が与えられており (p. 3)、省庁
を超えて統一された「推論ガイドライン」で取り組まれるべきだとされる (pp. 162–163)。
推論ガイドラインは、政策的考慮を除外するものではなく、科学的知見と政策的根拠の境
界を明らかにするのに役立つものであって、一貫性や効率性を高めるなどの利点が多いと
して、その重要性が強調されている (pp. 163–165)。要約すれば、リスク評価とリスク管
理について、担当組織の分離やコミュニケーションの断絶には反対しつつも、
「概念的」区
別は支持するという、わかりにくい見解を示したのだ。
リスク評価とリスク管理を分離したいという動機が生じるのは、科学的であるはずのリ
スク評価に政治的・政策的判断が含まれると、リスク評価が信用されなくなると懸念され
るからだ (e.g. Ruckelshaus, 1983)。こうした懸念は、科学の客観性や中立性を守るため
に科学を政治や価値判断から切り離すべきだという主張と容易に接続される。このような
主張は、本稿 1.2 節で示した「価値自由性の理念（Value-Free Ideal: VFI）」や「認識論
的純粋性の理念（Epistemic Purity Ideal: EPI）」に沿ったものである。結局、リスク評
価とリスク管理の分離は、VFI や EPI の支持と連動するように見えるのである。
他方で、リスク評価とリスク管理の分離は多くの批判を受けてきた (e.g. Silbergeld,

1991)。この分離が結局、リスク評価に含まれる価値判断を覆い隠してしまうために様々
な弊害を生じさせると問題視されてきたのである。さらに、全米研究評議会の 1996 年
の報告書では、リスク評価が多くの価値判断に依存していることを強調し、リスク管理
との分離についてより批判的な態度に転換した (National Research Council, 1996, pp.

33-35)。この報告書が推奨する「分析的・熟議的手続き」では、政策担当者やステークホ
ルダーが、リスク管理ではなくリスク評価に積極的に関与すべきとされている。こうした
流れは、VFI や EPI を放棄すると共に、リスク評価とリスク管理の分離を放棄させるも
のに見えるだろう。
以上を踏まえると、リスク評価とリスク管理の「概念的」区別をどのように理解すれば
良いかは、実際のところ難しい問題だということがわかるだろう。ジャサノフが指摘する
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ように、この区別は社会的意思決定の制度や手続きの考え方に影響するため、対立する
人々から様々な解釈を受け、その結果、リスク評価の矛盾した記述が溢れることになって
しまった (Jasanoﬀ, 1987)。区別の批判者達が懸念する通り、この区別がしばしば、当初
の委員会の意図に反し、リスク評価から価値判断が除かれているよう見せるのに一役買っ
たのも事実だろう。だが、この区別が直観的な説得力を持っていることも確かであり、リ
スク論を語る上でこの区別を放棄するのも難しい。
筋の通りそうな解釈の一つは、リスク評価とリスク管理を目的と制約の観点から区別す
ることである。レッドブックにおけるリスク評価の目標は、「可能な限り正確に、有害な
物質への人間の暴露の変化による潜在的健康影響を記述すること」とされる (p. 151)。こ
のような目標から、リスク評価において「科学的に最善の判断と整合する方法だけが選択
肢に含まれるようにする」という制約が課されるのは当然だろう。実践的には、推論ガイ
ドラインによってリスク評価者に縛りをかけ、リスク評価の過程で採用しうる選択肢を制
限するのが主要な方策になる (pp. 14–15, 162, 167)。
同じ制約がリスク管理でも必須とは限らない。レッドブックにおけるリスク管理の目
標は、「健康影響と特定の規制行為による他の影響とのトレードオフを評価することであ
り、この評価は政策的決定に至るための価値判断の適用を含む」とされる (p. 151)。こ
のような目標に照らして「科学的に最善の判断と整合する方法だけが選択肢に含まれるよ
うにする」べきかどうか、もう少し具体的には、「専門家の CBA で合理的とされる選択
肢だけを選択する」べきかどうかという問題を考えてみよう。これを認めると、専門家が
政策選択を大きく左右するテクノクラシー的な政治観になるが、CBA に基づく意思決定
や VFI および EPI を支持する者でもそこまでは主張しない (cf. Sunstein, 2005; Collins

and Evans, 2017)。配分の公平性や人々の権利など、リスク管理の文脈ではまさに価値や
政治の問題が主たる関心なのであって、専門家のアウトプットをどの程度重要視するのか
は一概には決まっていないと言うべきだ。
注意すべき点は、リスク評価において「可能な限り正確な記述を行う」という目標を立
て、「科学的に最善の判断と整合する方法だけが選択肢に含まれるようにする」という制
約を認めても、VFI や EPI がリスク評価にとって必然的な制約だとは言えないことだ。
この点が顕著なのは、全米研究評議会の 1994 年の報告書における「もっともらしさのあ
る保守主義 (plausible consevertism)」をめぐる論争である (National Research Council,

1994, pp. 80–83 および付録 N-1, N-2)。デフォルトで採用する推論の選択や、デフォ
ルトから逸脱を認める条件は典型的なリスク評価ポリシーの問題だが、リスク評価ポリ
シーに関する様々な評価軸がありえるし、何をどの程度重視するかは簡単には決められな
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い*10 。1994 年の報告書では、二つの見解が対立したことが記されている。一方では、デ
フォルトおよび逸脱時に採用できる選択肢は、科学的にもっともらしいというコンセンサ
スが存在するもののうち、公衆の健康を守るよう過剰推定側に傾けて選ぶべきだと主張さ
れ、こちらは VFI や EPI を明確に否定する立場である。他方では、過剰推定側に傾ける
という価値判断を拒否し、科学的に正しいという評価軸だけで選択するよう主張され、こ
ちらは VFI や EPI を支持する立場である。議論の末、委員会ではこの二つのどちらにす
べきか、コンセンサスが生まれなかったという。結局、リスク評価とリスク管理を分離
し、リスク評価は最善の科学に従うべきだという点に合意があっても、リスク評価におい
て VFI や EPI を採用すべきかどうかの規範的な論争が残るのである。
以上の検討を要約すると、まず、リスク評価とリスク管理は目的の異なる活動であり、
それぞれの目的を達成するために適した制約も異なっている。そして、リスク評価の中で
積極的に価値判断に踏み込むべきかどうか、リスク評価者が価値判断を行うべきかどうか
については、リスク評価とリスク管理を区別するだけでは決着の着かない問題になってい
る。リスク評価とリスク管理の区別は、事実と価値、科学と政治といった区別とパラレル
に考察されることが多いが、問題の焦点はむしろ、リスク評価の中に価値判断を含めるべ
きかどうかという規範的な論争である。
このように整理すると、認識 PP の大まかな見通しが立てられるようになる。認識 PP
とは、リスク評価において最善の科学に従うべきだという基本的な制約に従いながらも、
価値判断が必要な場面では「予防」に向かう選択を支持するものであろう*11 。次節では
認識 PP の典型例を紹介するが、認識 PP の例と見なせるものは様々あり、本稿 5.4 節以
降では認識 PP の例をいくつか紹介しながら、認識 PP の正当化根拠について考察する。
関連して、リスク評価における価値判断の必要性は、近年、科学哲学においてよく検討
されている。本稿第 II 部で扱った「帰納のリスク」をめぐる議論では、認識 PP の議論と
よく似た話題を扱っており、どちらも VFI や EPI の否定に関係する。しかし、帰納のリ
、、、、、、
スクの議論ではリスク評価に価値判断が必要かどうかが主な争点である一方、認識 PP の
、、、、、
議論はどのような価値判断が必要なのかが問題になる。比喩的にまとめれば、帰納のリス
クの議論が「問題の認識」に関わる一方で、認識 PP は「問題の解決方法」に関わると言
えるだろう。

*10

例として次の六つが挙げられている (ibid.., p. 81)。公衆の健康の保護、科学的妥当性の保証、リスクの
推定における深刻な誤りの最小化、研究のインセンティブの最大化、秩序立っていて予測可能な手続きの
創出、公開性と信頼性の強化。もちろん、他にもありうると認めている。
*11 認識 PP の支持者は概して、科学を否定することなく、科学の改革を求めている。認識 PP が科学と相容
れないのか、最善の科学と両立するのかの論争は Harding (1999, pp. 212–216) を参照。
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偽陰性の選好としての認識 PP
サンディンは認識 PP の例として因果関係を示す証拠の重み付けというアイデアを挙
げており、これについて、ハリス達との間で議論が交わされている (Harris and Holm,

2002; Sandin, 2006)。ハリスとホルムは、実際には証拠が存在しないのに証拠があるも
のとすると、不合理な信念の受け入れにつながるので問題があると批判する。これに対し
てサンディンは、認識 PP は証拠そのものの認識を変えるのではなく、仮説を受け入れる
ための証拠の基準の変更を求める規則なのだと反論する。サンディンのこのような考え方
に類するものとして、疫学で因果関係を判断する際に必要な証拠の基準を変えることが

PP に関連するものとして論じられてきた (Weed, 2005)。また興味深いことに、類似の
PP 解釈は日本の科学技術社会論でも議論されており、藤垣 (2003) は、事実に関する主張
を受け入れる際に必要な証拠の強さについて、「ジャーナルの妥当性境界」と「公共の妥
当性境界」の違いを指摘しながら、後者の根拠になるものの一つとして PP を挙げている

(第 5 章)

*12 。以上のように、認識

PP の典型例は、ある主張を受け入れるために必要な

証拠の基準を、環境や人々の健康への損害を避けるように変更することである*13 。
しかし、このような認識 PP の問題点は既に指摘されている。ペーターソンは、上記の
ような解釈を「偽陰性の選好」と呼ぶ (Peterson, 2007)。すなわち、危険性があるのにな
いと結論する (偽陰性) 方が深刻であり、危険性がないのにあると結論する (偽陽性) 方は
大した問題ではない、という選好を認識 PP として考えるのである。そして、ペーターソ
ンは偽陰性の選好の問題として、科学者はたいてい逆の選好 (偽陽性を深刻だと見なす選
好) を持っているように見えること、効用の観点からは常に偽陰性が好ましいわけではな
いことを指摘する (ibid., pp. 7–8)。
前者の指摘については、PP の正当化を考える上で大きな障害にはならないだろう。実
際の科学者の選好がどうあれ、認識 PP が正当化できるなら、認識 PP の指示を優先すべ
きと言えるはずだ。後者の方が厄介な問題であり、より一般には、PP がリスクトレード
オフに対処できないという批判に関連する。リスク評価のモデル選択において、偽陰性と
偽陽性のどちらも深刻な帰結を生じさせる可能性があるために、「予防原則は、線形閾値
なしモデルの利用を要求しているが、それは同時にまさにそのモデルの使用を非難するこ
とになる」といった具合だ (Sunstein, 2005, 邦訳 p. 39)。
*12

ただし、藤垣の言う PP は認識 PP とは違うところもある。認識 PP は科学の内部に PP を取り入れる
ことを主張する一方、藤垣は「ジャーナルの妥当性境界」を科学の境界と見なし、その外側に PP を位置
付ける。
*13 これはちょうど、帰納のリスクの典型例とも重なっている（本稿第 II 部参照）
。
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これは結局、意思決定 PP や手続き PP の問題点が、認識 PP にも当てはまるというこ
とである。もしリスク評価において偽陰性を避けるのが合理的に思えるとしても、それは

PP によって正当化されていると本当に言えるのか。偽陰性を避けることでかえってリス
クが増えるかもしれないし、どの選択肢にもリスクがあるなら何が「予防」なのかわから
ず、認識 PP は麻痺に陥るのではないか。リスク評価の文脈でも、認識 PP に代わって帰
結の総合評価に基づいて選択肢を決定できるはずだ。だが、それを受け入れてしまえば、

PP に特有の要素はどこにあるのか。こうして、リスク評価の文脈でも、PP の合理性と
は何か、なぜ敢えて PP に訴えるべきなのかという問題に直面することになる。

5.3 政策の歴史的偏りの矯正としての予防原則
ここまで様々な PP 解釈とそれらの課題を整理してきた。リスク管理とリスク評価のど
ちらに PP を関連づけるにしても、PP が環境保護的な一定の傾向を伴うことは、PP の
支持者側からも批判者側からも指摘されるところであって、およそ異論はないだろう。し
かし、環境保護的な傾きをもたらすものとして PP を理解しようとすると、PP の合理性
に対する厳しい批判に直面することになる。主要な問題は次の三つである。第一に、どの
ような選択であれ、ほとんど常にリスクトレードオフがあるのだから、どちらに傾けば
「予防」なのかわからず、麻痺に陥るだろう。第二に、意思決定に何らかの傾きをもたらす
ことは、その傾きがもたらすリスクトレードオフを無視し、かえって社会に大きな損害を
生じさせるだろう。第三に、傾きをもたらすことには合理性がない一方で、CBA や RTA
のような合理性の明らかなアプローチが既にあるのだから、そちらに頼るべきだ。これら
をまとめて「リスクトレードオフに基づく PP 批判」と呼ぶことにする。
リスクトレードオフに基づく PP 批判は強力で、PP 擁護は八方塞がりに思える。そこ
で突破口になりそうなのが、スティールによる PP 擁護論である。彼は、PP に特有の合
理性とは環境政策の歴史的偏りを矯正することなのだと論じる (Steel, 2015b, ch. 4)。彼
の議論の大筋をなぞってから、この議論がリスクトレードオフに基づく PP 批判にどのよ
うに答えることになるのかを確認しよう。
まず、環境政策の歴史的偏りとはどういうことか。スティールは、『レイト・レッスン
ズ I』(European Environmental Agency, 2001) で挙げられている 14 の手遅れケースと、

PP 批判者の挙げる 7 つの過剰対応ケースとを検討し、過剰対応ケースでは被害が比較
的小さかったのに比べ、手遅れケースでは圧倒的に大きな被害を受けてきたと議論する

(Steel, 2015b, pp. 70–81)。環境政策の歴史を振り返ると、リスクトレードオフの懸念は
常にあるにせよ、過剰に対応して損害を被るケースより、危険性を見過ごすケースによっ
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て圧倒的な被害を受けてきたのである。スティールによれば、PP は、単に経済より環境
や健康を優先するというものではない。PP が主張するのは、「現在の実践は道理に合わ
ない仕方で環境や人間の健康上の懸念を過小評価しており、同時に、特定の影響力ある集
団の短期的な経済的利益を誇張しているのであって、だからこそ改革が必要だ」(ibid., p.

84) ということであり、より一般的には、
「あるタイプの深刻な誤りの一定したパターンが
生じたなら、その種の誤りの矯正を求めるべきだ」(ibid., p. 91) ということなのである。
この歴史的偏りの矯正というアイデアが、スティールの PP 擁護論の核になる。彼は、
本稿 5.2 節で紹介した三種の規則の分類を踏まえ、PP はそれら全てに当てはまると考え
る (ibid., p. 11)。同時に、彼はリオ宣言第 15 原則のような弱い PP を「メタ PP」とし
て特別な位置付けを与える (ibid., p. 21)。これは PP の最も基本的な要素であり、我々
が採用する規則を拘束する手続き規則であって*14 、規則の選択の拘束を通じて歴史的偏
りを矯正する機能を果たすという (ibid., p. 83)。つまり、スティールの PP 擁護論にお
いて、PP の最も基本的な要素は「歴史的偏りを矯正せよ」という抽象的な要請であって、
その要請は歴史的偏りの事実によって正当化されており、その要請に実際に応じられるよ
うな規則が PP に取り入れられるのである。
次に、歴史的偏りの矯正が PP に特有の合理性と言えるのはなぜなのか。CBA や RTA
では歴史的偏りを矯正できず、PP ではそれが可能であるために、PP には特有の合理性
がある、というのがスティールの答えである。PP と RTA の違いについては先行研究が
あるので (Shimizu, 2017)、ここでは CBA と PP の違いについて簡単にまとめておこう。
スティールは意思決定規則としての CBA と PP を対比している。本稿 5.2.1 節で示し
た炭素税の例に戻ると、炭素税の導入は、あるバージョンの PP によって一貫性を維持し
て指示することができた。他方、意思決定規則としての CBA がある選択肢を明確に指示
するには、その選択肢の便益が費用を上回ることを示さなければならないが、気候変動の
問題ではこれが困難だとスティールは論じる (Steel, 2015b, pp. 22-25, 204–205)。炭素
排出がもたらす社会的費用を超えて炭素税を徴収すれば、気候変動のリスク削減という便
益を超えて予防的措置に費用をかけてしまうことになる。そのため、CBA による炭素税
の正当化には、炭素の社会的費用の正確な評価が鍵となる。しかし、炭素の社会的費用の
評価は、算定に含める損害の範囲や、評価に用いるモデルとパラメータの選択によって大
きく変わってしまうため、現状、経済学者の間で意見が大きく割れている。とりわけ、時
間割引率をいくらにするのかは、気候変動の損害の評価を大きく左右するが、世代間の公

*14

意思決定規則だけでなく、科学的方法の選択にもメタ PP が関係することが示唆されている (ibid., p.
198)。
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平性に関わる重大な倫理問題であり、簡単に決着がつきそうにない (cf. Gardiner, 2011,

ch. 8)。このような状況では、炭素の社会的費用がはっきりしないために、CBA は予防
的措置を明確に指示できない。こうして、CBA は予防的措置を指示できず歴史的偏りの
矯正に失敗するとスティールは言う。
以上をまとめると、スティールの PP 擁護論は、リスクトレードオフに基づく PP 批判
に対して次のように答えようとする。まず第一の課題について、意思決定 PP の一貫性に
依拠して、PP は必ずしも麻痺しないと応答する。第二の課題には、同じように一貫性に
関する議論から、少なくとも、意思決定 PP はリスクトレードオフを無視していないと言
える。第三の課題には、歴史的偏りの矯正という点で、PP には RTA や CBA にはない特
有の合理性があると応じることになる。

5.3.1 スティールの議論の特徴
スティールの PP 擁護論には際立った特徴がいくつかある。第一に、歴史的偏りの矯正
というアイデアは、PP に期待される性質をうまく拾うことが見込める点で優れている。
本稿 5.2 節を通じてまとめてきたように、PP 擁護にはいくつもの課題があった。PP の
ほとんどの定義は特定のタイプの帰結に関心を向けているため、PP 自体は民主的正統性
ではなく帰結に関係する原則に思える。かといって、特定のリスクだけを見れば、リスク
トレードオフに基づく PP 批判に直面することになる。この批判に対して、CBA や RTA
を全面的に受け入れると PP の固有性がなくなるし、意思決定者の裁量や柔軟性を強調す
ると「明確な方向の指示」がなくなってしまう。こうした課題に対し、歴史的偏りの矯正
というアイデアは、特定の種類の帰結に焦点を当て、リスクトレードオフに基づく PP 批
判に応じ、ライバルとの違いが明確であり、一貫した方向を示すものと言えそうなので
ある。
第二に、スティールによれば、PP の根拠を歴史的偏りに求める議論は、論争的な倫理
学上の理論を前提しない (2015, pp. 91–92)。彼の PP は、帰結に焦点を当てるものでは
あっても、マキシミン規則とは違うし*15 、規則功利主義でもない*16 。「善を為すよりも害
を与えない義務が優先される」といった義務論的な正当化にも頼っていないし、自然環境
への特別なコミットメントを求めたりもしない。歴史的偏りの矯正としての PP が依拠し
*15

ただし、本稿 5.2.1 節で紹介したガーディナーによる改良版マキシミン規則は、スティールの意思決定
PP の特殊ケースだと言う (ibid., pp. 53–56)。
*16 著書の中では二層功利主義と PP との関係を論じているのだが (ibid., pp. 89–92)、そこでの実質的な
論点は、二層功利主義の中でも規則功利主義的な側面としての PP を擁護できるのかどうかである。ス
ティールは、PP は二層功利主義と両立しうるにしても、PP には功利主義的正当化が必要ないと言う。
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ているのは、「合理性は誤りに学ぶことを要求するという常識的なアイデア」なのだと彼
は言う (ibid., p. 91)。論争的な倫理観を前提しない PP は、PP に依拠する社会的意思決
定を合意しやすいものにするので、実践的な利点もあるだろう。
第三に、PP が叫ばれるようになった歴史的経緯を考えると、歴史的偏りに正当化根拠
を見出す議論は受け入れやすい。スティール自身認めていることだが、歴史的偏りの矯正
というアイデアは新しいものではない (ibid., p. 69)。むしろ、環境問題での失敗の数々
を列挙しつつ、それに対処するための新しい体系的な取り組みが必要だという主張は、か
なり馴染み深いものである。例えば、ウイングスプレッド声明や『レイト・レッスンズ I・

II』にそうした主張が見られるし、日本においても、環境白書に同様の主張があったり*17 、
水俣病やカネミ油症が PP の適用に失敗した事例として言及されることがある (e.g. 日本
科学者会議・日本環境学会, 2013)。
その他、歴史的偏りの矯正としての PP は、市民参加を原理的に拒否するものではない
ということも重要だろう。市民参加が歴史的偏りの矯正に役立つのであれば、メタ PP は
市民参加を支持することになるはずだ。そのような市民参加論の例として、本稿 5.2.2 節
で紹介したホワイトサイドの議論がある (Whiteside, 2006, ch. 5)。彼は、市民参加をあ
る種のバイアスの矯正として位置付けている。現在のリスク評価には「活動志向的」バイ
アスがあり、リスクのある製品を許容させる傾向があるので、市民参加によってそのバイ
アスを中和することができれば、市民参加によって予防的な結果が生じるのだと言う。こ
の議論は、経験的証拠に乏しいとはいえ、市民参加とメタ PP が整合するあり方の一つで
あることは確かだ。

5.3.2 歴史的偏りの矯正は本当に PP 特有の合理性なのか
ここまではスティールの議論を肯定的に紹介してきたが、批判的な検討も必要だろう。
まず第一に、環境政策の歴史的偏りがあったというのは本当に正しいのだろうか。歴史
的偏りを支持する様々な証拠を挙げることはできるが、決定的な立証は難しい。過少/過
剰規制とされる個々の事例について、事実認定をめぐる争いが続き、損害や費用の評価
が確定しない場合が多いからだ (cf. Graham and Wiener, 2008; Oreskes and Conway,

2011)。スティールは限られた事例について限られた観点から比較しただけで、歴史的偏
*17

昭和 47 年版 第 1 章第 3 節「高まる国際世論」(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/s47/)。平
成 4 年版 第 2 章第 2 節「持続可能性を犠牲にした日本の苦い経験」(https://www.env.go.jp/policy/
hakusyo/h04/index.html)。平成 11 年版 序章第 3 節「20 世紀の教訓 〜新たな世紀の持続的発展に向
けた環境メッセージ」(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h11/)。いずれもアクセス日は 2020
年 3 月 10 日。
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りの事実をまだ十分に立証していない、という評価は妥当だろう。
とはいえ、現状でも、鍵になる論点を補強する様々な証拠がある。過小規制の印象的な
失敗事例は数多く知られている一方 (e.g. European Environmental Agency, 2001; 小田

, 2008)、争点になるのは、過剰な政策によって大きな損害を被った事例が本当に少ない
かどうかである。この点は、スティールの検討よりもさらに包括的なレビューによって根
拠づけられている。ハンセンとティックナーは、PP が過剰対応につながったと主張され
た数多くの事例を集め、それらが規制上の「偽陽性」、すなわち、行政が危険を予防しよ
うと対策したが後にその危険が実質的でないことが判明したケースと言えるのか、科学的
観点からレビューを行なった (Hansen and Tickner, 2013)*18 。その結果、過剰な対応だ
と槍玉に挙げられた 88 の事例のうち、明確に「偽陽性」に該当するのはたった 4 件しか
なかったと言う。彼らの分析によれば、多くのケースは、規制対象リスクが実質的な危険
性を持っていたり、未だに危険性が論争中であって、明確な「偽陽性」には当たらない。
さらに、「偽陽性」に該当する 4 件についても、規制対象が代替可能だったために負の影
響が小さかったり、あるいはイノベーションを刺激したために正の影響があり得たと彼ら
は言う (ibid., pp. 31–33)。こうした分析を踏まえ、彼らは「偽陽性の恐れは間違った位
置付けがなされており、正当と認められる予防的行為を避けることの根拠とすべきではな
い」と述べる (ibid., p. 17)。
過剰規制の典型例とされるケースを否定できれば、歴史的偏りの確信は増すだろう。

PP 批判の定番の一つは、PP が DDT という殺虫剤の世界的規制を正当化し、その規制が
マラリアの感染者を増やして数百万人の命を犠牲にしたという議論である (e.g. Goklany,

2004)。このような議論には根拠がないと既に反論されている (e.g. Oreskes and Conway,
2011, 第 7 章)。端的には、マラリア対策用途の DDT 利用が世界的に規制されたという
事実がそもそもないし、感染源の蚊が DDT への耐性を獲得したことがマラリア感染者の
増加に大きく影響したと考えられている。
個々のケースとは別に、環境政策の歴史的偏りを生みだす一般的な要因を特定できれ
ば、偏りについての確信はやはり高まるだろう。そのような要因として、環境リスクの
「外部性 (externality)」が挙げられる (e.g. 小田, 2008, pp. 217–220)*19 。例えば、アスベ
ストは、それによって中皮腫や肺がんになる人たちに生じる損害を無視すれば、安くて便
利な製品と言える。化学物質への曝露や温室効果ガスの排出がもたらすリスクも同様に、
そうしたリスクを無視すれば、経済効率のよい企業活動が達成できる。こうした損害やリ
*18
*19

スティールのまとめた 7 つの過剰対応ケースのうち、五つはこのレビューにも含まれている。
スティールは温室効果ガスを「負の外部性」の例だと指摘しているが (2015, p. 32)、歴史的偏りを生む
一般的メカニズムとして言及しているわけではない。
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スクは一般に、効率性を目指した経済活動の中で無視され、危険性を知らされていない消
費者や労働者に負担が押し付けられることになる。
以上の証拠があるにせよ、「歴史的偏りの事実」がいかなる価値観からも逃れていると
は言えない。過剰規制や過少規制がもたらす損害がどれだけ深刻だったのかという評価に
は価値判断が必要だろう。しかしそうだとすれば、歴史的偏りの有無は価値観次第なのだ
から、スティールは説得的な議論に成功していない、ということになるだろうか。たしか
に損害の深刻さの評価方法は重要な問題だが、スティールの PP は特定の損害の重み付け
に依拠しているわけではない。動植物や自然環境への損害を特別視せず、人間に対する損
害に限ったとしても、公害をはじめとする過小規制の失敗で受けてきた損害は非常に大き
いと言ってよいだろう (cf. 小田, 2008)。そして、過剰規制による経済的な被害を深刻に
思う人々もいるだろうが、環境や健康上の損害を重く見る人々もいるのであって、後者の
価値観からはスティールが論じる以上に強力に PP が支持されることになる。過少規制の
失敗が社会的な弱者に損害を与えることが多い一方で、過剰規制による失敗が比較的経済
力に恵まれた企業を中心に損害を与えることを考慮に入れるなら、やはり PP を支持しや
すいはずだ。さしあたり言えることは、価値観の問題を特別に議論せずとも、過小規制の
方が深刻な失敗が多かったという主張は直観的な説得力を持ちうるし、損害評価が価値付
加的だからと言って PP 擁護が失敗するとは限らないということだ。
スティールの PP がライバルとの差別化に本当に成功しているのかも検討を加えておこ
う。CBA と PP の比較に関して、本稿 5.3 節で紹介したように、炭素の社会的費用の評
価が定まらないために CBA は措置を選べないとスティールは言う。しかし、費用評価の
不定性は PP にとっても障害になるのではないか。というのも、スティールの意思決定

PP では比例性を満たすかどうか判定する必要があり、予防しようとする損害と予防的措
置の費用や副作用とが一貫性を侵害しないかどうかを検討する必要があるからだ。
これに対しスティールは、PP が低い時間割引率を要請するという別の議論に依拠して

(2015, ch. 6)、問題の解決を図っている (ibid., p. 205)。時間割引率の選択はリスク管理
よりもリスク評価の範疇だろうから、スティールの応答は結局、意思決定 PP と認識 PP
の合わせ技ということになるだろう。PP は認識 PP に訴えて科学的な評価のバラツキを
解消した上で意思決定に臨めるが、CBA は同様の機能を果たす規則を持たないためにそ
のような進め方ができない、ということだ。意思決定 PP 単独では CBA との違いを明確
にできなくても、三種の規則を含む PP 全体は CBA との違いを維持できるかもしれな
い*20 。

*20

ただし、スティールは低い時間割引率の要請が三種の規則のいずれに属するか明確に述べておらず、この
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RTA と PP との比較においては、PP がむしろ社会的な損害を増やすのではないかとい
う懸念が残っている。スティールは、PP が CBA や RTA に比べて歴史的偏りを矯正す
るために有効だと議論したが、PP の方が社会的な損害を少なくすると保証しているわけ
ではない。だが、PP が全体として社会的な損害を増やしてしまうなら、リスク全体の最
小化を目指す RTA の方が優れているということになってもおかしくない。
スティールの PP と RTA がもたらす結果の違いは経験的な問題である。PP および

RTA の適用がもたらす実践的な結果は、人間の認知的・心理的特性や、我々の社会の状
況や、我々が行うリスク評価の速さと正確さにかかっている。RTA は帰結の慎重な衡量
を求めるが、それにより早期の対策が妨げられ、逆に大きな損害を生じさせていたと後で
判明するかもしれない。特に、科学的不確実性のせいで帰結の評価の信頼性が疑わしい状
況では、似たような状況で経験してきた失敗のパターンを踏まえ、その失敗のパターンを
矯正するような対策が、結果的にリスクの最小化につながるかもしれない。それに、比例
性によって拘束された PP ならば、予防しようとするリスクより大きなリスクを生じさせ
ることは認められない。そのような PP はリスクトレードオフを無視しないので、RTA
と極端に違うものにはならないが、意思決定規則・手続き規則・認識規則の各規則には違
いが残っている。この違いがもたらす結果の検証が鍵になるが、現時点ではほとんど未検
証のため、RTA と PP のどちらが社会的損害を最小化するのかまだ決着はついていない。

5.3.3 歴史的偏りの分野依存性
PP をめぐる論争では、環境政策の他にも、様々な分野の問題に対して PP の適用が主
張されてきた。歴史的偏りの矯正というアイデアは、そうした適用の全てに合理性をもた
らすのだろうか。例えば、スティールの著作に対する最近の書評では、歴史的偏りを示
した範囲の外でも PP を適用していることが問題として言及されている (Boyer-Kassem,

2019, p. 105)。筆者の評価としても、スティールの PP は環境問題を念頭に置いているよ
うに見えるが、他の分野の問題に対する適用も示唆されており、どのような問題への PP
要請が認識 PP に属するという筆者の評価には議論の余地がある。時間割引率の選択は、「リスク評価」
という用語の解釈次第ではリスク評価の外側にあるとも言えるし、後で触れるように (本稿 5.4 節)、ス
ティールはそもそもリスク評価とリスク管理の分離に反対している。しかし、時間割引率の選択にはたい
てい専門家が関与しており、価値判断を伴うにしても (松王, 2013)、経済成長率のような変数も考慮さ
れる (cf. Steel, 2015b, ch. 6)。それに、リスク評価とリスク管理の分離を認めないとすれば、認識 PP
を意思決定 PP や手続き PP と区別する基準が不明確になり、スティール自身が認識 PP の例とするも
のを再検討する必要が生じるだろう。また、低い時間割引率の要請が三種の規則のいずれに属するにし
ても、そのような要請が CBA や RTA に内在していないことは明らかであり、したがってこの要請が
CBA や RTA との差別化に役立つというここでの結論には影響しないだろう。
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の適用が正当化されるのかはっきりしていない。そこで本節では、歴史的偏りの矯正とい
うアイデアから、PP の適用分野について何が言えるかを検討する。
大塚は、PP が適用されるべき分野として次の五つを挙げている (2010, pp. 304–305)。

(1) オゾン層破壊や地球環境問題 (2) 化学物質、遺伝子組み換え作物、外来種、農薬 (3) 低
周波電磁波、内分泌撹乱物質、揮発性有機化合物 (4) 食品添加物などの食品 (5) 魚類の保
全、森林の保全、湿地の保全。しかし、PP をめぐる論争では、こうした分野以外にも、医
療やテロに関連づけて PP の適用が主張されてきた (e.g. Resnik, 2004; Sunstein, 2007)。
「環境に対する脅威」など特定の種類の損害だけを対象にして PP が定義されることもあ
るが、上記の分野のいずれも科学的に不確実なリスクが関わるのだから、PP の本質的な
性質としては適用分野の制限がないようにも思えるだろう。
問題は「PP を適用すべき分野とそうでない分野がある」という想定であり、これを PP
の分野依存性と呼ぶことにする。例えば、大量破壊兵器の驚異に対する予防的な戦争は、

PP によって正当化されるだろうか。PP 批判者は、そのような PP の適用が環境政策に
おける PP の適用に類似していると指摘しながら、PP の不合理性および RTA や CBA
の優位性を主張してきた (Stern and Wiener, 2006; Sunstein, 2007)。戦争という事柄の
重大性を考えると、PP によって意思決定に傾きをもたらすのは致命的な問題であり、帰
結の衡量に基づく傾きのない判断が望ましい、というのは説得的に思える。しかしそうだ
とすれば、予防戦争への PP の適用は、PP の不合理性を示す例なのではないか。そして、
そのような PP が環境政策への PP と類似するなら、それは環境政策においても PP が不
合理だと考える根拠になるのではないか。
予防戦争への PP の適用について、スティール自身は一貫性に基づいて反論している

(2015, p. 39)。予防戦争はそれ自体が破滅的な結果を引き起こす恐れがあるため、通常は
一貫性に違反し、意思決定 PP によって指示されないと言う。この応答は、予防戦争の判
断にも PP が適用されること自体は認めるが、しかし、比例性の拘束によって予防戦争の
指示には歯止めがかかるというものだ。
しかし、予防戦争への PP の適用の問題は、PP のバージョンや比例性に訴えるだけで
は解消しないだろう。スティールの議論における PP の利点は、CBA や RTA では予防
的措置を正当化できない状況でも PP ならば正当化できるということにある。したがっ
て、予防戦争に関して PP の適用を認めれば、比例性に拘束されると言っても、CBA や

RTA に比べて PP は予防戦争を正当化しやすいと認めることになるだろう。だが、PP 批
判のポイントは PP が予防戦争を煽るという懸念にある。比例性を満たす限りは敵対勢力
への予防的な先制攻撃をできるだけ積極的に実施すべきだというのが PP の要求ならば、

117

5.3. 政策の歴史的偏りの矯正としての予防原則
そのような攻撃が比例性を満たす可能性は否定しきれないのだから*21 、傾きを伴わない
慎重なアプローチがやはり魅力的に見えるだろう。三種の規則の観点から言えば、意思決
定 PP からの応答は、メタ PP（手続き PP）への疑念に答えるには不十分である。
むしろ、率直な応答は、PP の分野依存性を認め、予防戦争の決断を迫られるような問
題は PP の適用範囲外だと述べることだろう。しかし、特定の分野でのみ PP を適用すべ
きと言えば、恣意的な適用を疑われるかもしれない。例えば、安全保障や経済の分野では
予防は不要で、環境分野では必要だと言えば、それは結局、特定の種類のリスクだけを特
別視し、他の種類のリスクを無視することにならないか。現代社会の複雑に絡み合ったリ
スクトレードオフの中で、その一部のリスクにだけ積極的な対処を要請するというのは、
単なるイデオロギーではない正当な原則と言えるのだろうか。
筆者は、歴史的偏りの矯正という観点からは、PP の分野依存性を自然に正当化できる
ことを指摘したい。本稿 5.3 節で論じたように、環境政策については過小規制の歴史的偏
りが根拠づけられてきた。他方で、予防戦争についての歴史的偏りは全く定かではない
か、むしろ予防戦争を仕掛けることで深刻な損害が生じてきたように思われる。例えば、
法学者のロベルは、予防戦争を歴史的な観点から批判している (Lobel, 2006, 2007)。9.11
同時多発テロ後の米国の対テロ戦争に際して、新しい種類の脅威への対応には予防的な攻
撃が必要なのだと主張されたが、過去を振り返ればそのような言い分は繰り返し喧伝され
てきた。歴史的には、第一次世界大戦を始め、予防戦争こそが大きな災厄を引き起こして
きたのであり、国連憲章第 51 条が自衛のみを認めているのは歴史的教訓に基づくものだ
とロベルは指摘する。また、政治学者のレイターは、大量破壊兵器の脅威を予防するため
に米国がこれまで実行してきた予防的な攻撃を評価し、結論として、そのような攻撃は大
した効果がなく、むしろ外交や抑止が有効に機能してきたと言う (Reiter, 2006a,b)。こ
うしたことから、予防戦争を積極的に支持するべき歴史的偏りがあったとは考えにくい。
当該分野に歴史的偏りがなければ、その分野では歴史的偏りの矯正を求める PP を適用す
る必要がないのだから、環境政策に PP を適用する一方で予防戦争に適用しないのは当然
と言える。
ただし、分野毎に歴史的偏りが異なるとすれば、具体的な状況が複数の分野に当てはま
る場合に問題が生じる。例えば、元気に生活している人々を対象とする「がん予防のスク
リーニング検査」は、PP によって正当化されるのだろうか。がんのスクリーニング検査
は、ハンセンとティックナーのレビューでは扱われていないが、がんが環境因子によって

*21

スティール自身、そのような可能性は滅多にないとは述べているが、完全に否定しているわけではない
(2015, p. 39)。
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も引き起こされることを考えれば、環境政策の文脈で理解することもできなくはない。実
際、『レイト・レッスンズ I』では、放射線への対応が失敗事例として数えられているし

(第 3 章)、日本においては、福島第一原子力発電所事故を受けて、子供を対象にした甲状
腺がんのスクリーニング検査が福島県で実施されている。放射線による被害が見逃されて
きたという歴史的な偏りからは、PP によって甲状腺がんのスクリーニング検査の実施が
推奨されるように思えるかもしれない。
他方で、医療の文脈では、スクリーニングによる過剰診断*22 が問題視されるようになっ
てきた (Welch et al., 2011)。スクリーニングによる過剰診断は診断技術の発展によって
懸念されるようになってきた問題であり、それ自体を歴史的に理解することができるし

(Raﬄe and Gray, 2007, ch. 1)、スクリーニング以外でも、医療において過剰診断の懸念
は歴史的に繰り返し提起されてきたという指摘がある (Martin et al., 2015)。すると、歴
、、、
史的偏りの矯正という観点からは、むしろスクリーニング検査を止めることが PP に促さ
れてもおかしくはないだろう。
このように、PP の分野依存性は PP の擁護に有益に思える一方で、複数の分野に当て
はまるようなケースでは PP の適用に課題があることがわかる。複数の分野に当てはま
り、それぞれの分野で逆の偏りが示唆されるようなケースでは、少なくとも、一方に傾く
ことを PP によって正当化するのは難しくなるだろう。

5.4 リスク評価の歴史的偏りの矯正としての予防原則
本稿 5.2.3 節で指摘したように、認識 PP の合理性に対しても懸念が生じうるのだから、
認識 PP の正当化は重要である。スティールは認識 PP として様々なアイデアを提示して
きたが*23 、認識 PP の合理性についてはそれほど真剣に検討していない。一応、認識 PP
の正当化根拠をメタ PP に求めているようだが (Steel, 2015b, p. 192)、意思決定 PP と
*22

過剰診断には数多くの類似概念があるが、代表的な定義は「決して症状が出たり、そのために死んだりし
ない人を、病気であると診断すること」である (Welch et al., 2011, 邦訳 p. 16)。また、この意味での
過剰診断とは異なるが、将来がんと診断されるはずの人がスクリーニングによって非常に若い年齢でがん
と診断される場合（早期診断）も、
「若くしてがんを患う人生」を歩むことにより、就業や保険加入などに
大きな影響を受ける可能性がある。
*23 一つ目に、認識 PP は「過剰に遅く警戒的な科学的方法に反対する」もので、事前承認制の規制におい
て規制対象が評価前にデフォルトで危険性を推定されるという例を挙げている (Steel, 2015b, pp. 192,
212–217)。二つ目に、「リスクが定量化可能であると認める判断」は一種の価値判断に基づいており、認
識 PP に依拠して、規制の都合を考慮してよいと言う (ibid., pp. 192–197)。三つ目に、化学物質の無
毒性量の推定で「不確実性係数を利用すること」は、CBA では正当化できず PP によって正当化される
と論じている (Steel, 2011)。そして最後に、
「医学研究の利益相反対策」も CBA ではなく PP によって
正当化されると論じており、これも一種の認識 PP と言えるだろう (Steel, 2018)。
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手続き PP の合理性に対する入念な検討に比べるとかなり手薄である。
政策の歴史的偏りから、リスク管理の矯正だけでなく、リスク評価の矯正まで求める考
え方には疑問が残る。リスク管理とリスク評価の両方で予防的に傾くことを求めると、全
体としては二重・三重に予防的な選択がなされ、過剰に予防的だと言われてしまうかもし
れない (cf. Manson, 2015)。スティールはそもそもリスク評価とリスク管理の区別に反対
するかもしれないが (Steel, 2015b, pp. 196–197)、本稿 5.2.3 節で述べたように、この区
別は放棄しがたいし、リスク評価に価値判断が必要だと認める（および認識 PP を支持す
る）ことがこの区別の放棄を含意するわけではない。

、、、
そこで以下では、スティールとは別の仕方で認識 PP を正当化する議論として、リスク
、、、、、、、、、、、
評価の歴史的偏りの矯正という観点から認識 PP の正当化を試みる。これには二つの利点
がある。まず第一に、リスク管理とリスク評価の両方で予防的に傾くときでも、それぞれ
に別の歴史的偏りがあるならば、両方の偏りを正すことが合理的だと自然に言える。むし
ろ、一方の偏りを正すだけでは、予防が不十分になるかもしれない。第二に、リスク管理
上の歴史的偏りは不明だが、リスク評価の歴史的偏りが明らかだという状況で、認識 PP
の適用が正当化できるようになる。認識 PP の支持者の多くは科学者であり、彼らは自分
たちの関わる科学の欠陥に不満を表明してきた。政策史に必ずしも詳しくない科学者たち
が、自分たちの研究分野の状況や、よく利用する方法論の欠陥を認識しているということ
は十分ありうるだろう。彼らの主張を自然に解釈するという意味でも、リスク評価の歴史
的偏りの矯正というアイデアには利点があるはずだ。

5.4.1 リスク評価の歴史的偏りの証拠
リスク評価の歴史的偏りの矯正という観点から認識 PP を正当化するのであれば、リス
ク評価の歴史的偏りが実際にあったことを示さなければならない。当然だが、スティール
はそのような作業に取り組んでいない。そのような作業に取り組んでも、リスク管理の文
脈での歴史的偏りの立証が困難であるように、リスク評価の文脈で歴史的偏りを決定的に
示すことは難しい。およそどのような種類のリスク評価に関しても科学的不確実性が残る
からだ。それでも、環境科学の偏りに関する印象的な証拠は、認識 PP の支持者達によっ
て数多く挙げられてきた。本節ではそうした証拠をいくつか集めて、少なくとも、リスク
評価の歴史的偏りは真剣な検討に値するということを示したい。
環境疫学者のグランドジーンは、科学に PP を取りれるべきだと熱心に主張してき
た。彼は化学物質の毒性影響の示唆が後になって確かめられた例を様々挙げている

(Grandjean, 2008)。特に神経毒性に関する研究の進展について、大人の影響が認識され
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た後、小児や胎児の影響が確認され、さらにその後かなり少ない曝露でも影響があるとわ
かる、というパターンが繰り返されてきたと言う。そして、環境疫学において、初期の研
究の結論は過剰に弱められてきたし、偽陽性は偽陰性に比べて稀だと述べている。
さらに、2013 年に欧州環境庁より発行された『レイト・レッスンズ II』において、彼は
「予防的意思決定のための科学」と題した章を執筆している (Grandjean, 2013)。そこで
は現在の環境科学が改善すべき点が数多く指摘されているが、とりわけ興味深い論点は、
研究対象にされている物質の種類である。環境科学分野の論文の統計的調査を基づき、現
在の環境科学が取り組んでいる物質の種類は危険性が既知の物質にかなり集中しており、
毒性が未知の物質や、規制上の観点から情報が求められている物質が研究されないままに
なっていると彼は指摘する (ibid., pp. 625–628)。こうした物質について、デフォルトで
毒性がないと仮定される社会状況では、全体として膨大な過小評価をしていることになる
だろう。認識 PP からは未評価の物質の積極的な研究が求められることになる。
その他、環境法政策学者のレヴェッツとリバーモアは米国の CBA に関して興味深い指
摘をしている (Revesz and Livermore, 2008)。彼らによれば、米国の CBA には保守派に
有利な偏りが組み込まれてきたが、それは、環境保護論者達が CBA を完全に拒否してき
たからである (ch. 1–3)。環境保護論者は「人の命はお金に代えられない」など権利ベー
スの議論に訴えがちで、CBA のガイドライン策定に関与してこなかったが、その間、保
守派の論者達によって CBA は規制緩和を主張するのに有利な形で整備されてきてしまっ
たのだという。だがレヴェッツたちは、CBA からそうした規制緩和的バイアスを取り除
くことは可能であり、環境保護論者は CBA の改善に取り組むべきだと呼びかける。こう
した改善も、歴史的偏りの矯正としての認識 PP に当てはまるものだろう。
本稿 5.3.2 節では環境政策の歴史的偏りを生みだす一般的な要因として外部性を挙げた
が、研究の利益相反はリスク評価の歴史的偏りを生む一般的な要因と言えるかもしれな
い。例えば、科学哲学者のシュレーダー=フレチェットは、リスク評価や CBA に関して、
産業よりのバイアスが生じているケースを数多く指摘してきた。一例を挙げると、原子力
発電の費用は、原子力を推進する側がデータの管理や分析方法の選択を行なっているた
めに、都合の悪いデータが無視されて過小評価になっているという (Shrader-Frechette,

2011)。利益相反による研究のバイアスの問題は次節でも触れるが、リスク評価が産業界
によって都合よく操作されているのではないかという懸念は馴染み深いものだ。『レイト・
レッスンズ I』にも、12 の教訓の一つに「経済的政治的利益から規制の独立性を保つ」と
いうものがある (邦訳 pp. 325–327)。産業界によって危険性の証拠が隠されたり、リスク
が過小評価されたり、予防的措置が妨害されてきた事例が多かったからだ。
リスク評価の歴史的偏りに関する重要な論点の一つは、リスク評価や CBA に歴史的

121

5.4. リスク評価の歴史的偏りの矯正としての予防原則
偏りがあったとしても、その偏りは分析方法に内在的なものではなく、矯正可能だとい
うことである。この点はシュレーダー=フレチェットの過去の著作でもよく議論されてき
た (Shrader-Frechette, 1991)。PP 支持者にはリスク評価に否定的な意見を持つ者も多い
が、本稿 5.2.2 節で触れたように、専門的な評価一般を拒否すれば PP の合理性を擁護す
るのが困難になる。むしろ、そうした論者にとって建設的なのは、認識 PP を積極的に擁
護することだろう。
もう一つ重要な論点は、歴史的偏りの原因に社会的要因が含まれていることだ。例え
ば、グランドジーンの指摘した研究対象物質の偏りについて、彼は「マタイ効果」を指摘
している (2013, pp. 628–629)。よく知られた物質の研究の方が評判が良いといった事情
から、ますますそうした物質が研究されるようになっていると言うのである。この現象に
は、個々の科学者の心掛けも多少は関係するかもしれないが、業績・キャリア・研究費獲
得など、科学者を取り巻く社会的状況が大きく影響しているように思える。リスク評価の
偏りの原因に社会的要因が含まれるならば、そうした要因も認識 PP の矯正対象になるだ
ろう。本稿 5.2.3 節では認識 PP をリスク評価の価値判断に関連するものと概括したが、
認識 PP はリスク評価者個々人の価値判断だけに関係すると考えるべきではなく、リスク
評価の制度や慣習の価値付加的側面にも関係すると考えるべきだ。

5.4.2 リスク評価の歴史的偏りの分野依存性
リスク評価の歴史的偏りを語る上でも、分野依存性は重要な問題になる。ある分野では
過小評価の偏りがあっても、別の分野ではそうではないとすれば、過小評価の矯正が合理
的に思える分野とそうでない分野があるはずだ。本節では、多くの分野で広く用いられて
いる仮説検定を題材に、リスク評価の文脈での分野依存性について検討する。
認識 PP に関連して最もよく言われる主張は、仮説検定の際に有意水準と p 値に頼っ
て結論を導き、検出力を考慮しないために過小評価につながっているというものだ (e.g.

Peterman and M’Gonigle, 1992)。具体例として、次のような状況を考えてみよう*24 。
両群 50 匹の動物実験で、化学物質投与群で 7 匹 (比率 0.14)、統制群で 2 匹 (0.04) が発
がん有りだったとする。この結果は、フィッシャーの正確性検定（片側検定）において p

*24

相対リスク・有意水準・検出力・サンプルサイズの関係については、例えば、Cranor (1988) が参考に
なる。これらの関係を計算するための一般的方法としては、統計ソフトの R を利用することができる。
フィッシャーの正確性検定については、R の ﬁsher.test 関数で p 値、power.ﬁsher.test 関数で検出力を
計算できる。ただし、power.ﬁsher.test 関数は、母比率の異なる二つの二項分布から乱数を生成するシ
ミュレーションで検出力を計算するので、シミュレーションの試行回数が少ないと計算結果がバラついて
しまう。
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値が 0.079 なので、よく使われる有意水準 (0.05) では有意差なし、したがって「化学物
質の投与と発がんリスクは独立な関係にある」という帰無仮説を受け入れることになるだ
ろう。
しかし、もし帰無仮説が成り立っておらず、実際の母比率が投与群 0.14、統制群 0.04
（相対リスク 3.5、リスク差 0.1）でも、検出力は 0.41 ほどしかなく、誤って帰無仮説を
受け入れる (偽陰性) 確率がおよそ 59% ある。もっと低いリスクではさらに検出力は下が
り、実際の母比率が投与群 0.06、統制群 0.04（相対リスク 1.5、リスク差 0.02）だった
としても、検出力は 0.03 程度しかなく、偽陰性の確率は約 97% もある。もしこのレベル
のリスク増加を偽陰性 20% で確認したければ、必要なサンプルサイズは各群 1500 から

1600 となり、通常の動物実験の規模を遥かに超えた実験が必要になるが、もちろんその
規模の動物実験は一般に行われていない。しかし、この低い方のリスクでさえ、受容可能
な環境リスクが一般に 10 万人に 1 人の発がんを防止するよう定められていることを考え
ると (村上他, 2014, pp. 70–71)、無視できるリスクではないだろう*25 。現実的には、小
さいリスクの確認には検出力不足であるようなテストに頼らざるを得ず、そのため、有意
差なしの場合にも実際には無視できないリスクがあると懸念されるのである。
検出力不足によるリスクの過小評価の懸念は、環境科学に関する認識 PP の多くの支持
者が言及しており、一見したところでは説得力がある。ところが、医学では反対に、仮説
検定の検出力不足が治療効果やリスク因子の過剰評価につながっていることが懸念され
てきた。ある有名論文では、仮説検定に関するいくつかのパラメータからシンプルなシ
ミュレーションが行われている (Ioannidis, 2005)。仮説検定で確かめようとする発見が
正しいものであるかどうかの事前オッズ (R)、検定の有意水準 (α)、検出力 (1 − β) の三
つのパラメータから、研究後に有意差ありと結論して実際にそれが正しい発見である確率

(PPV) が (1 − β)R/(R − βR + α) と計算される。例えば、事前オッズ 1/10、有意水準
0.05、検出力 0.8 なら、PPV はおよそ 62% であり、有意差ありと結論して発見した仮説
の 4 割程度が間違っている。検出力が下がると PPV も下がり、検出力 0.4 なら約 44%、
検出力 0.2 では約 29% まで下がる。シミュレーションでは、陰性を陽性と結論する向き
のバイアスや、複数のチームが同じ仮説を調べる場合も計算され、これらを踏まえた結論
として、
「ほとんどの分野、ほとんどの研究デザインで、ほとんどの発見が誤りだ」(ibid.,

p. 669) という。
このシミュレーション自体の妥当性を検討することも重要だろうが、過激に思えるその

*25

ただし、動物実験の結果はそのまま人間のリスクとして解釈されるわけではなく、人間への影響を考える
際には外挿モデルや不確実性係数を利用する (村上他, 2014, 特に第 5 章)。
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結論を真剣に憂慮すべき根拠は多い。医学系の研究は多くの場合かなり検出力が低いとい
う調査結果があり (Dumas-Mallet et al., 2017)、有意差ありの論文が公表されやすいと
いうバイアスの証拠もあり (Dwan et al., 2013)、そして実際、医学系の論文のほとんどが
有意差ありと報告しているという調査結果がある (Chavalarias et al., 2016)。より包括的
な検討として、科学哲学者のステジェンガは医学の過剰評価を全面的に主張しており、彼
の最近の著書にはその主張を裏付ける証拠と考察がまとめられている (Stegenga, 2018)。
医学の過剰評価に関する懸念は仮説検定や統計的推論一般に関わるので、環境科学にも
当てはまりうる。それゆえ、分野依存性を示すことができなければ、前節で議論した環境
科学に関する認識 PP の正当化も危うくなるだろう。だが、医学と環境科学には重要な違
いがいくつかある。一点目として、豊富な医療データを基にして網羅的な探索ができる医
学分野と、危険性が疑われているのに評価のためのデータが不足している環境分野との
違いは大きい。前節で紹介したグランドジーン (2013) の示唆が正しければ、危険性の疑
われる化学物質の多くがそもそも研究対象になっていないため、そうした物質について

PPV の低さや過剰評価の問題が生じてきたとは考えられない。二点目として、公表論文
の分野横断的な調査によれば、「ポジティブな」報告の割合は分野によって違う (Fanelli,

2010, 2012)*26 。これらの調査では、
「臨床医学」に比べると「環境科学・生態学」ではポ
ジティブな結果が報告される割合が相対的に低いという結果だった。
また、研究の利益相反は、医学と環境科学では別向きの偏りを生み出すように思われ
る。医学では利益相反の影響がよく検討されており、公表論文の統計的調査を通じて、利
益相反のある研究では医療的介入の有効性が過剰評価される傾向にあることがよく確かめ
られてきた (Lexchin, 2012; Lundh et al., 2017)。他方、環境科学では、製品や業務に関
係する有害性が証明されると企業側にとって都合が悪いため、リスクの過小評価が多くな
る圧力が生じていると考えられる。そのような圧力の事例は数多く挙げることができるし

(e.g. Oreskes and Conway, 2011)、環境科学では医学ほど公表論文の統計的調査が行わ
れていないものの、数少ない調査によれば、利益相反のある研究ではリスクがないという
報告が多かった (Huss et al., 2006; Friedman and Friedman, 2016)。
ところで、仮説検定にまつわる歴史的偏りが実際にあったとして、有効な矯正手段がな
*26

これらの調査では、著者のファネリが論文を手作業で読み、「テストによって仮説が支持されたかどう
か」に応じて、ポジティブ/ネガティブな報告の論文だと判定している。この判定基準だと、仮説検定で
有意差なしのため「帰無仮説を採択する」場合も「ポジティブ」に当てはまりそうだが、著者は有意差あ
りを「ポジティブ」、有意差なしを「ネガティブ」だと言っている。また、これらの調査では Essential
Science Indicator による分野の切り分けに従っており、各分野に属する学術誌の一覧は Web サイト
上に掲載されている (http://help. incites.clarivate.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI/
esiJournalsList.html アクセス日：2020 年 3 月 10 日)。
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ければ認識 PP は意味をなさないだろう。最も単純な矯正手段は有意水準の変更である。
環境科学を中心に、検出力を高めて偽陰性を避けるため、有意水準を上げる提案がされて
きた (e.g. Lemons et al., 1997; Weed, 2004)。他方、医学では慣習的な有意水準を引き
下げる（例えば 0.05 から 0.005 にする）提案があり、これは偽陽性を抑えるものである

(e.g. Benjamin et al., 2018; Ioannidis, 2018)。その他、仮説検定の誤用を防ぐという目
的で、分野を問わず、信頼区間の表示やベイズアプローチへの移行がよく提案されてきた

(cf. Ioannidis, 2018)。また、現在の医学で行われているような一般的な利益相反対策の
枠組みは (Lo and Field, 2009)、研究の利益相反が分野毎に異なるバイアスを生じさせる
としても、そうしたバイアス一般の矯正に役立つかもしれない。本稿で詳細に論じる余裕
はないが、以上のいずれの方法も認識 PP の例と言いうるだろう。
以上、リスク評価の文脈でも分野依存性の議論が有益に思えることを示してきたが、最
後に、分野をどのように切り分けるかが大きな課題であることを指摘しておきたい。例え
ば、先ほどのファネリの調査 (2010, 2012) では、「薬理学・毒性学」でもポジティブな報
告の割合がかなり高いが、これは、前節で述べた環境科学の偏りを否定する証拠とすべき
か、本節で述べた医学の偏りを支持する証拠とすべきか評価が難しい。ファネリの調査で
は既存の文献データベースに基づいて分野を分けているが、その分け方に従うべき強い根
拠は見当たらない。
疫学研究に関しても分野の切り分けが問題になる。ある調査では、疫学の公表論文の
抄録を調査し、「がんの予後マーカーについてのほとんど全ての論文が統計的に有意な
結果を報告している」と結論して、医学の過剰評価を懸念する (Kyzas et al., 2007)。こ
の調査では、調査対象論文 (1575 本) のうち、何らかのアウトカムについて一つ以上有
意差ありと報告している論文は 95.8%(1509) であり、有意差ありの報告がない論文は

4.2%(66) しかなかった。しかし、環境中の物質の曝露影響を評価する論文に焦点を絞っ
た別の調査では、「ポジティブな発見だけが公表される傾向はこの分析では支持されな
い」とする (Friedman and Friedman, 2016, p. 246)。こちらの調査では、調査対象論文

(373 本) の報告内容をポジティブ/ネガティブ/これらの混成*27 の三つに分類し、それぞ
れ 53.1%/18.0%/29.0%(198/67/108) という結果だった。
二つの調査は、どちらも疫学研究を主な対象としながら、偏りについて異なる主張をし
ている。一方を医学の調査、他方を環境科学の調査だと分類してしまえば、医学の過剰評
*27

「ポジティブ」とされたのは、リスクについては有意な増加、曝露レベルについては有意な増加および曝
露レベルが許容値を超えていると示す論文である。「ネガティブ」とされたのは、曝露と健康の相関につ
いて有意差なし、リスクの低下について有意差あり、リスク増加の別の説明の発見、有害なレベルや許容
値以下の曝露を示す論文である。
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価と環境科学の過小評価に整合的な調査結果だと言えるかもしれない。しかし、そのよう
な分類はアドホックに思えるし、二つの調査では対象論文の選別方法や評価方法が違うの
で、主張の違いは単にそうした違いを反映しているだけというのも十分ありうる。今のと
ころ、分野の切り分けについて十分良い方法がなく、そのせいで偏りの分野依存性を正確
に特定するのが難しくなっていると認めるのが妥当だろう。PP の分野依存性を考える際
にどのような分野の切り分けが有用なのか、今後の検討が必要に思われる。

5.5 小括
本章では、リスク評価における「保守的想定」の合理性についての問いから出発し、PP
の適用による正当化の可能性を検討した。その際、単に従来の PP を援用するのではな
く、PP にはどのような合理性を見出すことができるかという問いに遡り、基礎的な問題
からの再検討を行った。
そもそも、PP が何かという問題が明確に決着していない。従来は強い/弱い PP とい
う区別によって PP が整理されてきたが、建設的な論争を進めるために適した整理の仕方
として、本章ではサンディンによる三種類の規則の区別に注目した。この区別において、

PP は意思決定規則、手続き規則、認識規則に分けることができるが、いずれの解釈でも
PP に特有の合理性を示すことが課題となっている。この課題に対し、歴史的偏りの矯正
に PP の合理性を見出すスティールの議論は有望である。歴史的偏りの矯正が本当に PP
に特有の合理性と言えるのかという根本的な批判もありうるが、本章ではそのような批判
に応じるための追加的な証拠や考察をまとめた。
スティールのアイデアに追従するだけでなく、筆者の独自の貢献として、本章では歴史
的偏りの矯正というアイデアを PP の分野依存性に関連づけた。傾きを伴う PP が合理的
に思えない予防戦争のような分野がある一方で、PP の適用分野を選別すれば PP の恣意
的な適用を疑われる可能性があり、PP の分野依存性が重要な問題になりうる。そこで筆
者は、分野毎に歴史的偏りが異なるというシンプルな考えを付け加えることで、PP の分
野依存性を自然に正当化できることを指摘した。ただし、複数の分野に当てはまるように
思えるケースで、それらの分野の歴史的偏りが逆向きの場合には、歴史的偏りの矯正とし
ての PP は有効に機能しないだろう。
もう一つ、筆者による新しい視点からの PP 擁護として、本章では歴史的偏りの矯正と
いうアイデアをリスク評価の文脈での PP の正当化に関連づけた。リスク評価の歴史的偏
りを示す証拠は、限定的ではあるが、様々挙げることができる。また、リスク評価の歴史
的偏りを考える際にも分野依存性は重要であり、本稿では仮説検定を題材にしてこの点を
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確認した。ただし、疫学研究などでは研究の偏りについて逆向きの証拠が示されており、
分野の切り分けが重要な課題として残っている。
本稿で論じられた PP は従来の PP とはかなり異なるので、その新しさゆえに、独善的
な見解を述べたものと受け取られてしまうことが懸念される。例えば環境法の研究では、
実際の法政策や判例を中心に PP を検討することが多く、手堅い PP 理解をもたらしてい
るように感じられるだろう。スティールや筆者の議論は、そうした手堅い部分を欠いてい
ると思う人がいても不思議はない。しかし、そもそも、PP をめぐる論争で哲学者が引き
受けるべき仕事は何だろうか。PP の多様な解釈を整理し、議論の交通整理を助けるとい
うのも一つだろう。だが、PP をめぐる論争で最も必要とされているのは、独善的になり
うる領域へも踏み込んで、合理性を備えた PP を「練り上げる」ことなのではないか*28 。

PP の合理性を「練り上げる」ことが必要だとすれば、科学における適切な価値判断も
また「練り上げる」ことが必要なのかもしれない。「科学と価値」をめぐる論争において
社会派科学哲学がどのような役割を果たすべきかについては、第 10 章で再び検討する。

*28

小島 (2009) がそのような問題意識を示しており (pp. 256–257)、筆者はそれに大変共感する。
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第 IV 部

医学における「科学と価値」論

第6章

臨床研究倫理に関する補論
本稿第 III 部（特に第 4 章）で詳しく見てきたように、化学物質のリスク評価をめぐる
論争の中心は動物実験だった。動物実験に頼ることになった最大の理由は、化学物質を実
際に人間に投与してその毒性を実験するような研究は、倫理的に許されないと考えられて
いたことにある。しかし、医学の歴史に目を向ければ、生きた人間を対象に未知の薬物の
効能を実験するような研究は常に行われてきたし、現在でも盛んに行われている。それど
ころか、医薬品・医療機器の開発は、先進諸国のイノベーション政策の要として強力に推
進されている最中であり、人を対象とする研究を従来以上に促進すべきだという声が強
まってきている。実際、日本でもそうした声を受けて、2014 年には健康・医療戦略推進法
が成立している。同法に基づき、内閣府に設置された健康・医療戦略推進本部が「医療分
野研究開発推進計画」を定め、基礎研究・臨床研究・製品実用化を含めた統合的な研究開
発が国家的に推進されているところである。
人を対象とする研究が実際に行われていると言っても、それは決して、動物実験におけ
る動物の扱いと全く同じことを人間に対して行っているということではない。人を対象と
する研究には高度な倫理的配慮が求められており、動物実験の実施には求められないよう
な様々なルールが存在している。とはいえ、なぜ、どのような条件の下で、人を対象とす
る研究を実施してよいのだろうか。そうした問いに取り組んできたのが臨床研究倫理とい
う分野である。
第 IV 部では、臨床研究倫理の議論を参照しながら、医学における「科学と価値」の論
争を検討する。臨床研究倫理に注目する理由は、この分野では研究実施前の倫理審査が制
、、、、、、、、、、、
度的に確立し、研究実施前の価値の衡量が重要な争点として議論されてきたからである。
それゆえ、臨床研究倫理に注目すれば、第 III 部とは異なる仕方で、科学に価値が織り込
まれる仕方を検討することができる。臨床研究倫理の議論にはかなりの蓄積がある一方
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で、それだけ論点も細分化・複雑化しているため、分野外の人にとっては理解しにくいと
ころがある。そこで、第 IV 部の入り口となる本章では、臨床研究倫理の概要（特に倫理
審査制度）について説明し、医学における「科学と価値」の論争を分析するための足掛か
りをつくる。

6.1 節では、臨床研究倫理の一般論を扱い、三つの代表的テーマに沿って入門的な解説
を行う。6.1.1 節では「インフォームドコンセント」について、6.1.2 では「研究と診療の
区別」について、6.1.3 では臨床研究の倫理審査制度について、簡単な説明を行う。これ
ら三つのテーマは、臨床研究倫理では定番と言えるものだが、捏造・改ざん・盗用といっ
た研究不正を扱う研究倫理とはかなり異なる問題関心を含んでいる。

6.2 節からは、日本の倫理審査制度に焦点を当てて、より詳しい解説を行う。「倫理委員
会」という名前は、実際には様々な役割の委員会を含むため、その委員会が実際に担う役
割に注目することが重要である。臨床研究の実施に先立ってその実施許可を審査する委員
会に限っても、根拠となる法律や倫理指針の違いに応じて異なる委員会が存在しており、
代表的なものとして、
「治験審査委員会」
（6.2.1 節）
、
「倫理審査委員会」
（6.2.2 節）
、
「認定
臨床研究審査委員会」（6.2.3 節）がある。これら三つの委員会の違いや共通点について、
要点をまとめることで、次章以降の検討の準備を整える。

6.1 臨床研究倫理の独自性
捏造・改ざん・盗用など、いわゆる研究不正への対策を中心とする一般的な研究倫理と
は別に、医学で人を対象とする研究を行う場合の研究倫理は、医療倫理や生命倫理の要素
を多く含んだ独自の研究分野を形成している (田代, 2011, 2020; 笹栗・武藤, 2012; 井上・
一家, 2018; Emanuel et al., 2008)。本稿では、医学において人を対象に行う研究のこと
を大まかに「臨床研究 (clinical rsearch)」と呼ぶことにする。これに併せて、一般的な研
究倫理とは別に、臨床研究にまつわる倫理問題を考察する独自の研究分野を「臨床研究倫
理 (clinical research ethics)」と呼ぶことにする。
実のところ、この研究分野の名称はそれほど固まっておらず、
「医学研究の倫理（ethics

in/of medical research）」という名称が使われたり、単に「生命倫理（bioethics）」とし
て括られたり、一般的な研究倫理を「研究公正（research integrity）」という言葉で特別
に分けるような場合には「研究倫理（research ethics）
」として語られることもある。こう
した用語の違いは、論じられている事柄の文脈や強調点に微妙な形で関係しているように
思われるが、本稿ではそうした細部にまで拘わる必要はない。
臨床研究倫理が独自の分野として存在していると言っても、当然ながら、医学では一般
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的な研究倫理が関係ないということではない。実際のところ、医学における研究不正（特
に捏造・改ざん）は、明らかになっている範囲だけでも、無視できないほど生じている。
研究不正の実態把握が難しいのは、研究不正の有無の判定がしばしば困難である（この点
は次章のディオバン事件の事例研究で改めて触れる）ということに加え、研究不正は必ず
しも公になっていないと考えられるからである。そうした難しさがあるにもかかわらず、
様々な調査が医学における捏造・改ざんの広がりを示唆してきた。
例えば、PubMed という医学系の論文データベースを用いて撤回論文について包括
的に調査した研究では、捏造・改ざんが撤回理由として最も多いと結論している (Fang

et al., 2012)。この調査では、2047 編の撤回論文のうち、捏造・改ざんを理由とした撤回
が 697 編、加えて捏造・改ざんの疑いがあることを理由とする撤回が 192 編あり、合わ
せて 43.4% を占めた。また、世界で最も論文撤回を行っている研究者は日本の麻酔科医
である*1 。日本麻酔科学会の論文調査特別委員会が当該人物の 212 編*2 の論文を調査した
結果、捏造なしと明確に結論できたのは 3 編だけであり、172 編が捏造ありと判定され
た*3 。臨床研究の捏造・改ざんは、実際の診療に影響する可能性があり、患者の生命を脅
かす重大な危険性を孕んでいる。しかし、現状では全ての捏造・改ざんが発見される保証
はなく、疑念が生じた研究に対しても緩慢な対応しかとられない場合も多いため、深刻な
懸念になっている (e.g. Kupferschmidt, 2018)。
こうした問題も「科学と価値」の議論にとって見逃せないところではあるものの、本章
では別の側面に目を向けたい。医学では、研究の結論が社会に影響を与える点もさること
ながら、研究の実施自体が直接的に人間の生命や権利に関わるという大きな問題がある。
また、そうした研究は基本的に、医師により、患者を対象にして、病院の中で行われると
いう特徴を持つため、医師の専門職倫理や、患者の人権や、医療をとりまく法制度といっ
た要素を考慮する必要が生じる。臨床研究倫理が独自の分野として発展してきたのは、臨
床研究に関するこうした特別な事情によるところが大きい。

6.1.1 インフォームド・コンセント
臨床研究倫理で最もよく知られたテーマと言えば、「インフォームド・コンセント

(informed consent)」だろう。臨床研究についてインフォームド・コンセントが注目され
*1

*2

*3

“The Retraction Watch Leaderboard” https://retractionwatch.com/the-retraction-watchleaderboard/ （アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
このうち、126 編は二重盲検ランダム化比較試験の論文だった。二重盲検ランダム化比較試験がどのよう
な研究かはこの後の 7-8 章で説明する。
「藤井善隆氏論文に関する調査特別委員会報告書」2012 年 6 月 28 日

131

6.1. 臨床研究倫理の独自性
るようになった契機は、1947 年に示されたニュルンベルク綱領である。よく知られてい
るように、ニュルンベルク綱領は、第二次世界大戦後のドイツの戦争犯罪を裁く一連の裁
判のうちの一つである「医師裁判」の中で示された。医師裁判が進む中で、強制収容所に
捕らえた人々に対して非道な人体実験の数々が行われたことが明らかにされ、裁判の結論
部分において、人体実験が倫理的に許容される条件としてニュルンベルク綱領が示された
のである (Annas and Grodin, 1992, Part II)。
ニュルンベルク綱領は人体実験の許容条件として全部で十個の条件を提示した。そのう
ち、最も詳細に書き込まれた第一の条件が、一定の制約を満たす形で被験者から同意を得
ることだった。具体的には次のようなものである*4 。
被験者の自発的な同意が絶対に必要である。
このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、
欺瞞、脅迫、陰謀、その他の隠された強制や威圧による干渉を少しも受けることな
く、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納
得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を
有するべきことを意味している。後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的
な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こって
も不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可
能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある。同意の質を保証
する義務と責任は、実験を発案したり、指揮したり、従事したりする各々の個人に
ある。それは、免れて他人任せにはできない個人的な義務であり責任である。
この条件からも読み取れるように、インフォームド・コンセントにおいては被験者から
単に同意を得るのではなく、同意を得る際に様々な制約を満たしていなければならない。
ニュルンベルク綱領の第一の条件によれば、被験者には法的な同意能力、圧力を受けず自
由な選択をできる状況、研究についての十分な理解が確保さていなければならず、さらに
被験者に知らせるべきことの項目まで定められている。このようなインフォームド・コン
セントの考え方は、後の臨床研究倫理において非常に重要な位置づけが与えられていくこ
とになる。
ただし、ニュルンベルク綱領のように研究の許容条件として研究対象者の同意を絶対視
する考え方は、そのまま受け入れられてきたわけではない。例えば、1964 年に世界医師会

*4

笹栗俊之訳 http://www.med.kyushu-u.ac.jp/recnet fukuoka/houki-rinri/nuremberg.html （アク
セス日：2021 年 11 月 28 日）
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（World Medical Association）が採択したヘルシンキ宣言では、治療の要素を含む研究

(clinical research combined with professional care) では「可能なら（if at all possible）」
同意を取得すべきとされており、同意を得る際の制約についてもニュルンベルク綱領ほど
具体的には書き込まれていなかった (World Medical Association, 1964)。ニュルンベル
ク綱領が求めるようなインフォームド・コンセントを真剣に実現しようとすれば、同意能
力のない小児や精神疾患患者を対象とする研究、同意を得る余裕のない緊急時の治療に関
する研究、研究対象者が膨大な数に上る研究などの実施が困難になるといった問題もあ
り、現在でもインフォームド・コンセントの是非をめぐる議論は絶えない。

6.1.2 研究と診療の区別
臨床研究倫理の他の重要テーマとしては、分野外の人にはあまり知られていないかもし
れないが、
「研究と診療の区別」がある (e.g. 田代, 2007)。医療実践において、とりわけ有
効な治療法が確立していないような場合には、診療と研究は曖昧になりがちである。その
ことは、前述したように、1964 年のヘルシンキ宣言に「治療の要素を含む研究（clinical

research combind wtih professional care）」というカテゴリが設けられていたことにも表
れている。しかし、臨床研究倫理が発展する中で、臨床研究一般を通常の医療行為から概
念的に区別し、この区別を基礎とした議論を積み重ねるようになっていく。
研究と診療の概念的区別が明確に引かれるようになったのは、1979 年のベルモントレ
ポート (Belmont Report) の影響が大きい。このレポートは、米国で 1974 年に制定さ
れた国家研究法（National Research Act）の規定によって設置された「生物医科学と行
動研究における被験者の保護のための国家委員会（The National Commission for the

Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research）」が作成した
ものである。この委員会は、研究と診療の境界や、臨床研究が守るべき倫理原則をまとめ
るよう求められ、メリーランド州・ベルモントカンファレンスセンターで報告書の草稿が
つくられたことから、公表された報告書はベルモントレポートと呼ばれている。ベルモン
トレポートは臨床研究倫理における「原則」を示したという点で、臨床研究倫理の歴史か
ら見て非常に大きな貢献だったと評価されている (笹栗, 2012)。
ベルモントレポートでは、「診療」を患者個人の福利を高めるためだけに行われる介入
と定義し、「研究」を仮説の検証を通じて一般化可能な知識を得るための活動と定義した。
この区別を引けば、二つの活動は、それぞれ別種の利益をもたらすものとして整理でき
る。つまり、「診療」とは目の前の患者個々人の利益のために行われる活動である一方、
「研究」は目の前の患者ではなく、得られた知識によって将来の患者に利益をもたらす活
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動なのである。このように整理すれば、この二つの概念から、医師にとって次のようなジ
レンマが生じることが明確になる (松井, 2013, p. 530 ただし改行を追加した)。
医療従事者は医療の提供に際して、患者の最善の利益のために行動すべき義務を
負っている。ここでいう患者とは医療実践に際して診察室などで出会う個別の “目
の前にいる”患者のことであり、医療従事者はその患者にとっての最善の利益とな
るように、個々の病態とニーズに応じた医療を施す責務を有している。ここでは患
者は医療従事者が施すべき医療の “目的”そのものとなる。
一方、医学研究者の義務とは “医学の発展とそのほか大勢の患者のケアの改善が
はかられる”ような研究を遂行し、社会や将来の患者に対して研究成果を還元する
ことにある。したがって、ここでの患者=被験者の役割は、第一義的には研究とい
う別の目的を完遂させるための “手段”にすぎない。
臨床研究の倫理的危うさは、かたや医療実践においては “目的”であったはずの
患者を、研究という別の目的のための “手段”として搾取するという矛盾、換言す
れば、医療従事者の責務と医学研究者との責務との間での利益相反の状態が同じひ
とりの医療従事者=医学研究者のなかに生じてしまうという点にある。
このような構図ゆえに、臨床研究倫理には、医療実践における倫理とは異なる独特な
テーマが数多く生じることになる。例えば、「研究」の実施を正当化するには、目の前に
いる患者の負担やリスクを正当化するだけの「社会的価値」が必要だという点は、ニュル
ンベルク綱領でも、ヘルシンキ宣言でも、ベルモントレポートでも言及され、臨床研究倫
理にとっての核心的な論点だと考えられてきた。しかし、「社会的価値」を備えた研究で
あることはどのような基準で判断するのか、そもそも全ての研究に「社会的価値」が必要
なのかといった論点について、今なお議論が続いている (cf. 田代, 2020, 第 6 話)。
診療と研究の混同に関係して生じる問題を一つ示すと、インフォームド・コンセント
における「治療との誤解（therapeutic misconception）」がよく議論されている (e.g. 丸,

2013)。これは、大まかには、「研究」に参加している患者が自分の受ける介入を「診療」
だと誤解してしまうという現象のことである。もう少し具体的に言えば、実際には効果不
明の治療法が試されたり、ランダム化やプラセボ投与など研究デザインに由来する治療制
限があるにもかかわらず、患者がそうした研究の特性を理解せず、最善の治療が受けられ
ると誤解してしまうという現象のことである。実際の研究参加者を対象にした多くの調査
で、この「治療との誤解」現象が生じていると報告されてきた (e.g. Lidz et al., 2004)。
現代では「治療との誤解」という言葉が多義的に使われているという問題もあるが (cf. 田
代, 2020, 第 4 話)、本稿では臨床研究倫理の要点を掴むことに注力し、この問題には立ち
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入らない。
「治療との誤解」をめぐる議論で問題になるのは、単に研究の説明がしばしば不十分で
あるということだけではない。患者にとって臨床研究の性質やその背景にある社会的ルー
ルの理解は決して容易ではなく、なんであれ医師が自分を治療してくれるのを期待してい
ることや、現場の医師にとって研究と診療の境界はどうしても曖昧になりがちであること
など、研究と診療の関係をめぐるより根本的な論点がいくつも関係する (cf. 田代, 2011,
第 4 章)。インフォームド・コンセントの是非をめぐる状況とも重なるが、「治療との誤
解」
、さらには「研究と診療の区別」そのものについて、いまだに論争が絶えない。

6.1.3 倫理審査制度の普及
ニュルンベルク綱領 (1947 年公表) も、世界医師会の採択しているヘルシンキ宣言 (1964
年初版採択) も、現代の臨床研究倫理のルーツとなる重要な倫理規範だと広く認められて
いる。しかし、それらをよく読むと、研究実施前に倫理審査を義務付ける規定は存在して
いない。歴史的な経緯としては、臨床研究倫理において倫理審査の重要性が認識されるよ
うになったのは、インフォームド・コンセントの重要性が認識されるようになった後で
ある。
倫理審査制度は米国で先行して普及したが、それには 1960-70 年代のいくつかのス
キャンダルが大きく影響したと考えられている。例えば、麻酔科医ヘンリー・ビーチャー

(1904-1976) は、患者に有害な介入を本人に黙って行っているような非倫理的臨床研究
を 22 件も列挙する論文を書き、大きな波紋を呼んだ (Beecher, 1966)。その論文でビー
チャーは、ある一流誌に掲載された 1964 年の研究を 100 個ほど順番に調べたら、そのう
ち 12 個は非倫理的に見えたと言い (p. 1355)、問題のある研究が決して稀ではないと警
鐘を鳴らしていた。
さらに、1972 年には、米国の公衆衛生局（Public Health Service）の下で行われてい
たタスキギー研究の非倫理性が職員の内部告発を通じて報道され、大きな問題になった

(Jones, 2008)。この研究は、アラバマ州のタスキギー市で梅毒にかかった黒人約 400 人
と健康な黒人約 200 人の自然経過を観察する研究として、1932 年の開始から 40 年間継
続したのだが、その間、多くの問題が放置されていた。研究対象者には梅毒に罹患してい
ることを告げていなかったし、1950 年頃には梅毒に対するペニシリンの有効性がわかっ
ていたにもかかわらず、研究対象者にはペニシリンの治療を行わず、治療法の存在を知ら
せてもいなかったのである。内部告発を通じた報道により、タスキギー研究の問題が世に
問われてようやく研究は中止となった。この事件の反響は大きく、後に様々な検証が行わ
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れ、多くの議論を巻き起こし、非倫理的な研究の代表例と見なされるようになっていく*5 。
こうした臨床研究のスキャンダルを受けて、臨床研究を医師たちの自主的管理に任せる
のではなく、外部から制限するための法制度が整えられていくことになる (cf. 宮野, 1975;
丸山, 1998)。

1974 年には、米国保健教育福祉省（Department of Health, Education, and Welfare*6 ）
がそれまで指針の形で示してきた臨床研究規制に法的な位置づけを与え、連邦行政規則

45 編 46 部「被験者の保護（Protection of Human Subjects）」が制定された。これはイ
ンフォームド・コンセントの義務付けをはじめとする臨床研究の許容条件を定めたもの
で、そうした条件を満たす研究計画であることについて施設内の委員会で審査を受けるこ
とが同省の助成金申請に必須とされた。この規則は後に様々な修正を受けるが、米国の他
の省庁でも採用され、「コモンルール（Common Rule）」と呼ばれる臨床研究一般の規制
として機能するようになる*7 。
また、1974 年には国家研究法も制定されている。同法により前述の「生物医科学と行動
研究における被験者の保護のための国家委員会」が設置され、ベルモントレポートを公表
することにつながった。また、同法でも委員会による審査の定めがあり、米国保健教育福

*5

現在ではタスキギー研究は非倫理的な研究の代名詞と言えるほど悪名高いものの、実際のところ何が問題
だったのかは議論のあるところである。例えば、次のような論点がある (cf. Pence, 2000, ch. 10)。
• タスキギー研究の行われた当時はインフォームド・コンセントという考えがまだ浸透していなかったの
だから、この研究で対象者に研究を説明して同意を得なかったことを責めるのは時代錯誤だ。
• 黒人たちは貧しさのために治療を受けられなかっただろうから、彼らを観察しただけのタスキギー研究
は対象者に危害を加えたわけではない。
• 梅毒の進行した患者に対してペニシリンが有効かどうかはわからなかったのだから、研究開始から十数
年経過してペニシリンが利用可能になったからといって、それを使った治療が必要だったとは言えない。
これらの論点をここで詳しく論じる余裕はないが、先行研究 (ibid.) を踏まえれば、タスキギー研究はや
はり問題があったと言える。第一に、研究者たちは研究対象者やその周囲へのリスクの最小化を目指すべ
きだったのであり、この点についてタスキギー研究で最善が尽くされたとは言えない。例えば、梅毒の罹
患について研究対象者に知らせておけば、周囲への感染拡大を防ぐことができたかもしれない。第二に、
研究者たちは被験者のリスクを正当化するだけの社会的価値のある研究を行うべきだったが、タスキギー
研究は非常に杜撰であり、結局のところ有益な知識が得られなかった。タスキギー研究が対象者にあから
さまな危害を加えていなかったのだとしても、無駄な犠牲を強いたことは非難に値する。
*6 1979 年より米国保健福祉省（Department of Health and Human Services）に改称した。
*7 1991 年に多くの省庁で採用されたコモンルールについては、法学者の丸山英二による邦訳が閲覧できる
（http://www2.kobe-u.ac.jp/~emaruyam/medical/Articles/article.html アクセス日：2021 年 11
月 28 日）。なお、正確に言えば、連邦行政規則 45 編 46 部には当初 4 つのサブパート（現在は五つ）が
あり、コモンルールとして省庁横断で採用されたのは研究対象者の保護を包括的に定めたサブパート A
である。サブパート B から D は特定の社会的弱者を対象とする研究に追加的保護を求める規則であり、
サブパート B は妊婦や胎児を対象とする研究、サブパート C は囚人を対象とする研究、サブパート D は
小児を対象とする研究に適用される。サブパート E は 2009 年に新しく導入され、IRB の登録について
定めている。
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祉省の助成金申請者に対し、同省の定めた基準を満たす施設内審査委員会（Institutional

Review Board: IRB）の設置を義務付けていた。同法に登場した IRB という用語はその
後、倫理審査を行う機関を意味する用語として広く普及することになる。
歴史を詳しく辿ると、米国ではこうした法制化の前から倫理審査が導入され始めていた
が (宮野, 1975; 土屋, 2010; McCarthy, 2008)、本稿ではそうした背景を割愛する。本節
で重要な論点は、非倫理的研究のスキャンダルが追い風となって、研究実施前の倫理審査
が制度として確立していったということである。そのような制度は、米国の法律に導入さ
れたばかりではなく、1975 年のヘルシンキ宣言の改訂でも倫理審査の規定が追加される
など (World Medical Association, 1975)、国際的に受け入れられていく。ただし、具体
的な制度は国によって様々であり (土屋, 2010; 武藤, 2012)、現在でも倫理審査のあり方
は見直され続けている (田代, 2017, 2018)。

6.2 日本の倫理審査制度の概要
日本では現在、多くの医療機関に様々な「倫理委員会」が存在している。そのため、委
員会の名称ではなく実際に担っている役割に注目する必要がある。本稿 6.1.2 節で「研究」
と「診療」の区別を紹介したが、倫理委員会の整理にもこの区別が便利である (cf. 赤林

, 2002)。この区別に従えば、一方には臨床研究の実施について「審査」する倫理委員会
があり、他方には病院の診療業務について「審議」する倫理委員会があるということにな
る。ひとまず、前者を「研究倫理委員会」、後者を「病院倫理委員会」と呼ぶことにしよ
う。なお、「審査」と「審議」のニュアンスの違いについては後ほど触れる。
本稿にとって重要なのは研究倫理委員会であるが、病院倫理委員会について少し補足し
ておこう。病院倫理委員会は、大まかに言えば、病院内の診療業務に関係して生じる生命
倫理や医療倫理の問題を議論するための委員会である。病院倫理委員会は、何らかの申請
に対して許可を与えるというよりは、解決の困難な問題を共同で「審議」することが主な
役割である。英語では Hospital Ethics Committee の頭文字をとって HEC と呼ばれる
ことが多い。
病院倫理委員会で議論される具体的な問題としては、例えば、終末期医療での治療継続
について患者の意思を尊重することの是非や、宗教上の理由から輸血を拒否する患者の治
療方法など、患者を直接受け持っている医療従事者だけでは結論を出しにくいような難し
い問題が考えられる。個々の患者への対応だけでなく、施設内の医療倫理教育を担った
り、施設内の診療上の全般的方針を議論することもあり、例えば、病院内で使用する手術
時の説明文書について助言するといった仕事もありうるだろう。研究倫理委員会に比べる
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と、病院倫理委員会は構成要件や審議方法について国内共通のルールが定められていない
点で制度的な基盤はまだ弱いものの (前田, 2021)、病床数の多い大病院を中心に徐々に普
及してきている (長尾他, 2005)。
ここからは研究倫理委員会に注目していく。研究倫理委員会の主な役割は、臨床研究の
実施前に研究計画書を「審査」することである。研究倫理委員会のほとんどは、研究実施
の許可を判定したり、修正の必要な点を述べる権限を制度的に保証されているため、単
に問題を議論するというよりも「審査」に主眼が置かれている。とはいえ、一旦研究の許
可を与えた後でも、実施中の研究の経過を確認したり、有害事象が発生した場合に研究
の中止の判断を下す場合もあり、実践的には様々な役割を担う。英語では本稿 6.1.3 節で
紹介したように IRB と呼ばれる他、Ethical Review Committee という名称が使われた
り*8 、最近では Research Ethics Committee という名称が使われることも多い*9 。この

Research Ethics Committee は REC と略されており、病院倫理委員会が HEC と略され
ることと併せて、REC と HEC を研究と診療についての対照的な委員会として整理する
と、全体の構図がわかりやすくなる。
研究倫理委員会という括りの中にも、様々な委員会が存在している。これらの委員会
は、臨床研究の実施前に研究計画書を審査するなどの基本的な共通点はあるものの、根拠
となる法や倫理指針が違っており、そのため審査の基準や委員会の構成要件が異なってい
る。さらに細かく見れば、各研究機関独自のルールが定められていることもある上に、委
員会によって審査の質が違っているという問題も指摘されており、現状では研究倫理委員
会の内実はかなり多様だと評価するのが妥当だろう。本節では個々の倫理審査の質まで踏
み込んだ検討はしないが、国内の研究倫理委員会を制度的側面から分類して、日本の状況
をもう少し具体化しておきたい。
日本での研究倫理委員会の普及は、大まかには次の四段階に分けて整理できる*10 。ま
ず第一に、1980 年前後の先駆的取り組みとして、放射線影響研究所、札幌医科大学、徳島
大学が人を対象とする研究の実施について審議する委員会を設置した (平良, 2003; 會澤,

2018)。第二に、1980 年代後半に厚生省の下で治験に関する制度の整備が進められ、新し

*8

*9

*10

2000 年頃のヘルシンキ宣言や CIOMS ガイドラインでこの名称が使われている (e.g. World Medical
Association, 2000; Council for International Organizations of Medical Sciences, 2002)。
最近のヘルシンキ宣言や CIOMS ガイドラインではこの名称に変わっている (e.g. World Medical
Association, 2008; Council for International Organizations of Medical Sciences, 2016)。
この整理は土屋 (2010) による整理と概ね共通している。土屋は日本における医学研究の審査の普及を三
段階にまとめており、1980 年代に医科系大学で「倫理委員会」が自発的に設置され、1990 年代から医薬
品開発のために「治験審査委員会」が整備され、2000 年以降は行政指針に基づいて「倫理審査委員会」が
設置されたとしている。本稿ではこの三段階に 2017 年の臨床研究法を追加している。
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く策定された「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」に沿って、多くの医療機関に「治
験審査委員会」が設置されるようになった (小林, 1989; 川合, 1989)*11 。第三に、2000 年
頃から行政機関が主導して法的拘束力のない指針の整備が進められ、それら指針の規定に
基づいて「倫理審査委員会」が設置されるようになる*12 。第四に、2017 年に臨床研究法
が制定され、上記のものとは異なる委員会として、同法の定める「認定臨床研究審査委
員会」が設置されるようになった。この認定臨床研究審査委員会の英語名称は Certiﬁed

Review Board であり、一般に CRB と略称されている。なお、以上の他にも 2019 年に
再生医療等の安全性の確保等に関する法律が制定され、同法の定める「認定再生医療等委
員会」も設置されるようになったが、本稿では臨床研究全般に関わる制度に焦点を当て、
再生医療を専門的に扱う同法については省略する。
制度的要請に従って設置された研究倫理委員会に注目すれば、現在は (a) 治験審査委員
会 (IRB)、(b) 倫理審査委員会、(c) 認定臨床研究審査委員会 (CRB) の三種類がある。前
述の研究倫理委員会 (REC) と病院倫理委員会 (HEC) の区別に加え、研究倫理委員会の
うちに (a) から (c) の三種類の委員会があることを踏まえると、日本の医療機関に設置さ
れている倫理委員会の全体像は、次の図 6.1 のように整理できる。
本稿では REC と HEC を「研究」と「診療」の区別に対応させているが、(a) が IRB、

(c) が CRB と呼ばれるため、(b) を特に指して REC と言うこともある。いずれにしろ名
称より実際の役割が重要であり、以下では (a) から (c) をもう少し詳しく検討する。その
際、各委員会の背景となる制度全体を解説する余裕はないため、次の三点を中心に要点を
まとめる。第一に、各種の委員会がどのような研究を対象に審査を行うのか、つまり各制
度の適用範囲である。第二に、各種の委員会の審査の目的である。第三に、各種の委員会
の構成要件である。

*11

1985 年に新薬の臨床試験の実施に関する専門家会議が「医薬品の臨床試験の実施に関する基準（案）」を
発表し、準備期間を経て 1989 年に「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」が厚生省の通知として定め
られた。これは旧 GCP (Good Clinical Practice の略称) と呼ばれるもので、その後、1997 年に「医
薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」が制定されており、こちらは一般に GCP 省令と呼ばれてい
る。なお、GCP 省令の原案は、医薬品規制調和国際会議 (International Council for Harmonisation
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use: ICH) が国際的な共通基準として
策定したものである。ICH は臨床研究に関する多くの基準を策定しており、それらの基準は ICH-GCP
と総称されている。
*12 ただし、2000 年以前にも先行例がある。1994 年に厚生省が定めた「遺伝子治療臨床研究に関する指針」
は、研究を実施する施設に「審査委員会」を設置し、遺伝子治療臨床研究の実施計画を審査するよう求め
ていた。この委員会が 2000 年以降の国内倫理指針のモデルになったと考えられる (cf. 武藤, 2012)。
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図 6.1: 日本の医療機関に設置されている倫理委員会の整理

6.2.1 治験審査委員会 (IRB)
治験審査委員会は、その名の通り治験を審査する委員会である。治験は、臨床試験全般
を意味する言葉として使われることもあるが、ここで論じるのはいわゆる薬機法（「医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」*13 ）に定められた臨床
試験である。現在では非常に多くの医療機関が治験審査委員会を設置しており、2021 年

10 月 31 日時点では少なくとも 1282 の委員会が存在している*14 。
治験が何かを簡潔にまとめるなら、国から医薬品・医療機器等の承認を得る目的で、法
の定める基準に沿って行われる臨床試験のことだと言えよう。多くの国でそうであるよう
に、日本でも、医薬品や医療機器は法的に厳しく管理されており、製造販売前に所定の行
政機関（厚生労働省）から承認を得ることが法的に求められている。このような承認制度
において、当局側では申請を受けた製品に有効性や安全性が確保されているかを判定する
必要があり、そのため製品開発側には当該製品の有効性や安全性についての情報を当局に
提出することが義務付けられる。治験はこの承認制度の一部を構成するものとして位置付

*13

本節で示す条文は、本稿執筆時点のもの（令和元年法律第六十三号による改正）を参照している。
医薬品医療機器総合機構（同機構については 7.1 節の脚注*7 参照）が収集・公開している情報による
（https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0008.html アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
。た
だし、IRB 登録が法的に義務付けられているわけではないため、国内の IRB の総数とは異なる可能性が
ある。

*14
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けることができる。
逆に、そうした位置づけの与えられない臨床試験は治験とは言えない。例えば、未承認
の医薬品の効果を検証するために、患者を対象にしたランダム化比較試験を行うとして
も、治験として行う場合と、治験以外の医学の研究として行う場合とでは、その臨床試験
に適用される制度が大きく異なる*15 。要点として、医薬品の承認を目的とせず、臨床試
験の結果が学術論文として公表されるだけの場合には、ここで言う治験にはあたらない。
薬機法の条文を確認すると、第 14 条第 1 項にて、医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販
売をしようとする者は品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなけ
ればならないと定められている。医薬品・医薬部外品・化粧品以外でも、医療機器・体外
診断薬については第 23 条の 2 の 5 第 1 項にて、再生医療等製品については第 23 条の 25
第 1 項にて、同様に厚生労働大臣の承認を受けなければならないと定められている。これ
らの承認を受けようとする者は、臨床試験の試験成績に関する資料を申請書に添付して申
請しなければならず、その際、（厚生労働省令で定められた一部の例外はあるが）厚生労
働省令の定める基準に従って収集・作成された資料であることが必要だと規定されている
（第 14 条 3 項、第 23 条の 2 の 5 第 3 項、第 23 条の 25 第 3 項）。
治験という用語自体は同法の第 2 条第 17 項で定義されており、先程の規定（第 14 条 3
項、第 23 条の 2 の 5 第 3 項、第 23 条の 25 第 3 項の規定）により提出すべき資料のうち
「臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施」が治験だとされる。
第 80 条の 2 第 2 項では、治験の依頼をしようとする者・自ら治験を実施しようとする
者が、あらかじめ、厚生労働省令の定めに従って厚生労働大臣に治験の計画を届け出るこ
とを義務付けている。そして、第 80 条の 2 第 4 項および第 5 項は、治験の依頼をした者・
治験の依頼を受けた者・自ら治験を実施しようとする者が厚生労働省令で定める基準に従
うことを義務付けている。
ここまで薬機法の条文をごく簡単に確認してきたが、治験の実施に関する基準は厚
生労働省令にて定めるという箇所があった。そこで言われている厚生労働省令とは、

GCP(Good Clinical Practice) 省令と呼ばれるものである。現在は治験を行う製品の種
類に応じて、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」、「医療機器の臨床試験の実
施の基準に関する省令」、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」があ
り、それぞれ医薬品 GCP、医療機器 GCP、再生 GCP などと呼ばれている*16 。三つの
*15

治験以外の医学の研究と言っても、本稿 6.2.2 節で説明する行政指針の下で行う場合と、6.2.3 節で説明
する臨床研究法の下で行う場合とでは、適用される制度が大きく異なる。これらの違いは後ほど解説す
る。
*16 各省令にはさらに細かい部分について述べられたガイダンスも公表されている。2021 年 7 月 30 日付で、
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GCP 省令の間には微妙な違いもあるが、本稿では各省令に共通する基本的な要素にのみ
焦点を当て、以下では医薬品 GCP の条文を参照する。
治験審査委員会について述べられているのは、GCP 省令の第四章第一節である。第 32
条では治験審査委員会の責務が定められており、治験審査委員会は、「審査の対象とされ
る治験が倫理的及び科学的に妥当であるかどうかその他当該治験が当該実施医療機関にお
いて行うのに適当であるかどうかを、次に掲げる資料に基づき審査し、文書により意見を
述べなければならない」とされている。文中に登場する「次に掲げる資料」とは、具体的
には、治験実施計画書、被験者に対する説明文書、モニタリングや監査について定めた手
順書、被験者の募集広告、治験責任医師の履歴書、利益相反に関する資料などである*17
治験審査委員会の構成は第 28 条第 1 項で定められ、次の五つの要件が示されている。
一 治験について倫理的及び科学的観点から十分に審議を行うことができること。
二 五名以上の委員からなること。
三 委員のうち、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有
する者以外の者（次号及び第五号の規定により委員に加えられている者を除く。）
が加えられていること。
四 委員のうち、実施医療機関と利害関係を有しない者が加えられていること。
五 委員のうち、治験審査委員会の設置者と利害関係を有しない者が加えられている
こと。
このうち、三番目の要件で求められる委員を「非専門委員」や「一般委員」
、四番・五番の
要件で求められる委員を「外部委員」などと呼ぶことがある。省令本文にはないが、ガイ
ダンスでは「少なくとも委員の１人は、医学・歯学・薬学等の自然科学以外の領域に属し
ていること」や、「治験審査委員会は、男女両性で構成されることが望ましい」など、追

医薬品 GCP ガイダンスが改正、医療機器 GCP ガイダンスが一部改正、再生 GCP ガイダンスが新たに
策定された。なお、本節で示す条文は、本稿執筆時点のものを参照している（令和二年厚生労働省令第百
五十五号による改正）。
*17 省令本文では次のように定められている。
一 第十条第一項各号又は第十五条の七各号に掲げる文書
二 被験者の募集の手順に関する資料
三 第七条第五項又は第十五条の四第四項に規定する情報その他治験を適正に行うために重要な情報を記載
した文書
四 治験責任医師等となるべき者の履歴書
五 その他当該治験審査委員会が必要と認める資料
このうち五番目について、ガイダンスでは「企業との連携がある場合、利益相反に関する資料等」と例示
している (医薬品 GCP ガイダンス, p. 100)
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加的な条件が示されている（医薬品 GCP ガイダンス, pp. 84–85）。また、第 29 条では、
審議および採決に参加できない委員について、次の三つを示している。
１）

治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者

２）

自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者

３）

実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者

要点をまとめると、治験審査委員会とは、薬機法の定める治験の審査を行う委員会であ
る。治験審査委員会の審査の目的は、治験が倫理的・科学的に妥当であることを審査する
ことである。その目的が達成できるよう、治験審査委員会では医学の専門家だけでなく、
非専門家委員や外部委員を交えて審査を行い、審査対象の治験に関係を持つ者は審査に加
わることができないようになっている。

6.2.2 倫理審査委員会
前述の通り、2000 年頃から、臨床研究や遺伝子解析研究、再生医療研究についての倫理
指針が行政機関の下で多数策定された。これらはいずれも、行政機関が主導して策定しつ
つも法的拘束力がない指針であることから、一般に「行政指針」あるいは「倫理指針」な
どと総称されている。本稿では「行政指針」という用語を採用することにして、主な行政
指針を表 6.1 にまとめる。表中の行政指針は、いずれも研究実施前に「倫理審査委員会」
の審査を受けることを求めていたため*18 、国内の多くの機関に倫理審査委員会が設置さ
れることになった。現在、倫理審査委員会は厚生労働省の Web サイトに登録することが
義務付けられており*19 、そのサイトに登録されている委員会数は、本稿執筆時点（2021
年 11 月 28 日）で 2100 を超えている*20 。
大量の行政指針が並存する状況は、研究分野に応じて従うべきルールが細かく設定され
てきたという側面もあるが、ある意味では「指針の乱立」とも言うべき事態であり (笹栗,

2012)、現場に混乱や煩雑な事務作業を生じさせていることが問題視されてきた。そこで、
近年は上述の行政指針を統合する動きが進められている。2014 年には「疫学研究に関す
*18

「遺伝子治療臨床研究に関する指針」のみ「審査委員会」という名称だが、位置づけはほぼ同じである。
例えば、以下で説明する「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の第 16 の 2(3) にお
いて、倫理審査委員会の設置者は、当該委員会の運営を開始するにあたって、委員会規定と委員名簿を研
究倫理審査委員会報告システム (https://rinri.niph.go.jp/toppage.aspx) に公表することが義務付けら
れている。
*20 委員会の設置に関する注意点として、一つの倫理審査委員会を複数の行政指針に適合させるか、異なる行
政指針に応じて別々の委員会を設置するかは研究機関毎の判断に任されている。また、審査課題数が多い
研究機関などでは、一機関で複数の倫理審査委員会を設置していることもある。
*19
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表 6.1: 臨床研究・生命科学研究についての行政指針一覧（改正や廃止は省略）
制定年

指針の名称

関係省庁

1994

遺伝子治療臨床研究に関する指針

厚生省

2000

遺伝子解析研究に付随する倫理問題等に対応す

厚生省

るための指針

2001

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

文部科学省・厚生労働省・
経済産業省

2001

ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針

文部科学省

2002

疫学研究に関する倫理指針

文部科学省・厚生労働省

2003

臨床研究に関する倫理指針

文部科学省・厚生労働省

2006

ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針

厚生労働省

2010

ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関

文部科学省・厚生労働省

する倫理指針

2014

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

文部科学省・厚生労働省

2015

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

厚生労働省

2019

ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究

文部科学省・厚生労働省

に関する倫理指針

2021

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

文部科学省・厚生労働省・

倫理指針

経済産業省

る倫理指針」と「臨床研究に関する倫理指針」が「人を対象とする医学系研究に関する倫
理指針」に統合された。2021 年にはこれに「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指
針」も統合され、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が策定され
た。この「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」は現在最も包括的な
指針であり、これを生命医学系指針と略称することにして、本節では同指針に注目する。
生命医学系指針は九章・二十一項目からなり、この内容の詳細な解説をまとめた「人を
対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」(2021 年 4 月 16 日策定)
は 170 ページにも及ぶ。ガイダンスの中で最もページ数が割かれているのは第４章「イン
フォームド・コンセント等」であり、約 50 ページも費やされている。これは、臨床研究
倫理が従来からインフォームド・コンセントに重点を置いてきたという背景もあるが、同
指針が幅広い研究を適用範囲にとる一方で、研究の内容によって必要な手続きが細かく分

144

6.2. 日本の倫理審査制度の概要
けられていることが大きく影響している。実際の倫理審査ではガイダンスに即して研究計
画を審査する必要があるため、ガイダンスに書かれている具体的内容まで検討することが
重要になるが、本稿ではそこまで詳細に立ち入って検討する必要はない。以下では生命医
学系指針の基本的な要素の理解に目的を絞り、生命医学系指針の位置付けと、同指針にお
ける倫理審査委員会の規定について説明する。
生命医学系指針の位置付けは、その適用範囲に注目するとわかりやすい。同指針第 3 の

1 にて、生命医学系指針の対象は「我が国の研究機関により実施され、又は日本国内にお
いて実施される人を対象とする生命科学・医学系研究」であると述べられている。文中に
登場する「人を対象とする生命科学・医学系研究」には指針内で定義が与えられているの
だが（第 2(1)）、この定義は非常にわかりにくく境界があいまいなため、要点として、こ
、、、
の定義には人を対象とする研究が幅広く含まれるという説明に止めたい*21 。
これに加えて、第 3 の 1 では「ただし、他の指針の適用範囲に含まれる研究にあって
は、当該指針に規定されていない事項についてはこの指針の規定により行う」とされてい
る。再生医療や遺伝子治療など、特別な領域を対象とする指針に該当する研究では、それ
らの指針と生命医学系指針を「重ねて」遵守することが求められていのである。このこと
、、、、
から、生命医学系指針は、医学全般についての基本的な指針としての位置付けが与えられ
ていることがわかるだろう。
第 3 の 1 にはさらに続きがあり、「法令の規定により実施される研究」や「法令の定め
る基準の適用範囲に含まれる研究」は対象外だとされている（第 3 の 1 アおよびイ）。こ
こに当てはまるのが、前節で述べた治験や、次節で述べる臨床研究法の下での研究であ
、、、、、、、、、、、、、
る。つまり、生命医学系指針は、法律ではカバーされていない範囲の研究を統制するもの
と位置付けられている*22 。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
以上から、生命医学系指針は、生命科学・医学系の幅広い研究のうち、法律ではカバー
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
されていない範囲についての基本的な指針という風に位置付けることができる。

*21

管見ではあるが、この定義の曖昧さは深刻な問題である。というのも、この定義次第で生命医学系指針の
適用範囲に含まれるかどうかが変わり、つまりは倫理審査の要否が変わるからである。特に、医療機関以
外で医師以外が人を対象とする研究を行う場合には、生命医学系指針の要件を満たす倫理審査委員会が所
属機関内に設置されていないことが多く、生命医学系指針を理解し研究計画書を書くという習慣もないた
め、実践的には生命医学系指針の遵守は非常に困難である。しかし、もし生命医学系指針の適用範囲に含
まれる研究だとすれば、倫理審査を受けずに研究を実施することは生命医学系指針に対して「不適合の程
度が重大」（指針ガイダンス, p. 123）であって、厚生労働大臣への報告や公表が必要ということになっ
てしまう（指針第 11 の 3(1)）
。
*22 ただし、同指針のガイダンスにも書かれているように（p. 1）
、研究に当たっては同指針だけでなく「個
人情報の保護に関する法律」等も遵守する必要があるため、同指針の適用範囲となる研究であればあらゆ
る法令の適用除外になるということではない。
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なお、この指針がどの程度の拘束力を持つのか疑問に思うかもしれない。前述の通り、
生命医学系指針自体は法令に基づく規制ではなく、違反者に対する罰則も定められていな
い。とはいえ、多くの学協会や行政機関が生命医学系指針の重要性を認めてその遵守を求
めている。例えば、生命医学系指針の違反が明らかになった研究に対し、学術雑誌の編集
委員会が論文の投稿・掲載を拒否する可能性や、研究資金の配分機関が助成申請資格の停
止を判断する可能性、さらに生命医学系指針の違反が報道されることで研究機関や研究者
の評判を大きく損ねる可能性がある。こうした可能性が指針逸脱に対する抑止力になると
考えられるため、生命医学系指針は法的拘束力を持たないものの、実践的には一定の拘束
力を有するというのが妥当な評価だろう。
倫理審査委員会に関する規定は、生命医学系指針の第 8 章である。倫理審査委員会は、
「研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたときは、この指針に基づ
き、倫理的観点及び科学的観点から、当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反に
関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書又は電磁的方法により意見を述べ
なければならない」
（第 17 の 1(1)）とされており、これが倫理審査委員会の基本的な役割
となる。
倫理審査委員会の構成要件は第 17 の 2(1) にて定められており、次の要件（なお 1 から

3 は一人の人が同時に兼ねることができない）を全て満たしていなければならない。
1 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれていること。
⃝
2 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
⃝
3 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者が含まれて
⃝

いること。
4 倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しない者が複数含まれていること。
⃝
5 男女両性で構成されていること。
⃝
6 5 名以上であること。
⃝

これらの要件から、前節で紹介した治験審査委員会と同様に、非専門家の委員や、外部の
委員が審査に加わるよう意図されていることがわかる。治験審査委員会との違いは、「倫
理学・法律学の専門家等」が要件として定められている点である。また、倫理審査委員会
では、審査対象の研究の実施に携わる研究者や研究責任者は審査に参加できないという規
定はあるが (第 17 の 2(2) および (3)、治験審査委員会では治験依頼者・実施者と「密接
な関係を有する者」まで審査への参加が禁止されているため、相対的には緩やかな制限に
なっている。
以上をまとめると、倫理審査委員会は、生命科学・医学系の幅広い研究のうち、法律で
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はカバーされていない範囲の研究を審査する委員会である。倫理審査委員会の審査の目的
は、治験審査委員会と概ね同じで、研究の倫理性と科学性について審査することである。
その目的が達成できるよう、医学の専門家、倫理・法の専門家、一般の立場の委員によっ
て倫理審査委員会が構成される。

6.2.3 認定臨床研究審査委員会 (CRB)
臨床研究法*23 は、ディオバン事件（本稿第 7 章参照）をはじめ、近年連続して発生し
た臨床研究の問題に対応するため、新たに導入された規制である。同法は 2017 年 4 月 14
日に公布され、2018 年 4 月 1 日から施行された。同法に基づいて厚生労働省の認定を受
けた「認定臨床研究審査委員会」が設置されるようになり、2021 年 1 月 31 日時点では

121 の委員会が存在している*24
臨床研究法は、先行する報告書が示した方針に大きく影響を受けている。とりわけ、

2014 年 12 月 11 日に公表された「臨床研究に係る制度の在り方に関する報告書」では、
臨床研究法につながる制度改革の方針がある程度具体的に示されていた。本節ではその中
でも、法の適用範囲と認定臨床研究審査委員会に関係する二点に注目したい。
一点目として、同報告書は新しい法規制の必要な研究の範囲について、次のように述べ
ていた (pp. 9–10)。
我が国の制度の在り方としては、全ての臨床研究に一律の法規制等を課すのでは
なく、欧米の制度を参考に、医薬品・医療機器等に関する臨床研究について、臨床
研究に参加する被験者に対するリスクと、研究結果が医療現場の治療方針に与える
影響の度合い等の社会的リスクの双方を勘案した範囲とすることが妥当である。こ
のことから、その対象範囲としては、未承認又は適応外の医薬品・医療機器等を用
いた臨床研究が妥当であり、また、医薬品・医療機器等の広告に用いられることが
想定される臨床研究を対象とすることも求められる。
このような意見に沿って、臨床研究法では「臨床研究」と「特定臨床研究」の区別が導
入された（同法第 2 条第 1 項および第 2 項）。「臨床研究」とは、「医薬品等を人に対して
用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究」であり、ただ

*23

法本文は本稿執筆時点のものを参照している（令和元年法律第六十三号による改正）。施行規則について
も同様である（令和二年厚生労働省令第百号による改正）。
*24 厚 生 労 働 省 の 公 表 す る「 認 定 臨 床 研 究 審 査 委 員 会 一 覧 」よ り
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html）
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し治験やいわゆる観察研究などは除外される*25 。「特定臨床研究」は、
「臨床研究」に該当
するもののうち、いわゆる未承認・適応外*26 の医薬品等を用いるものと、企業からの資金
提供等を受けるものが該当することになる。
「特定臨床研究」を実施する者は、法の定める「臨床研究実施基準」に従う義務がある
が、「臨床研究」を実施する者は努力義務があるだけである（第四条）。このため、「臨床
研究」に該当する研究では、臨床研究法に従ってもよいが、生命医学系指針に従ってもよ
い。別の見方をすれば、臨床研究法は、生命医学系指針の適用範囲にある研究のうち、
「特
定臨床研究」に該当するものを特に法的規制の対象として抜き出していると言える。
「臨床研究に係る制度の在り方に関する報告書」の二つ目の注目点は、倫理審査の質の
問題に言及する箇所である (pp. 10–11)。
現在、我が国の倫理審査委員会は、倫理指針に基づき登録されているものだけで
も約 1,300 あるといわれており、個々の審査能力や体制が十分でなく、審査の質が
確保されていないのではないかとの懸念がある。限られた人材を活用しつつ、審査
における一定の質を確保するためには、将来的には、地域や専門領域等に応じた倫
理審査委員会の集約化を図っていくことが必要と考えられる。その際には、倫理審
査委員会が適切に審査を行うことができるよう、様々な支援の方策についても併せ
て検討が必要である。
これらを踏まえ、当面の対応としては、まずは、対象となる臨床研究について、
現行の倫理指針でも、研究計画の妥当性等についてあらかじめ倫理審査委員会の審
査を受けることを求められているが、その審査等を行う倫理審査委員会の役割や審
査すべき内容を明らかにしつつ、具備すべき委員構成等の要件を設定するなど、そ
の質を確保するための方策を検討することが必要である。また、倫理審査委員会
は、研究開始時点だけでなく、不適正事件への対応を含め研究の途中段階において
も、必要な対応を積極的に行っていくべきである。
*25

臨床研究法施行規則第 2 条第 1 号では、「臨床研究」から除外される研究として「研究の目的で検査、投
薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な
医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究」を定めている。これにより、いわゆる観
察研究（生命医学系指針の「介入」のない研究）が臨床研究法の対象外にあたると考えられるものの、実
のところ、この条文は曖昧である。そのため、臨床研究法の定める「臨床研究」がどこまでの範囲の研究
を含むかは法施行当初から大きな問題となり、その他の条文解釈も含め、厚生労働省は Q&A を通じた説
明を随時行ってきた。2019 年 11 月 13 日にはそれまでの Q&A をまとめた「臨床研究法の施行等に関す
る Q&A(統合版) について」が公表されている。
*26 未承認とは、大まかには、本稿 6.2.1 節で説明した国の承認を受けていないということである。適応外と
は、こちらも大まかに言えば、承認を受けた医薬品等を、承認を受けた使い方とは異なる使い方をするこ
とである。
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6.2. 日本の倫理審査制度の概要
なお、倫理審査委員会が適切に機能するためには、個々の委員の資質だけでなく、
事務局機能を含めたシステムとして機能していることが必要であると考えられ、こ
の点についても配慮が必要である。
このような指摘に沿って、臨床研究法では、「臨床研究審査委員会」を設置する者が国
から委員会の「認定」を受けるという制度が盛り込まれた。その認定の要件は臨床研究法
施行規則第 66 条に定められており、第 1 項では、
「臨床研究審査委員会は、倫理的及び科
学的観点から審査意見業務を行うことができるよう、次項から第四項までに掲げる要件を
満たす場合には、認定を受けることができる」とされている。第 2 項では、委員会の体制
について次の条件が示されている。
一

臨床研究審査委員会に、委員長を置くこと。

二

次に掲げる者から構成されること。ただし、イからハまでに掲げる者は当該イか
らハまでに掲げる者以外を兼ねることができない。
イ

医学又は医療の専門家

ロ

臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊重に関して
理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者

ハ

イ及びロに掲げる者以外の一般の立場の者

三

委員が五名以上であること。

四

男性及び女性がそれぞれ一名以上含まれていること。

五

同一の医療機関（当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。）に所属して
いる者が半数未満であること。

六

臨床研究審査委員会を設置する者の所属機関に属しない者が二名以上含まれてい
ること。

七

審査意見業務を継続的に行うことができる体制を有すること。

八

苦情及び問合せを受け付けるための窓口を設置していること。

九

臨床研究審査委員会の運営に関する事務を行う者が四名以上であること。

第 66 条の第 3 項および第 4 項は業務規定や委員会運営についての要件であり、本稿の関
心から外れるため省略する。また、以上とは別に、一定の関係を持つ者について審査への
参加を禁じる規定もある（第 81 条）。
臨床研究法では委員会の構成要件に医学・医療の専門家が含まれているが、その他にも
専門家からの評価を取り入れる仕組みがある。施行規則第 80 条では認定臨床研究審査委
員会の審査意見業務について定めており、そこでは「技術専門員」について述べられてい
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る。
「技術専門員」とは、「審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家及び毒性学、薬力
学、薬物動態学等の専門的な知識を有する臨床薬理学の専門家、生物統計の専門家その他
の臨床研究の特色に応じた専門家」であり、審査の際に評価書を提出し、必要に応じて意
見を述べる役割を担う。
認定臨床研究審査委員会についても、適用範囲・目的・委員構成についてまとめておこ
う。この委員会が扱う研究の範囲は、臨床研究法の定める特定臨床研究である。この委員
会の審査の目的は、治験審査委員会や倫理審査委員会と大まかには同じで、研究の倫理性
と科学性を審査することである。ただし、技術専門員による評価書など、科学性の審査に
ついてより厳しく審査する制度になっていることに特徴がある。認定臨床研究審査委員会
の委員構成は、さきほど確認した通り、他の研究倫理委員会よりも厳しい要件が課され、
国の認定を受ける必要がある。

6.3 小括
本章では臨床研究倫理について初歩的な内容の概説を行った。臨床研究は、科学的知識
を生み出すことで将来に利益をもたらしうる一方で、その利益のために目の前の人間を道
具として扱うことになるというジレンマを抱えている。人に危害を加え、人権を蔑ろにし
た悪名高い研究の実例は多い。そうした過去の経験から、臨床研究倫理では、倫理審査制
度を始めとする制度的な対策を生み出してきた。例えば現在では、臨床研究の実施に先
立って、インフォームドコンセントを適切に得ることや、研究のリスクを正当化するだけ
の社会的利益の見込みがあることについて、医療機関外部の人間（一般市民や、法・倫理
の専門家など）を交えた倫理委員会の審査を受けることが必要とされている。
もちろん、臨床研究の実施を正当化するために満たすべき条件は他にもあるが、これま
での臨床研究倫理の議論は概して、研究対象者の保護に関心が向けられてきた。このよう
な関心のあり方は、次章で扱うディオバン事件において、臨床研究の科学性が問題になっ
たこととは対照的である。たしかに、倫理審査制度では、研究の倫理性だけでなく科学性
も審査することが目的として掲げられていた。しかし、科学性の審査については、十分な
関心が向けられてこなかった。ディオバン事件を受けて、臨床研究の信頼性確保が重要な
課題として浮上し、その対応の一つとして臨床研究法が制定され、同法の下で設置される
認定臨床研究審査委員会では研究の科学面の審査が強化された。ディオバン事件とその
影響について、詳しい検討は次章に譲るが、臨床研究倫理で導入された倫理審査制度は、
臨床研究の問題を十分に解決してきたわけではなく、今なお改善を必要としているので
ある。
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第7章

ディオバン事件にみる臨床研究の現
代的課題
ディオバン事件は、医学系の学協会・行政機関・製薬業界を動揺させ、社会的にも大き
な注目を集め、臨床研究法を制定するきっかけとなった事件である。この事件では臨床試
験の不正が問題になったが、明白な危害を受けた患者は（これまで明らかになっている限
りでは）一人もおらず、問題となった研究は全て倫理審査を受けていた。ディオバン事件
は、ビーチャーの告発事例や、タスキギー研究の非倫理性とは問題の性質が全く異なる。
それにもかかわらず、この事件が制度改革に影響力を及ぼしたのはなぜだろうか。この
事件で問題になった臨床試験は、大規模なランダム化比較試験で注目度が高く、企業の社
員が関与し、データや解析結果の改ざんがあった。だが、そうした個々の要素を考えてみ
ると、当時の他の臨床研究に比べて際立って異常な研究が行われたわけではなかったよう
に思われる。企業が大規模なランダム化比較試験を支援することは決して稀ではないし、
臨床研究の捏造や改ざんも（皮肉ではあるが）しばしば生じている。ディオバン事件では
計画書を逸脱して杜撰な研究が行われていたことも明らかになったが、その杜撰さが当時
の他の研究と比べて著しく逸脱していたと言えるかは、当時の研究全般に関する立ち入っ
た調査をしてみなければわからない。
むしろ、問題となった研究が例外的なものではなかったからこそ、大きな変化につな
がったのかもしれない。ディオバン事件に注目が集まる中で、事件の渦中にあった臨床試
験だけでなく、現代の臨床研究に関して燻ってきた根深い疑念に目を向ける必要が生じ、
その結果として非常に大きな改革のうねりが生じたのではないだろうか。その根深い疑念
とは、臨床研究の信頼性が、企業の金銭的利益や、医師の不純な動機によって損なわれて
いるのではないかという疑いである。ディオバン事件の渦中にあった臨床試験は、一部の
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専門家には予想し難い結果だったとはいえ、外見上は真っ当な研究に見えた（実際、研究
成果は一流学術誌に掲載された）。その実、理想や建前とは程遠い研究実態があったのだ
が、問題の原因に見えたのは、特定の異常な個人の行いというよりもっとありふれた要因
であり、他の多くの研究にも共通するようなものだった。そうした背景があったからこ
そ、ディオバン事件の再発防止策の検討では、特異事例に狙いを絞った対処では済まされ
ず、日本の医学全体の問い直しが必要になったように思われるのである。
このように述べると、ディオバン事件が特別な注目を浴びた理由を疑問に思うかもしれ
ない。管見では、ディオバン事件では新しく特異的な性質の問題が生じたというより、従
前から知られていた性質の問題があまりにも明白に浮かび上がったために、社会的な注目
を集めることとなった。詳細は後ほど改めて論じるが、ディオバンそのものが莫大な売り
上げの医薬品であり、その売り上げを後押しするために臨床試験の結果が宣伝に用いら
れ、その試験を行った大学には製薬会社から非常に高額な寄附金が支払われていた。そ
うした事実が明るみに出るにつれ、メディア報道は過熱していった (河内・八田, 2014)。
ディオバン事件以前から医学が製薬企業の経済的利益に大きな影響を受けているという懸
念は表明されおり (e.g. Stelfox et al., 1998; Angell, 2004)、事件当時としても、医学にお
ける利益相反の問題は決して新しいものではなかった。問題の枠組み自体はありふれたも
のであったにしても、「医学とカネ」の問題が非常にわかりやすい形で生じたという点で
は、ディオバン事件はたしかに顕著な事例だったのである。
ディオバン事件は、次の二つの点で本稿の関心に合致する。第一に、この事件では、研
究者個々人の価値判断を外部から検証して適否を判定するというやり方の限界が明らかに
なっている。ディオバン事件は、関係機関毎に調査委員会が設置され、裁判では最高裁判
所まで争われた。それにもかかわらず真相究明は不十分であり、誰がどのような意図で何
を行ったのか未だにわからないところが多い。第二に、この事件の再発防止策では、認
識的価値と非認識的価値の適切なバランスの取り方について一定の見解が示されている。
ディオバン事件は、非認識的価値判断によって臨床研究の信頼性が損なわれ、従来の倫理
審査制度がこれを防止できなかったことが深く反省された事例と言える。しかし、ディオ
バン事件の再発防止策では、あらゆる価値の中で認識的価値が最優先にされたわけではな
かった。もちろん、こうした見解が実際に採用されたという事実があっても、そのような
見解が望ましいかどうかについては検討の余地を残している。
本章では、既に公開されている資料を基に、ディオバン事件についてまとめ直した後、
再発防止策に表れている認識的/非認識的価値判断について考察を加える。7.1 節では、
ディオバンの国内承認の経緯を確認する。7.2 節では、国内承認後に行われた五つの臨床
研究について、共通する内容と、個別の不正調査の結果をまとめる。7.3 節では、事件発
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7.1. ディオバンの国内承認
覚後に提案された再発防止策の概略を示す。7.4 節では、ディオバンの誇大広告をめぐる
裁判の結果について要点をまとめる。以上の記述を踏まえて、7.5 節では、ディオバン事
件の再発防止策が認識的/非認識的価値をどのように重みづけたかについて検討する。
なお、ディオバン事件をまとめた先行文献は多い (栗原・齊尾, 2014; 磯部, 2018; 河内・
八田, 2014; 桑島, 2016, 2019)。しかし、この事件では臨床研究をとりまく複雑な事情の
中で様々な問題が生じており、医学に馴染みのない人にとっては何が問題なのかわかりに
くいと思われるため、現時点で基本的な情報からまとめ直すことにそれなりの意義はある
だろう。加えて、先行文献が執筆された後に明らかになった事柄もあるので、それらを追
加した全体像をまとめておくことも有用と思われる。

7.1 ディオバンの国内承認
ディオバンとは、ノバルティスファーマ社が製造販売する高血圧治療薬（一般に降圧
剤と呼ばれる薬）の一つである。この薬は錠剤であり、成人に対する通常の用法では、

40-80mg 程度を１日 1 回内服することで治療を行う。ディオバンというのは製品名であ
り、その有効成分はバルサルタンである。現在、バルサルタンを有効製品とする高血圧治
療薬はディオバン以外にも多数あるが、これは 2014 年にディオバンの特許が切れたため、
いわゆるジェネリック医薬品が数多くつくられるようになったからである*1 。
現在でもディオバンや同等のジェネリック医薬品は治療に用いることができ、薬価とし
ては、ディオバン錠 40mg なら 41.1 円、これと同等のジェネリック医薬品なら 12.5-21.1
円ほどである*2 。つまり、ディオバンは、一連の騒動を経てなお、治療効果が全くないと
判明したわけでも、生命に関わる危険な副作用が判明したわけでもなく、有効性と安全性
の認められた安価な医薬品の一つであり続けている。
もっとも、ディオバンの売り上げはこの 20 年ほどの間に大きく変動しており、現在の高
血圧治療では他の降圧剤が主流になっているようである。ディオバンの売り上げは、2000
年の承認以来順調に伸びて 2005 年には 1000 億円を突破し、2009-2012 年ごろのピーク時
は 1400 億円を超えていた*3 。しかし、その後売り上げは急速に減少していく。年度毎の

*1

ダイアモンド・オンライン「ディオバン後発品に 34 社殺到 ノバルティスの泣きっ面に蜂」2014 年 3 月
12 日 https://diamond.jp/articles/-/49976 （アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
*2 日経メディカル「処方薬事典：バルサルタン錠の薬一覧主成分／剤形が同じ製品同士の薬価比較」

https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/drugdic/compare/e160a65b1247b7e1c670bae2b15237f4.html
（アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
*3 2014 年 9 月 10 日の中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料「ディオバン及びその類似薬の薬価と販
売額の推移等について」より。
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医薬品売り上げをまとめたランキングによれば、2015 年度には 260 億円 (前年比 51.8%
減)、2016 年度には 117 億円 (34.2% 減)、2017 年度には 128 億円 (25.1% 減) で、以降は

50 億円を下回っている*4 。ただし、売り上げは薬価の改訂の影響も受けており、実際に処
方された数は別に考える必要がある。また、こうした市場の動向にディオバンの臨床研究
をめぐる一連の騒動がどれだけ影響したかはあまりはっきりわかっていない。
日本で承認を受けた医薬品・医療機器等の情報は、医薬品医療機器総合機構（Pharma-

ceuticals and Medical Devices Agency: PMDA）の Web サイトから誰でも検索・閲覧
できるようになっており*5 、ディオバンも同サイトに登録されている。同サイトには医薬
品毎に「添付文書」「インタビューフォーム」「承認審査書」などが登録されており、これ
らの文書はその薬剤の公式の情報をまとめたものと言える。これらを基本にして、承認を
得た医薬品としてのディオバンを簡単に説明しておこう。
ディオバンは、アンジオテンシン II 受容体拮抗薬（Angiotensin II Recepter Brocker:

ARB）と呼ばれる種類の降圧剤として開発された。血中に分泌されるペプチドホルモン
の一種であるアンジオテンシン II は、その受容体に働きかけて血管を収縮させ、血圧を
上昇させるなどの作用を及ぼす。ARB はアンジオテンシン II を受容体のレベルでブロッ
クすることで降圧作用をもたらす薬剤である。もう少し細かく言えば、アンジオテンシン

II 受容体には 2 種のサブタイプがあり、タイプ１は血圧を上げ、タイプ 2 は血圧を下げる
が、ディオバンは 1 型を選択的に阻害する。

1991 年から海外でディオバンの臨床試験が始まり、1996 年 5 月にドイツで最初に承認
された後、ディオバンは世界各国で承認された（2020 年 3 月時点で 130 ヵ国以上）
。日本
では 2000 年 9 月に高血圧症への適応で承認を受けている。
承認にあたって行われた最大規模の治験では、エナラプリル*6 という降圧剤で治療する
群と、ディオバンで治療する群を比較する二重盲検ランダム化比較試験だった。二重盲検
とは、一般的には、医師も患者もどの薬剤が使われているのか分からないようにするこ
とで、臨床試験のバイアスを抑制する方法としてランダム化に併せてよく採用さ r てい

*4

*5
*6

AnswersNews の下記ランキングによる（アクセス日：2021 年 11 月 28 日）。
2015 年度 https://answers.ten-navi.com/pharmanews/6971/
2016 年度 https://answers.ten-navi.com/pharmanews/10218/
2017 年度 https://answers.ten-navi.com/pharmanews/14378/
2018 年度 https://answers.ten-navi.com/pharmanews/16487/
医薬品については https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
エナラプリル（製品名レニベース）は、アンジオテンシン変換酵素（Angiotensin-Connverting Enzyme）
阻害薬の一種として開発されたもので、ディオバンとは異なる作用機序の降圧剤として 1986 年に国内承
認を受けていた。
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る（二重盲検の有用性については本稿 7.5.2 節で改めて検討する）
。この試験の結果、各群

152 人を対象とした解析でディオバンはエナラプリルと同等の降圧効果が確認され、両群
とも臨床上特に問題となる重篤な副作用はなかったとされている。なお、この試験の詳細
は論文として公表されている (吉永他, 1998)。
ただし、栗原・齊尾 (2014) は、ディオバンの審査報告書の記述から、実際には日本の
治験が適切に行われていなかった可能性を指摘している。2000 年 7 月 19 日の審査報告書
では、審査センター*7 が「プロトコール規約〔治験実施計画書〕通りの症例数が少ない」
という点について申請者に説明を求めた旨が記載されている (p. 24)。上述の最大規模の
治験について提出資料を審査したところ (pp. 11–12)、「本薬群 164 例、対照薬群 167 例
が割り付けられたが、プロトコール規約通りの症例数はそれぞれ 61 例 (37.2%)、59 例

(35.3%)」というのが実態で、
「プロトコール規約通りの症例を対象とした場合の降圧効果
(下降率) は、本薬群 72.1%(44/61)、対照薬群 69.5%(41/59) であり、両群間の差は 2.6%
（90% 信頼区間は-11.0〜16.3%) であり、非劣性は検証されなかった」とされている。
これに対して申請者は、治験担当医の問題として、計画書の他に「別途定める症例取扱
基準を用いて症例の選択・除外を行うことを前提としていた」、また「治験と日常診療と
の明確な区別をせずプロトコール逸脱が稀ではなかった」と説明したとされる（p. 24）。
審査センターはこれらの問題が審査に大きな影響を与えるものではないとして、ディオバ
ンを承認した。なお、プロトコール逸脱について吉永他 (1998) の論文には記載されてい
ない。
計画書逸脱の問題はディオバンの有効性や安全性に疑念を生じさせるが、薬剤そのもの
を検証する目的では、日本の治験以外のデータも視野に入れる必要があるだろう。ひとま
ず、ディオバンは日本だけでなく世界的に承認されて利用されてきたことから、降圧剤と
しての有効性や安全性はある程度確かだと評価してよいように思われる。後の論争ではこ
の問題が争点になっていないということもあり、本稿でもこれ以上扱わない。ディオバン
事件の一連の騒動で争点になったのは、上述のディオバンの治験ではなく、ディオバンの
承認後に行われた医師主導の臨床試験である。

*7

正式には、国立医薬品食品衛生研究所内に設置された医薬品医療機器審査センターのこと。同センターは
医薬品等の承認審査業務を担う機関として 1997 年に設置されたが、2001 年に閣議決定された「特殊法
人等整理合理化計画」に基づき、2004 年には同センターを含め関連業務を担う複数の機関が統廃合され、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）が設立された。現在は同機構が承認審査業務を担って
おり、「添付文書」
「インタビューフォーム」「承認審査書」なども同機構が管理している。
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7.2 国内承認後の医師主導臨床試験
治験を通じて有効性と安全性が確かめられ、ディオバンは 2000 年 9 月に承認を受けた。
その後、国内五つの大学を中心に、ディオバンを他の降圧剤と比較する五つの臨床試験が
始まる。これらの臨床試験を表 7.1 にまとめる*8 。
表 7.1: 承認後に国内で行われた医師主導臨床試験
臨床試験の通称 (略称)

中心となった大学

研究期間

JIKEI Heart Study (JHS)

東京慈恵医科大学

2002.1 - 2004.12

VART Study (VART)

千葉大学

2002.7 - 2009.3

SMART Study (SMART)

滋賀医科大学

2003.12 - 2006.3

KYOTO Heart Study (KHS)

京都府立医科大学

2004.1 - 2007.6

NAGOYA Heart Study (NHS)

名古屋大学

2004.10 - 2010.7

個別の研究の経緯とそれらに生じた問題は後で見ていくことにして、先にこれらの臨床
試験に共通する事項を確認しておこう。
これらの臨床試験は全て、企業が承認を目的に行う治験ではなく、薬剤を研究する目的
で各大学の医師が主導して行う臨床試験として行われた。2003 年 7 月 30 日からは「臨床
研究に関する倫理指針」が施行されており、治験以外の臨床試験では行政指針が適用され
るため、これらの臨床試験は「臨床研究に関する倫理指針」に従って行うべきだったと言
える。JHS と VART は同指針の施行前に研究が始まっているが、全ての臨床試験が事前
に研究倫理委員会の審査を受けていたことがわかっている*9 。だが、後の調査では倫理審
査を受けた計画書からの逸脱が数多く確認され、研究者は行政指針の遵守を十分に意識し
ていなかったことが指摘された。さらに、問題のある体制で研究が進められながら研究倫
理委員会が問題の歯止めにならなかったことは、後にディオバン事件の再発防止を議論す
る際に反省点の一つとされた。
*8

表 7.1 は、高血圧治療薬の臨床研究事件に関する検討委員会が 2014 年 4 月 11 日に公表した報告書（
「高
血圧治療薬の臨床研究事件を踏まえた対応及び再発防止策について」）の別紙 3 に基づく (ただし研究の
略称追加)。同報告書については本稿 7.3 節で検討する。なお、「研究期間」が何を意味しているかは同報
告書でも明確にされていない。例えば、症例登録開始-終了と、研究計画書上の研究開始-終了では意味が
異なるが、本稿にとってはそれほど重要な問題ではないためそのまま引用している。
*9 付言すれば、
「臨床研究に関する倫理指針」は施行前に実施が始まった研究には適用しないが、そうした
研究でも可能な限り指針に沿うよう求めていた（第 1 の 2「適用範囲」(2) 細則 1）
。
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研究デザインに着目すると、上記の臨床試験は全て、PROBE 法と呼ばれるデザインを
採用していた。PROBE は Prospective Randomized Open Blinded-Endpoint の頭文字
をとっており、日本語で表現すると「前向き・ランダム化・盲検なし・エンドポイントの
み盲検」という意味である。これは要するに、ランダム化比較試験の一種であり、医師と
患者にはオープンラベルで薬剤を使用する（二重盲検を行わない）が、医師は発生イベン
ト*10 をエンドポイント判定委員会という組織に送付し、その委員会ではどちらの群で生
じたイベントか分からないようにして（盲検を行って）、事前に設定してあったイベント
に該当するかどうかを独立した観点から判定するということである。

PROBE 法の特徴は、医師も患者も何の薬を使っているか分かるために治療面で安心で
き、発生イベントの判断で一部バイアスを抑制できるといった長所の一方で、通常の二重
盲検法で抑制されるようなバイアス（例えば、医師が有効だと思っている治療を受けた患
者について治療が成功したという評価をしやすくなるなど）が入りやすくなるという短所
がある。後の不正調査では、データの改ざんが明確になった箇所もあるが、改ざんとは認
定されないまでも研究者の恣意的な判断が疑われる箇所も発見され、PROBE 法を用いた
ことが臨床試験の信頼性が疑われる一因となった。
研究体制について言えば、上記の臨床試験はいずれもノバルティスファーマと密接な関
係を持っており、多くの問題が指摘されてきた。まず第一に、表 7.1 の全ての研究にノバ
ルティスファーマ社のある社員が深く関与していた。この人物は大阪市立大学の非常勤講
師の肩書で研究に関与しており、臨床試験の結果をまとめた論文でも社員であることが
伏せられていた*11 。当該人物の各研究への関与の仕方はそれぞれ異なり、JHS、VART、

KHS に特に深く関与したと見られている。当該人物は後に薬機法違反で逮捕されること
になり、裁判の結果、研究の一部で改ざんを行ったことは認定されたが、無罪が確定して
いる。
第二に、各大学にはノバルティスファーマから高額の寄付金が提供されていた。ノバ
ルティスファーマ社の公表資料*12 によれば、五つの臨床試験の主宰教室に宛ててノバル
ティスファーマから奨学寄附金が支払われており、その額は、東京慈恵医科大学に 1 億

8770 万円 (2002-2007 年累計)、千葉大学に 2 億 4600 万円 (2002-2009 年累計)、滋賀医科
*10

ここで言う発生イベントとは、研究対象者に生じた死亡、病状の悪化、検査結果の異常などのことであ
る。臨床研究では、研究の評価項目として「心血管イベント」などを設定し、研究期間中の発生イベント
の数を群間で比較するといった研究がよく行われている。
*11 とはいえ、使用するメールアドレス等から、各大学の研究者は当該人物がノバルティスファーマ社員であ
ると推測することが可能な状況であり、実際そのことに気が付いていたと証言する研究者もいた。
*12 2013 年 8 月 9 日「第１回高血圧症治療薬の臨床研究事件に関する検討委員会」ノバルティスファーマ株
式会社作成資料
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大学に 6550 万円 (2002-2008 年累計)、京都府立医科大学に 3 億 8170 万円 (2003-2012 年
累計)、名古屋大学に 2 億 5200 万円 (2002-2012 年累計) だった。一般に医薬品の臨床試
験には多額の資金が必要であり、寄付金もある程度は臨床試験の経費に当てられたと考え
られるが、委受託契約によって研究に必要な資金を支払うという形態とは違い、奨学寄附
金には使途の指定がなかった。つまり、各大学とノバルティスファーマ社の関係は、臨床
試験の実施に対して金銭的報酬が支払われたようにも見えるものだった。
第三に、臨床試験の結果をまとめた論文がディオバンの宣伝に頻繁に使われていた。前
出のノバルティスファーマ社公表資料によれば、関係論文は説明資料・広告・ウェブなど
に使用されており、中でも 2007 年に一流医学誌の Lancet に公表された JHS の主論文が
最も頻繁に使用された。不正な論文によって製品を広告することは薬機法に抵触する違法
行為にあたると考えられたため、厚生労働省はノバルティスファーマ社の社員を起訴した
（ただし、無罪が確定している）。これら三つのことを主な理由として、五つの臨床試験は
深刻な利益相反の問題があったと後に激しく非難された。
以下では、五つの臨床試験の経緯と不正調査の結果をまとめる。経緯については、五つ
の大学がまとめた報告書を基本的な情報源としているが、適宜関連情報を補っている。不
正調査の結果は、各大学の中間報告を省略し、最終報告書の記述を元にしている。なお、
取り上げる臨床試験の順番は表 7.1 に沿っており、同表に示された研究開始年月日の早い
順である。

7.2.1 JHS の経緯と不正調査の結果
JHS は 2001 年 12 月 3 日に東京慈恵医科大学の研究倫理委員会の承認を得て研究を開
始した。この研究はディオバン群と非バルサルタン (ARB 以外の降圧剤) 群を PROBE
法で比較する臨床試験であり、東京慈恵医科大学の附属 4 病院と関連病院で患者を登録
し、最終的な症例数は 3081 例となった。臨床試験の主論文は 2007 年 4 月に Lancet 誌に
掲載された (Mochizuki et al., 2007)。この主論文は、複合エンドポイント (心血管イベン
ト発生および心血管死) の評価でディオバン群が大幅に優れ、降圧作用だけでは説明がつ
かないという結論だった。JHS の主論文は一連の臨床試験の主論文の中でも最も早い時
期に掲載されたこともあり、ノバルティスファーマ社の宣伝に早くから使われ、ディオバ
ンのような ARB には「降圧を超えた効果」があると喧伝された*13 。

*13

例えば、日経メディカル「低い降圧値を達成し、降圧を超えた効果を明確にした JIKEI HEART Study」
(2008 年 4 月 3 日) https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/gakkai/jcs2008/200804/505974.html
（アクセス日：2021 年 11 月 28 日）
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2012 年 4 月、JHS の主論文を含め、VART、KHS の主論文の結果に対し、Lancet 誌に
疑義が掲載される (Yui, 2012)。1 ページ未満の短い疑義だったが、ディオバン群と対照
群で、収縮期・拡張期血圧の平均値と標準偏差が奇妙に一致しているという指摘だった。
そこで実際に指摘されたのが、次の表 7.2 である*14 。
表 7.2: データの不自然な一致 (数値は平均値、括弧内は標準偏差、一致を太字強調)
ディオバン群

JHS

収縮期血圧
拡張期血圧

VART

収縮期血圧
拡張期血圧

KHS

収縮期血圧
拡張期血圧

対照群

ベースライン値

達成値

ベースライン値

達成値

139.2 (11)
81.4 (11)
158 (19)
93 (13)
157 (14)
88 (11)

132.0 (14)
76.7 (8)
135 (13)
80 (10)
133 (14)
76 (11)

138.8 (11)
81.4 (11)
158 (18)
94 (13)
157 (14)
88 (11)

132.0 (14)
76.6 (9)
135 (14)
80 (10)
133 (14)
76 (10)

PROBE 法はランダム化比較試験の一種であり、ランダム化は各群の集団的特徴を均一
にするために用いられる方法ではあるものの、実際の個々の臨床試験において各群が均一
になることを保証しない（この点は第 8 章でも再び触れる）。むしろ、疑義を発した由井

(2012) も指摘するように、ランダム化した二群間で統計値が全く同じという事態が続くの
は不自然なのである。由井の疑義の掲載以前から試験結果を疑う声もあったが、この疑義
の掲載をきっかけに、ディオバンの臨床試験問題が国内で話題になり始める (桑島, 2016,
第 1-2 章)。

2013 年春頃には KHS の問題が報道を通じて知られるようになっており、ディオバンの
臨床試験を行った各大学でも対応が始まった。2013 年 4 月 17 日に東京慈恵医科大学内に
調査委員会が設置され、2013 年 7 月 30 日に中間報告書が作成され（8 月 29 日に訂正）、

2014 年 12 月 12 日に最終報告書がまとめられた。なお、中間報告書の公表時点でデータ
の操作とノバルティスファーマ社員の関与が判明したため、研究責任者が自主的に論文を
取り下げることを決め、2013 年 9 月 6 日に主論文は撤回された。
最終報告書では以下のことが確認されている。まず、血圧値データについて、解析に用
いられたデータと、その元になったデータ（カルテ等）の間に不一致が判明した。この不
一致は、ディオバン群と対照群の両方をプラスにもマイナスにも同等に修正し、平均値に
差はなく標準偏差のみ小さくなっていたことから、「何者かがデータ操作したものと考え
*14

表 7.2 は、元の疑義 (Yui, 2012) に示された表を、日本国内での解説記事 (由井, 2012) の表記に沿って
修正したものである。
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られるが、この操作の意図は不明である」としている (p. 10)。
次に、イベント報告について、報告が対照群にばかり偏っている医師が複数いることが
わかった。これについて、最終報告書では「捏造、虚偽報告があったと断定はできないも
のの、定義・条件を十分に満たさないイベント報告が非バルサルタン群〔対照群〕に多く
見られたことは、割り付け群を知っているという PROBE 法の特性が影響を及ぼした結
果と考えざるを得ない」と結論している (p. 15)。
ノバルティスファーマ社員の関与については、当該人物を含めた関係者のヒアリングを
行った上で、最終報告書は次のようにまとめている。「本研究においては、データの統計
解析のすべてがノバルティス社の A 社員の関与の下で行われていた点、さらに先に述べ
たようにエンドポイント委員会を含む各種委員会において、A 社員が中心的業務を行って
いた点で重大な利益相反の問題を引き起こしている。特に、バルサルタン〔ディオバン〕
の効能を判断する最も重要な患者データの統計解析を、バルサルタンの販売会社であるノ
バルティス社の現役社員が行い、研究成果にその身分を明示しないことは、明らかに不公
正といわざるをえない」(p. 17)。

7.2.2 VART の経緯と不正調査の結果
VART は 2001 年 5 月 13 日に千葉大学の研究倫理委員会の承認を得て研究を開始した。
この研究はディオバン群とアムロジピン (カルシウム拮抗薬と呼ばれる ARB とは別種の
降圧剤) 群を PROBE 法で比較する臨床試験であり、千葉県内の医療機関を中心に多数の
施設で患者を登録し、最終的な症例数は 1021 例となった。臨床試験の主論文は 2010 年

10 月に Hypertension Research 誌に掲載された (Narumi et al., 2011)。この主論文は、
一次エンドポイントにおいて二群間に有意差がないという結果だったが、二次エンドポイ
ントではディオバン群の方が優れているという結果だった*15 。
前述の通り、2013 年春頃には KHS の問題が世に知られるようになっていたという背景
があり、2013 年 5 月 17 日に千葉大学内に不正行為対策委員会が設置された。同委員会は
同年 12 月 17 日に中間報告書を作成し、2014 年 3 月 31 日に第三者機関による調査報告
を受けて 4 月 25 日に改めて報告書をまとめ、7 月 15 日に最終報告書を公表した。同委員
会は 2014 年 5 月 23 日に論文著者らに取り下げ勧告を行ったが、その時点では同意しな
*15

臨床試験では一般に、一次エンドポイント (primary endpoint) と二次エンドポイント (secondary
endpoint) が区別される。前者はその試験が主に検証する項目で、VART の場合は死亡・心血管イベン
トである。後者はその試験で副次的に検証する項目で、VART の場合は糖尿病発症頻度や検査値である。
なお、主論文では、糖尿病発症頻度については二群間に差はないという結果だったが、その他の二次エン
ドポイントでディオバン群の方がよい結果だとされた。
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い著者が複数いた。しかし、後に著者らは Hypertension Research 誌に取り下げを申し
出て、2016 年 12 月 3 日に主論文の撤回が告知された。
最終報告書では、次のことが確認された (p. 21)。「千葉大学病院における原資料とデー
タセットに多くの不一致があった」。「主論文の図・表にデータセットと整合しないものが
数多くあった」。「用いた統計解析方法が一部不適切だった」
。「臨床試験経過中の脱落症例
も多く、加えて大量の欠損値があるにもかかわらず、この点を図表に明記しなかった」。
こうしたことから、主論文には科学的価値がないと結論している。さらに、二次エンドポ
イントのデータの脱落があまりに多く、しかもその脱落がディオバン群に有利なものだっ
たことから、「このような傾向が偶然に生じたとは考えにくく、結論をある方向に偏らせ
た可能性を否定できない」としている (p. 27)。
ノバルティスファーマ社員の関与については、当該人物を含めた関係者のヒアリングを
行った上で、「本臨床研究の一部のデータの提供を受けて中間、最終段階の統計解析を実
施するとともに、主論文に掲載した一次エンドポイントの一部及び二次エンドポイントに
関する図表の作成も行った可能性が高い」としている (p. 25)。

7.2.3 SMART の経緯と不正調査の結果
SMART は 2003 年 11 月 27 日に滋賀医科大学の研究倫理委員会の承認を得て研究
を開始した。この研究は II 型糖尿病で高血圧を合併する患者を対象にディオバン群と
アムロジピン (カルシウム拮抗薬) 群を PROBE 法で比較する臨床試験であり、滋賀医
科大学の附属病院を中心に 15 施設で患者を登録し、最終的な症例数は 150 例となっ
た*16 。臨床試験の主論文は、2007 年 6 月に Diabetes Care 誌に掲載された (The Shiga

Microalbuminuria Reduction Trial Group, 2007)。この主論文の結論は、アムロジピン
群に比べてディオバン群では尿中アルブミン・クレアチニン比が減少したため、ディオバ
ンは腎機能改善に優れるというものだった。
前述の通り、2013 年春頃には KHS の問題が世に知られるようになっていたという背
景があり、滋賀医科大学内では調査委員会の初回が 2013 年 5 月 27 日に開催され、2013
年 12 月 19 日に報告書をまとめた。この報告書は Diabetes Care 誌にも提出され、同誌
は 2014 年 4 月に主論文の撤回を告知した。
滋賀医科大学の報告書では、研究が計画書通りに行われていなかったことと、尿中アル

*16

なお、調査委員会の報告書によれば 150 例になったところで新規症例の登録を止めたとされているが (p.
3)、臨床試験の主論文によれば 153 人の患者が無作為に割り付けられたと記載されている (The Shiga
Microalbuminuria Reduction Trial Group, 2007)。
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ブミン・クレアチニン比について実測値と論文使用データに多くの不一致があったことを
認め、発表された論文は不適切だと結論している。具体的には、6 ヶ月目の尿中アルブミ
ン・クレアチニン比の値について論文に使用されたデータは、ディオバン群で 10/42 症
例、対照群で 9/51 症例で実測値との不一致があった。この不一致には偏りがあり、ディ
オバン群では 9/10 が小さな値になっており、対照群では 8/9 が大きい値になっていた。
つまり、ディオバンが対照群に比べて腎機能改善に有効だという結論に向かう偏りがあっ
た。報告書では、研究グループから「誤入力だった」との説明を受けたが、恣意性が否定
できないと判断している。
ノバルティスファーマ社員の関与については、「A 氏は、プロトコール立案において、
患者のリクルートやデータ解析の方法について K 教授に多くのアドバイスを行った。し
かし、A 氏はその後本学を訪れることは無く、研究そのものには関与しなかった」として
いる (p. 5)。

7.2.4 KHS の経緯と不正調査の結果
KHS は 2003 年 11 月 11 日に京都府立医科大学の研究倫理委員会の承認を得て研究を
開始した。この研究はディオバン群と非バルサルタン (ARB 以外の降圧剤) 群を PROBE
法で比較する臨床試験であり、京都府立医科大学附属病院と関連病院合わせて 31 施設で
患者を登録し、最終的な症例数は 3031 例となった。臨床試験の主論文は、2009 年 10 月
に European Heart Journal 誌に掲載された (Sawada et al., 2009)。この主論文の結論
は、JHS の主論文と同様に、複合エンドポイント (心血管イベント発生および心血管死)
の評価でディオバン群が大幅に優れているというものだった。

KHS のサブ解析論文は複数あるが、そのうち 2 本は日本循環器学会（以下、「日循」
と略記する）の英文誌 Circulation Journal に投稿され、2011-2012 年に掲載されている

(Shiraishi et al., 2011; Kimura et al., 2012)。興梠貴英医師はこの 2012 年のサブ解析論
文を含め KHS のサブ解析に疑問を持ち、2012 年 9 月に上司の山崎力に相談して日循の

Circulation Journal 編集長に問い合わせた (興梠・山崎, 2014)。
10 月初旬に KHS サブ解析論文への疑義を受け取ったことから、日循では論文著者ら
に回答を求め、著者らは第三者機関の調査結果を 12 月中旬に返答した。日循はこの返答
を受けた後、論文著者らとノバルティスファーマ社の関係者から事情聴取を行ったが、な
お著者らに問題点を指摘した。これを受けて、論文著者らはサブ解析論文の撤回を申し出
たため、日循は 12 月 28 日にはサブ解析 2 本の撤回を告知した*17 。主論文についても、
*17

以上の経緯は 2013 年 7 月 12 日付けの日循の声明「Kyoto Heart Study のデータ操作について」に示
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2013 年 2 月に European Heart Journal 誌はデータに致命的問題があるとして撤回を告
知している。日循の働きかけと KHS の論文撤回は、ディオバンについて国内で行われた
他の臨床試験についても注目を高めるきっかけになった (河内・八田, 2014)。
日循は 12 月末に主論文のデータも検証するよう京都府立医科大学学長に依頼しており、
この依頼を受けて京都府立医科大学は調査を行い、日循に対して 2013 年 1 月末に入力ミ
スだったとの回答をしている。しかし、日循はより詳細な調査を求め、これを受けて、京
都府立医科大学はさらに調査を進めた。この調査の結果が報告書としてまとめられ、7 月

11 日に記者会見で公表されると*18 、厚生労働省の談話や（「京都府立医科大学の調査結果
に対する談話」2013 年 7 月 12 日）、日本医学会の声明など（「Kyoto Heart Study に関
する見解」2013 年 7 月 12 日）、各所に大きな波紋を呼んだ。KHS の不正調査の結果は五
つの大学の不正調査の中で最も早期に公表されたもので、ノバルティスファーマ社員の関
与を初めて公に確認し、データの操作を強く疑わせるものだった。
京都府立医科大学の報告書では、次のことが確認された。まず、京都府立医科大学付属
病院で登録した 223 例について、解析に使用したデータとカルテの整合性を確認したとこ
ろ、34 例の不一致があった。この不一致には偏りがあり、解析に使用したデータのディ
オバン群で心血管イベントが少なく、対照群で心血管イベントが多くなっていた。そのた
め、223 例について言えば、解析に使用したデータではディオバン群で心血管イベント発
生が有意に抑制されたという結果になるが、カルテのデータでは有意な差はないという結
果になった。
加えて、関係者にヒアリングした結果として、大阪市立大学非常勤講師の肩書を持った
ノバルティスファーマ社員が研究に関与していたことを確認した。報告書では、当該社員
が統計解析を行い、エンドポイント委員会にも関与し、事務局のような役割を担っていた
と推測している。

されている（https://www.j-circ.or.jp/old/topics/ﬁles/20130712 JCS.pdf アクセス日：2021 年 11
月 28 日）
。
*18 本 稿 執 筆 現 在 、7 月 11 日 付 の 報 告 書「『Kyoto Heart Study』臨 床 研 究 に 係 る 調 査 報 告 」は 大
学 の サ イ ト で 入 手 で き な く な っ て い る 。2013 年 8 月 9 日 の 第 １ 回 高 血 圧 症 治 療 薬 の 臨 床 研 究
事 件 に 関 す る 検 討 委 員 会 で は 同 名 資 料 が 提 出 さ れ て お り 、こ ち ら は 現 在 で も 公 表 さ れ て い る が
（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000014834.html アクセス日：2021 年 11 月 28 日）、7 月
11 日の報告書の要約版になっている。
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7.2.5 NHS の経緯と不正調査の結果
NHS は 2004 年 7 月 12 日に名古屋大学の研究倫理委員会の承認を得て研究を開始し
た。この研究は II 型糖尿病または耐糖異常能（いわゆる糖尿病予備群）で高血圧を合併す
る患者を対象に、ディオバン群とアムロジピン (カルシウム拮抗薬) 群を PROBE 法で比
較する臨床試験であり、東海 4 県の 46 病院で患者を登録し、最終的な症例数は 1150 例と
なった。臨床試験の主論文は、2012 年 1 月に Hypertension 誌に掲載された (Muramatsu

et al., 2012)。この主論文は、複合エンドポイント (心血管イベント発生および心血管死)
で有意差なしだが、心不全による入院に限ってはディオバン群の方が有意に少ないという
結果だった。
前述したように、2013 年の春ごろには KHS の問題が報道されるようになっていたとい
う背景があり、名古屋大学では 2013 年 5 月 23 日に公正研究委員会が設置された。公正
研究委員会は同年 12 月 13 日に中間報告書を作成し、2014 年の 12 月 16 日に最終報告書
をまとめた。
最終報告書では、データの恣意的な変更の形跡はなく、解析も適切に行われていたた
め、NHS の主要な結果が信頼できると結論している。ただし、計画書と主論文で心不全
に関するイベント定義に違いがあり、計画書では「心不全の発症/悪化による入院、悪化
による追加治療」という定義だったが、主論文では「心不全の発症/悪化による入院」だ
けになっていたため、研究責任者に論文の訂正を求めた。ノバルティスファーマ社員の関
与については、研究全体の助言をしたものの、データの管理には関わっておらず、データ
を受け取って統計解析を実施していたがその解析に不正はなかったとしている。
最終報告書が公表された後、2015 年 1 月に主論文の訂正が掲載された。しかし、公正
研究委員会の勧告通りの訂正になっていないという学外からの指摘が 2016 年 6 月 24 日
に名古屋大学に届き、これを受けて公正研究委員会は 7 月 7 日に再び調査を始め、11 月
には調査専門委員会という別の委員会を設置した。公正研究委員会は 2017 年 8 月 22 日
に調査専門委員会からの報告を受け、11 月 17 日に公正研究委員会としての判定を確定さ
せた。不服審査の判定を待ち、2018 年 3 月 23 日に改めて判定を確定して、公正研究委員
会による同日付の追加調査報告書が 4 月 5 日に公表された。
追加調査報告書の主な結論は次のようなものである。まず、主論文の訂正時に「入院拒
否したが追加治療を受けた」と加筆された 4 症例について検証した結果、そのうち 1 例は
入院拒否の事実が確認できなかった。また、これら 4 例とは別に、「心不全による入院」
とされた 1 例について、エンドポイント判定委員会の判断に妥当性がないと評価した。さ

164

7.3. 提案された再発防止策
らに、エンドポイント判定委員会の運営に問題があり、事前に研究責任者がイベントを
判別したり、委員会メンバー以外 (ノバルティスファーマ社員含む) が委員会に参加して
おり、独立性や盲検性が確保されていなかったことがわかった。こうしたことを理由に、

NHS は妥当性を欠くとし、公正研究委員会は論文撤回を勧告した。2018 年 8 月に主論文
は撤回され、これで五つの臨床試験全ての主論文が撤回されることになった。

7.3 提案された再発防止策
2013 年 8 月 1 日、各大学による臨床試験の不正調査がまだ全て終わっていない中で、
厚生労働省は事実解明と再発防止を目的とする「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する
検討委員会」（以下、事案検討委員会と略す）を設置した。事案検討委員会は、2013 年 8
月 9 日に第一回を開催し、10 月 8 日に中間とりまとめを公表して、2014 年 3 月 27 日に
最後となる第五回の委員会を開催した後、4 月 11 日に報告書を提出している。
事案検討委員会の最終報告書ではディオバン事件の原因と問題点が次のように分析され
た。まず第一に、本件では臨床試験がノバルティスファーマ社の販売戦略のために企画立
案され、大学側でも医学的課題の解明とは別の動機を持っていた。第二に、ノバルティス
ファーマ社員が個人的に臨床試験に関与したというよりは、当該社員の周辺を含め、ノバ
ルティスファーマ社が会社として臨床試験に関与していた。第三に、大学・ノバルティス
ファーマ社双方とも利益相反を適切に管理する組織が整えられていなかった。第四に、誰
が何の目的でデータを操作したかは明らかにできなかったが、データ操作の結果責任だけ
でなく、日本の医学全体への信頼を減少させたことの責任が大学とノバルティスファーマ
社の双方にある。第五に、臨床研究の質の確保に問題があった。例えば、大学側の研究者
は臨床研究の基本的ルールの理解や管理能力が不十分であり、大学の倫理審査委員会も歯
止めにならず、多くの関係資料が廃棄され、データ管理が不十分であった。
こうした分析を踏まえ、事案検討委員会の最終報告書では再発防止策が提案された。そ
の目次は次の通りである。

1. 信頼回復のための法制度の必要性
2. 臨床研究の質の確保と被験者保護
（a）倫理審査委員会の機能強化及び透明性確保
（b）研究責任者等の責務の明確化と教育・研修の徹底
（c）データ改ざん防止体制の構築
（d）臨床研究関連資料の保管義務
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3. 研究支援に係る製薬企業の透明性確保及び管理体制並びに製薬企業のガバナンス等
（a）研究支援に係る製薬企業の透明性確保
（b）製薬企業のガバナンス等の徹底
本節では各項目を詳しく解説せず、全体的な要点だけまとめておきたい。目次の構成か
、
らは、一部に「被験者保護」という名目も含まれるが、再発防止策に通底するテーマが臨
、、、、、、、、、、
床研究の信頼性の向上であることが推察できるだろう。この点はディオバン事件の特性を
非常によく反映している。本稿第 6 章では、臨床研究倫理の独自性は人を対象に研究を
行うことにあり、人間に危害を加えるような非倫理的研究のスキャンダルを受けてイン
フォームド・コンセントや倫理審査が発展してきたことを述べた。だが、ディオバン事件
では、倫理審査を受けた臨床試験において、対象者の同意を得て、既に承認を受けた降圧
剤を高血圧患者に用いる研究を行ったに過ぎない。それでもディオバン事件が社会的問題
として受け止められたのは、企業の関与する研究で結論が歪められたという不信感と、そ
の結論が薬の宣伝に使われたことが社会に悪影響を及ぼしたのではないかという懸念があ
、、、、、、、、、
、、、
るからである。ディオバンをめぐる臨床試験の問題とは、研究の科学的妥当性や、研究成
、、、、、、、、、、、、、、
果がもたらすはずの社会的利益に関係するものだった。
ただし、実のところ、事案検討委員会が提案した再発防止策は、以前から別の流れで提
案されているものも多い。例えば、事案検討委員会は「倫理審査委員会の機能強化」の具
体案の一つとして、倫理審査委員会の認定制度を設立して質の確保を行うという提案をし
たが、これは既に厚生労働省・文部科学省が示した「臨床研究・治験活性化 5 か年計画

2012」
（2012 年 3 月 30 日）において提案されていた。また、
「臨床研究の質の確保」につ
いても、行政指針の見直しの中でも先行して議論され始めており、必ずしも新しい提案と
は言い難い*19 。
こうしたこともあって、ディオバン事件を受けた再発防止策は以前から議論されてきた
ことの延長線上にあるものと位置付けることもできるため、ディオバン事件の反省点とし
て生じた変化を正確に特定するのはそれほど簡単ではない。しかし、ディオバン事件の影
響を受けたという評価が定着している改革もあり（臨床研究法の制定など）、またディオ
バン事件を受けて改革が加速したという側面もありうるので（利益相反ガイドラインの見

*19

例えば、2013 年 6 月 26 日の「第５回疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直
しに係る合同会議」の議事録を見ると、研究の質をテーマに、倫理審査委員会の質の確保、研究者の教育
の必要性、モニタリング・監査の義務付け、利益相反管理などについて議論されたことがわかる。ディオ
バン事件について問題が明確になって社会的注目を浴びたのは 2013 年 7 月の KHS の不正調査の記者会
見の後であり、6 月の時点でディオバン事件を意識していたとは考えにくい。この合同会議がモニタリン
グ・監査についてどのように議論していたかは、後ほど詳しく検討する。
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直しなど）、ディオバン事件が臨床研究規制に何の影響も与えなかったという評価は論外
だろう。

7.4 虚偽・誇大広告をめぐる裁判
2014 年 1 月 9 日、厚生労働省はノバルティスファーマ社の氏名不詳者を薬事法（現在
の薬機法）第 66 条第 1 項違反の疑いで刑事告訴した。同法第 66 条第 1 項は「虚偽又は誇
大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めており、厚生労働省は JHS
また KHS の論文に基づく広告が虚偽・誇大広告にあたる疑いがあるとした。これを受け
て東京地検は捜査を開始し、2014 年 6 月 11 日にノバルティスファーマ社の元社員*20 が
逮捕された。
東京地検が公訴事実としたのは、KHS のサブ解析論文 2 本について、広告資料に用い
るために被告が虚偽の記事を記述したということである。数ある関連論文の中でも KHS
のサブ解析論文に争点が絞られたのは、その他の論文が虚偽広告の公訴時効となる 3 年を
過ぎていたためと見られている。

2017 年 3 月 16 日、東京地方裁判所で判決が下された（平成 26 年特 (わ) 第 914 号，第
1029 号）。判決内容は大きく二つの争点に整理できる。一つ目は事実認定に関する争点で
あり、被告人が心血管イベントの水増しや改ざんを行ったかどうかである。これについ
て、裁判の過程でそれまでの不正調査以上に踏み込んだ事実確認が行われ、被告による水
増しや改ざんが認められた。
二つ目の争点は法解釈に関するもので、薬事法の第 66 条第 1 項の違反と言えるかどう
かである。こちらについては、「このような学術論文を作成して学術雑誌に投稿し，掲載
してもらうという行為は，それ自体が需用者の購入意欲ないし処方意欲を喚起・昂進させ
る手段としての性質を有するとはいい難いものである」として、薬事法第 66 条第 1 項の
「記事を... 記述し」には当たらないと判断した。つまり、無罪判決となった。
検察は控訴したが、高等裁判所では地方裁判所の判決をなぞり、学術論文の作成・投稿
は第 66 条第 1 項の違反にならないとして、控訴を棄却した（平成 29 年 (う) 第 974 号、

2018 年 11 月 19 日）。検察はさらに上告するも、最高裁判所では刑事訴訟法 405 条の上
告理由に当たらないとして上告が棄却され（平成 30 年 (あ) 第 1846 号、2021 年 6 月 28
日）、被告の無罪が確定した。

*20

当該人物は一連の臨床研究に関わった後、2013 年に退職していた。
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ディオバンの有効性に関する五つの医師主導臨床試験は、不正調査を経て、程度の差は
あれ、全ての試験で問題が指摘された。その問題は、従来の臨床研究倫理が扱ってきたよ
うな被験者保護に関するものではなく、臨床研究の信頼性に関するものだった。それゆ
え、再発防止策に通底するテーマは、臨床研究の信頼性をどのように向上させるかであっ
た。本稿第 II 部の関心から述べ直せば、ディオバン事件とは、研究者や企業の非認識的価
、、
値判断によって臨床研究の信頼性が損なわれた事例であり、改善策の議論においては認識
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
的価値の高い臨床研究が実施されるようにどのような制度を導入するかが争点になった事
例である。
ディオバン事件で問題になった医師主導の臨床試験について、科学的にもっと厳格な研
究を実施すべきだったという意見は多い。例えば、栗原・齊尾 (2014) は次のような厳し
い評価を与えている。
当局はバルサルタンの承認後の市販後調査を行うよう指導したが、真のエンドポ
イント検証のための製造販売後臨床試験は指示されず、GCP 外の医師主導臨床研
究が実施されたため、データ操作のみならず、適格基準遵守や副作用の評価にも重
大な問題があった可能性がある。
この評価を足掛かりにして、ディオバンをめぐる医師主導臨床試験の信頼性の問題につ
いて考察を進める。まず、「真のエンドポイント検証」が何を意味するかについて、もう
少し明確にしておこう。医薬品の評価に関する一般論として、死亡率の改善など臨床的に
意義のある「真のエンドポイント (true endpoint, clinically meaningful endpoint)」に
注目する必要があり、検査値の改善などはあくまでも「代用エンドポイント (surrogate

endpoint)」でしかない。代用エンドポイントによる医薬品の評価は、代用エンドポイン
トの変化が真のエンドポイントに対して好ましい変化を実際に及ぼすという前提に依存し
ており、その前提はしばしば誤っている (cf. Furberg and Furberg, 2007, ch. 13)。
降圧剤について言えば、その臨床的な有用性は、血圧を下げること自体ではなく、脳卒
中や心筋梗塞、引いては死亡のような事象を防ぐことにある。降圧剤の試験で血圧の変化
を検証している場合、脳卒中や心筋梗塞といった真のエンドポイントの変化を予測する
代用エンドポイントを用いているのである。ディオバンの承認に係る前出の審査報告書
では、「審査センターでは更に、降圧率、T/P 比等はあくまでサロゲートエンドポイント
〔代用エンドポイント〕であるため、本薬の今後の開発計画において、真のエンドポイント
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である生命予後等をどのように評価する予定かについて説明を求めた」と記載されており

(p. 24)、代用エンドポイントの使用について当局が申請者に指導を行ったことが窺える。
とはいえ、血圧は代用エンドポイントの中で最も成功している部類だという評価もあり

(e.g. 松岡, 2009)、実際のところ、降圧剤の治験では血圧の変化から有効性を評価するこ
とが多い。2002 年に改定された降圧剤治験のガイドライン「降圧薬の臨床評価に関する
原則」(医薬審発第 0128001 号) でも、降圧剤の有効性評価の基本は収縮期・拡張期血圧
であり、「死亡率又は罹病率に関する予後試験は、通常は降圧薬の承認に際して必要では
ない」と述べられている。ただし、「死亡率又は心血管系疾患の罹病率について悪影響が
懸念される場合には、予後試験等長期にわたる試験が必要となるであろう」ともされてい
て、代用ポイントの利用を手放しで賛成しているわけではない。
栗原・齊尾 (2014) らはそもそもディオバンについて日本の治験が不適切だった可能性
を指摘しており、ディオバンの治験で代用エンドポイントによる評価が行われたことを問
題視することもできる。しかし、前述したように、一連の騒動で焦点になったのは後述す
、、、、、、、
る別の論点であり、本稿では降圧剤としてのディオバンの有効性や安全性に大きな問題は
なかったという評価を採用する。
「真のエンドポイント」に関する一般論は以上のようなものだが、ディオバンについて
は別の問題がある。ディオバンは、「降圧を超えた効果」が医師主導臨床試験で検証され、
その効果が宣伝された。日本に置いて、ディオバンはあくまで、高血圧治療薬として血圧
を下げる作用について承認を受けていたに過ぎない。だが、ディオバンの承認後の医師主
、、、、
導臨床試験では、ディオバンの血圧を下げる作用は他の降圧剤と同等であるが、他の降圧
、、、、、、、、、、、
剤にはない臓器保護作用（降圧作用で説明のつかない心血管イベントの抑制など）がある
という仮説が検証され、その結果が論文が発表され、宣伝に利用されたのである。栗原・
齊尾 (2014) の指摘は、
「降圧を超えた効果」について厳格さを欠く研究が行われたことを
問題にしていると受け取ることもできるだろう。
栗原・齊尾 (2014) らを始め、ディオバンをめぐる医師主導臨床試験の科学的妥当性を
問題視する評価は、大きく分けて二つの論点を含んでいる。まず第一に、ディオバンの医
師主導臨床試験は、科学的に厳格な仕方で行われていなかった。第二に、それらの臨床試
験は、もっと科学的に厳格に行うべきだった。
事実的評価に関する一点目は、一見したところでは、あまり異論はなさそうだ。二重盲
検ランダム化比較試験ではなく PROBE 法が採用されたことは事実である。研究実施後
の不正調査では、データ操作や恣意性の疑われる偏ったイベント報告があったことや、解
析に企業の社員が関与していたことが明らかになっている。これらのことが後に科学的に
不適切だったと批判された。だが、正確に言って何が科学的に不適切だったのかは、まだ
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検討する余地があるかもしれない。
より難しい問題は、規範的評価に関する二点目である。非認識的価値によって臨床研究
の信頼性が損なわれているように見える本事例を受けて、「もっと科学的に厳格な研究を
行うべき」と主張するとき、その主張は本稿 1.2 節で述べた「科学の価値自由性の理念」
や「認識的純粋性の理念」に整合的であり、正当に思える。だが、本稿はこれらの理念を
批判的に検討することを目的としている。科学的に最善の臨床試験が行われていなかった
ことが事実だったとしても、その事実だけから「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」
という主張を導けるわけではない。「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」という主張
がどのような正当性を持つのか、そのような主張が留保される条件は何かということにつ
いては、検討の余地がある。
以下では、臨床研究の信頼性に関わると考えられる三つの論点について、さらに考察を
進める。一つ目はデータの取り扱い、二つ目は研究デザインの選択（特に PROBE 法の採
用）、三つ目は利益相反管理である。この三つの論点は、臨床試験の信頼性についてディ
オバン事件と関連づけて語られてきた論点のうち、主要と思われるものを筆者が選んでい
る。これら三点について、何が科学にとって不適切だったのか、何について「もっと科学
的に厳格な研究を行うべき」だったのかを整理しながら、提案された再発防止策がどのよ
うに臨床研究の信頼性を高めようとしていたかを検討する。結論を先取りすれば、臨床試
験の質の確保に向けた対策は非認識的価値の観点から歯止めがかけられており、認識的価
値と非認識的価値のバランスのとり方が重要な問題になっていることが明らかになる。

7.5.1 データの取り扱い
ディオバン事件の中で科学的に不適切だったことが最も明白なのは、データの意図的な
改ざんだろう。これは、一般的な研究倫理においても非常に強く非難される行為であり、
臨床研究においても例外ではない。改ざんの問題に関して「もっと科学的に厳格な研究を
行うべき」だったとすれば、研究者が改ざんをすべきでないということは当然である。し
かし、それだけではなく、改ざんを防止する研究環境の整備も重要である。
研究者個々人よりも環境に注目する第一の理由は、研究者の心掛けに委ねるだけでは対
策として不十分だとわかっているからである。改ざんをすべきでないことは科学における
当然のルールだと広く認められているにもかかわらず、研究者はしばしばこのルールに反
してきたという事実がある。現にディオバン事件でも、不正調査や裁判の結果、意図的な
改ざんがあったと見られている。これまで生じてきた研究不正を歴史的に振り返れば、研
究者たちの自主性に任せることで問題が解決すると期待することはできない。
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二つ目の理由として、研究者個々人の行為の是非を検証することがたいてい難しいとい
う事情がある。意図的なデータの改ざんと意図しないデータの取り扱いの誤りとの判別
は、決して容易ではない。ディオバン事件に関する不正調査でも、改ざんが疑われた当人
は身に覚えがないと証言したり、意図せず生じた誤りだったと主張し、意図的な改ざんか
どうか判別が難しい場面がしばしばあった。意図せず生じた誤りも科学にとって不適切な
のだから、可能な限り排除するべきと言えるかもしれない。しかし、そのような誤りはま
さに意図せず生じるのだから、当人の努力で避けられると期待することはできない。
三つ目の理由として、研究を取り巻く環境には実際に改善の余地があるように見えると
いうことがある。ディオバン事件では、他の研究不正でもしばしばそうであるように、検
証の資料が十分に残されていなかったことが事実解明を阻んだ。過去の資料はかなりの部
分が破棄されており、研究に関連する全てのデータを検証できたわけではなかった。した
がって、結局のところ、ディオバン事件の一連の騒動を通じて明らかになったデータ操作
は氷山の一角に過ぎないのかもしれない。研究に関係するデータや資料の保存は改ざんの
検証や対策にとって非常に有効に思われるが、十分行われてこなかった。
ディオバン事件の再発防止策では、研究環境の改善として「データ改ざん防止体制の構
築」が提案された。提案自体は抽象的だったものの、この提案を受けて具体的なルールと
して導入されたものもあり、例えば 2014 年 12 月 22 日に公布された「人を対象とする医
学系研究に関する倫理指針」において、次のような規定が導入された。
第 20 モニタリング及び監査

(1) 研究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければならず、侵襲 (軽微な侵襲
を除く。) を伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には、研究機関の長
の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、モニタリング及び必要に応じて
監査を実施しなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
しかし、実はこの規定の導入に際して、どのような研究でモニタリング・監査が必要な
、、
のかをめぐり、かなりの議論があった。そこで生じた議論に注目することで、「もっと科
学的に厳格な研究を行うべき」という主張がどのように留保されるかが明らかになる。議
論の経過としては、当初は費用がかかるという非認識的価値判断によってモニタリング・
監査に消極的だったが、ディオバン事件を受けて認識的価値を優先すべきという態度に傾
いた。しかし、そこからさらに、海外の規制動向との比較が行われ、非認識的価値と認識
的価値のバランスが改めて探られることとなった。こうした態度の変化が示唆しているこ
とは、認識的価値と非認識的価値の様々なバランスのとり方が認められうるということで
ある。
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以下では「疫学研究に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る合
同会議」（以下、合同会議と略す）の議事録*21 を参照しながら、モニタリング・監査の規
定の導入に関して具体的にどのようなことが考慮されたかを確認する。
まず、合同会議の第 5 回（2013 年 6 月 26 日）では、費用の面からモニタリングや監査
の義務付けに否定的な意見が相次ぎ、一定の範囲の義務化を支持する意見もあったが、全
体としては義務化に慎重だった。
○楠岡座長代理

... 問題は質そのものの保証として、モニタリング、監査を行

うかどうかということであります。もちろん、するにこしたことはないわけですけ
れども、それに関して、かなり人手、費用が掛かるので、かといって、どういう研
究ならばしなければいけない、どういう研究だったらしなくてもいいということを
示すのも難しいので、そのあたりをどういう表現にするかということは非常に難し
い。今の臨床研究・治験活性化 5 か年計画 2012 の策定のときにも、このことは非
常に大きな議論になったんですが、現状において全ての臨床研究にモニタリング、
監査を求めるのはやっぱり無理であろうということで、そこはある程度努力規定み
たいなことになったわけでありますけれども、その辺のことをもう一度考える必要
はあるかと思います。
ただ、医療機関の長にそれを全部求めてしまうというのはすごく医療機関の長に
対する負担が大きいので、義務化は避けていただきたい。
○藤原委員 ... 先ほど、楠岡委員がおっしゃったように、モニタリングとか監査
のところというのは、経費が非常に掛かる。前向きの介入を伴う臨床研究、臨床試
験といいますけれども、EU で臨床試験に対して ICH-GCP を求めた 2000 年の法
令の導入のときに、試験経費が 3 倍に上がっているのです。この 3 倍になった経費
をどう面倒をみるのかというのは、今でも議論が続いているところです
○楠岡座長代理 先ほどの質の担保、モニタリング、監査の問題ですけれども、先
ほど、藤原委員から話がありましたように、ある一定のレベルのものに関しては
きっちり行う。といいますのは、結局参加していただいた被験者の方のリスク、負
*21

同 会 議 の 議 事 録 と 資 料 は 厚 生 労 働 省 の Web サ イ ト で 公 開 さ れ て い る
（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei 127726.html ア ク セ ス 日：2021 年 11 月
28 日）。なお、2012 年 12 月 27 日は「第１回科学技術部会疫学研究に関する倫理指針の見直しに係る
専門委員会・臨床研究に関する倫理指針の見直しに係る専門委員会」が開催され、合同会議の第一回は
2013 年 2 月 20 日である。
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担を考えるときに、診療データをそのまま使う観察研究などの場合は、患者さんに
はそんなに大きな迷惑をお掛けしているわけではない。仮にその研究に問題があっ
て失敗したとしたって、余り大きな迷惑は掛けないだろう。しかし、前向きの介入
研究の場合は、いろんなお薬飲んでいただいたりという負担をしていただき、また
いろんな検査も余分に受けていただくという負担をしていただいたのに、結果的に
信頼性が乏しくて、その結果が物にならないということになってしまえば、協力し
た方にすごく大きな迷惑というか、協力が無駄になってしまう。ある意味被験者保
護といいますか、どれぐらい被験者に負担をかけているかということも質のレベル
付けの１つの基準になるのではないかと思うので、その辺も入れたらいいのではな
いかと。
ここでは、モニタリングや監査は多額の費用が必要とされるため、一部の研究にのみそ
れらを求めようという論調で議論が進んでいる。率直に言えば、臨床研究の質の確保に対
して、非認識的価値の面から制限が加えられているということである。
しかし、KHS の記者会見を経て、ディオバン事件のデータ操作が公になると、義務化
に肯定的な意見が強まる。2013 年 8 月 22 日の第 5 回では、事務局の作成した「疫学研究
に関する倫理指針及び臨床研究に関する倫理指針の見直しに関する中間取りまとめ (案)」
が議題に上がった。この中間とりまとめでは、研究の質に関する規定見直しの方向性とし
て「研究不正や利益相反の管理に関して国や学会等により別途定められているガイドライ
ン等も踏まえて、研究の質の担保や利益相反の管理を適切に実施することを求める」と述
べるのみだったが、これに対して委員から異論が出た。
○宮田委員 やっぱり昨今の事件などを考えるとですね、ここは少し考えなきゃ
いけない。今までの委員会の経緯を考えても、議論が十分じゃないというふうに
思っています。ですから、そういう意味では、ここはパブコメで更に十分にどうい
う議論をするかということを前提に、この文章を考えればいいというふうに思って
います。

... 今まで性善説でできるかなと思ったのですけれども、やっぱりリスクの高い
研究においては、介入リスクの高い研究においては、ちょっと性善説だけではでき
ないというのが今の私の考えになってしまっておりますので、ここの部分は、今の
時間からすると書き込むことは無理ですから、次の中間取りまとめ以降で、是非十
分、議論を皆さんとしたいというふうに考えています。
○今村委員 今の宮田委員と、それから花井委員の議論の関係もございますけれ
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ども、研究の質の管理あるいは利益相反の問題というのは、非常に大きな問題とし
て社会問題化しているわけで、このことについての議論は、やはり非常に不足して
いるというふうに思います。このことについては、もう一遍、細かな議論というの
をしていくべきだろうというふうに思いますので、後ほどのこととしてよろしくお
願いいたします。
さらに第 8 回（2013 年 12 月 13 日）でも、ディオバン事件の反省として、一定の範囲
でモニタリング・監査の義務化を求める意見があった。
○藤原委員 研究成果の信頼性確保というのは、 COI の管理をしても、確保には
つながらなくて、今回は一言も出ていないのですが、実際に介入を伴う臨床研究、
臨床試験について、信頼性を確保しようとすると、モニタリングと監査ということ
が一番必須の要件になってきて、そこを今回の臨床研究倫理指針と疫学指針の統合
の中で、全部の臨床研究に求める必要はないのですが、前向きの介入を伴う臨床研
究、臨床試験というものに対して、モニタリング監査を求めるようにしないと、恐
らくティオバンのようなことは永遠になくならないと思うので、それは今後、議論
をしっかりしておいていただきたいと思います。
こうした意見は、たとえ費用がかかるとしても、臨床試験の質の確保には監査がモニタ
リングが必要だというものであり、一度は非認識的価値の面から制限が加えられたモニタ
リングと監査について、制限を再考しようとするものである。
その後、第 9 回で改正指針草案が準備された際には、「研究責任者は、医薬品又は医療
機器の有効性又は安全性に関する研究を実施する場合には、あらかじめ研究計画の定める
ところにより、モニタリング及び監査を実施しなければならない」という規定が導入され
た。しかし、この文言は後の議論でさらに修正を受ける。第 11 回（2014 年 5 月 1 日）で
は、どのような研究にモニタリング・監査を義務付けるのかについて活発な議論が繰り広
げられた。
○渡邉委員

臨床研究の質を担保する上でモニタリング・監査は非常に重要だと

思いますが、ただ、全ての介入研究にこれを持ち込むとなると、そのインパクトは
色々な点で非常に大きいと考えます。現状では、モニタリングや監査の部門を持た
ない医療機関はたくさんあり、まず体制面の整備が急務になると思います。またモ
ニタリングや監査に対するコストも大きなハードルです。事実、 EU-directive を
取り入れた EU では、モニタリング・監査に費やす臨床試験の費用が非常に大きく
なっていることが指摘されています。モニタリング・監査を持ち込むことで、臨床
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研究に要する費用はさらに増加し、また、実際上、多くの施設で臨床研究の実施が
困難になる。このようなことも含めて、これを受け入れると、皆さんは合意されて
いるのでしょうか。
○直江委員

... 臨床研究に対する信頼性の質の担保ということがベースにある

のだと思いますが、実際問題、現在臨床試験でモニタリング・監査が行われている
比率がどのぐらいあるかというデータは私は持っておりませんが、私の印象で言う
と、恐らくモニタリングはごく一部の試験で行われている。ただ、監査まで行われ
ている研究は、まずほとんどないと思います。
今、渡邉委員から御指摘があったように、モニタリングは研究の円滑な運営と
か、質の保証ということで、これは基本的なものではないかと、特に多施設共同の
場合には、必須ではないかと感じますが、この監査はモニタリングの者も、それか
ら研究実施者も関与できないという、完全にサードパーティーの方がこれを違う視
線で監査するということは、人的資源や資金面で、臨床試験でこれができる組織は
ほとんど現在日本ではまずないのではないかと、私は個人的には考えております。
ということで、 46 ページ、この時点で私が考えたのは、先ほど既に話が出ました
ように、医薬品医療機器ではなくて、この場合は介入研究と書かせてもらいました
が、介入研究を実施する場合には、モニターはしなければいけないということです
が、監査まで書く必要があるのかどうかについては、少し疑問を出させていただき
ました。
○藤原委員

実際にやっている身からすると、渡邉先生の御懸念も分かります

が、それを要求するレベルが、いわゆる企業治験のようなモニタリングとか、監査
をイメージしなければいいので、リスクベースモニタリング、被験者さんに発生す
る健康被害のリスクとか、そのいろいろな心的被害のリスクが高いものは、非常に
細かくモニタリングとか監査をすればいいのですが、実際問題として、本当にやる
ときには自分の施設だけでやっているものに関して、やはり監査を全部やるのかと
か、モニタリングも全症例やるのかとか、それはナンセンスな話で、やっている途
中にその試験の難易度とか、単一施設か共同試験に応じて、濃淡を付ければいいと
思うのですね。
ただ、これまでの日本の現状を見ると、指針で緩やかに緩やかにやってきてアカ
デミアの自由というのを言い続けていますが、この前の平成 20 年のときの指針改
定の時もいろいろ厳しくしましょうという議論もありましたが、性善説を大事にし
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ましょうと、結局、品質管理を余り厳しい文言は盛り込まれませんでした。最近の
いろいろな状況を見ると、やはり性善説では対応しきれていないところがあるの
で、品質管理という文言はきちんと入れないと〔と〕思います。それで臨床研究が
止まって困るのは医療機関とか、医者かもしれませんが、患者さんは困りませんの
で、やはりここで、モニタリングとか監査の言葉を入れて、ただし、その中身につ
いては濃淡がありますということを、ガイダンスか何かで言う方が私はいいと思い
ますが。
こうした議論を経て、第 12 回（2014 年 10 月 7 日）に準備された改正指針草案には「研
究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければならず、侵襲 (軽微な侵襲を除く。) を
伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には、許可を受けた研究計画書に定める
ところにより、モニタリング及び監査を実施しなければならない」という規定に変更され
た。だが、その規定で言う「モニタリング」や「監査」が何かということをめぐり、さら
に議論が続いた。
○田代委員 私の資料は、川村先生の資料の次に置いてあると思いますけれども
「監査に関する規定の削除の必要性について」という１枚紙のものに沿って、意見
を述べさせていただきたいと思います。
ここにも書いてありますように、私自身は、先ほど磯部先生の研究班の話があり
ましたが、その研究班の分担研究者として、今年度、アメリカ、イギリス、フランス
の規制官庁及び研究機関、研究助成機関を訪問しまして、その結果、現行指針案に
おける監査に関する規定を削除すべきではないかという意見を持つに至りました。
具体的な文言案については、裏面の表に載せてあります。それは単純に監査にか
かわる指針の文言案を削除してはどうかという提案です。
幾つか理由の説明をこれからいたしますけれども、先ほどパブコメでも既に出て
いましたが、ICH-GCP あるいは今回調査した諸外国の規制制度において、モニタ
リングと監査というのは、同列には扱われていません。モニタリングは必須ですけ
れども、監査は任意または規定されておらず、両者を等しく研究者に課すというこ
とは、著しく不合理であろうというのがその趣旨です。...
○門脇委員

私は今の意見に全部反対です。なぜかというと、これまでこの問題

については、この会議で随分議論して、このようになったにもかかわらず、なぜ今
になってそういう議論を持ち出すのか、私は適切ではないと思います。なぜそのと
きに反論されなかったのか。そのときに議論がされているわけですから。
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今回モニタリングあるいは監査を入れたのが、この倫理指針の優れたところで、
学術会議が臨床研究について提案を出されています。その中では、臨床研究管理セ
ンターの整備の項目の下で、倫理審査及びモニタリング及び監査を含めた管理機能
を充実させる仕組みづくりが、喫緊の課題であるということで、モニタリングはも
ちろんですが、監査のことも触れられています。
少なくともモニタリングは全部しなくてはいけないし、多くの臨床研究で監査が
されているのです。実際に重要な研究では、監査がされているのです。モニタリン
グは必須です。重要な研究には監査も必須なのです。それは品質性や信頼性を得る
ためです。それがここにきて、いろいろな患者さんの治療方針に大きな影響を与え
たりするような研究において、監査を全部消したら、どうなるのですか。これは骨
抜きになってしまいます。
○藤原委員

私も門脇先生の意見に賛成というか、監査を全部除いてしまうのは

きついと思っていまして、もともと５月 11 日の検討会のときに、モニタリング・監
査は入れた方がいいですということを、申し上げた立場がありまして、最近のいろ
んな事案を踏まえて、こういうところを、日本の研究者の中できちっと認知してい
ただくというのは、大事だと思います。教育的な意味もあると思うのは事実です。
ただし、田代委員と磯部委員とも海外を回って、研究協力者として一緒に行って
きたんですけれども、さまざまな監査の位置づけがあるというのは事実ですし、モ
ニタリングも監査も非常に幅のある多様な概念から定義づけがあるということは
事実なので、磯部先生の資料３の修文案のところに、例えば「必要に応じて監査を
実施しなければいけない」という言葉が入っておりますので、こういう感じで残し
て、あとはガイダンスなどで、監査の内容は、一番厳しいのは、企業の治験でやっ
ているような監査です。でも、それよりも楽なものもありますという記載にされた
らどうでしょうか。
以上見てきたように、改ざん防止体制の整備をめぐる議論において、一方では臨床研究
の信頼性の確保のために義務化が主張されたが、他方では費用・人員・学問の自由といっ
た観点から義務化を留保するよう主張された。海外の規制動向が議論の俎上に上がった際
には費用や負担といった非認識的価値が強調されることになったが、これは、海外におけ
る認識的価値と非認識的価値のバランスのとり方に説得力が感じられたというようにも理
解できるだろう。
最終的な結論としては、「侵襲 (軽微な侵襲を除く。) を伴う研究であって介入を行う」
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研究に限り、独立した第三者がデータを確認する監査ではなく、研究グループの中でデー
タの確認を行うモニタリングのみが義務付けられることになった。改ざんの問題につい
て、「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」という主張もあったが、非認識的価値判断
から制限が加えられ、その制限が臨床研究を統制する正当なルールとして採用されたので
ある。結論に至る経緯の検討からは、認識的価値と非認識的価値のどちらをどれほど重要
視するかをめぐる様々な見解があり得て、結論として採用された慎重な表現には議論の経
過が反映されていることがわかる。

7.5.2 研究デザインの選択（PROBE 法の採用）
ディオバンをめぐる医師主導臨床試験では、ディオバンが有利になるよう恣意的判断を
しているように見えるところがあった。例えば、JHS において「定義・条件を十分に満た
さないイベント報告が非バルサルタン群に多く見られたこと」は、データの改ざんや明白
な誤りとは言い難いが、バイアスを疑わせるものであり、科学的に望ましいことではない
だろう。
このようなバイアスの疑いに関して「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」という主
張は、イベント報告を扱う本人がバイアスに注意すべきだったということではなく、そも
そもそのようなバイアスが生じるような研究デザインを避けるべきだったというものにな
るだろう。改ざんの防止と似たような理由から、バイアスの防止も、研究者個々人の取り
組みで問題を解決するのは難しいだろうからである。他方で、PROBE 法ではなく、二重
盲検ランダム化比較試験を採用すれば、イベント報告を行う本人は誰にディオバンが投与
されたかわからないのだから、恣意的判断によってディオバンの評価を歪める余地はない
はずである。実際、そのような理由から、PROBE 法の採用は後に科学的に不適切だった
と批判されている (齊尾, 2014; 桑島, 2014)。
しかし、二重盲検ランダム化比較試験に比べて、PROBE 法が本当に科学的に劣っ
た研究デザインだと言ってよいかは、立ち止まって検討する余地がある。というのも、

PROBE 法はたしかに二重盲検ランダム化比較試験の代替案として提案されたが、提案者
たちは必ずしも科学的に劣った代替案だと述べていなかったからだ。ハンソンたちは、次
の表 7.3 で二つのデザインを比較していた (Hansson et al., 1992, p. 115)。
各項目について簡単に説明しておこう。

•「ランダム化」については同じなので、実際には比較に関係しない。
•「コスト」に関して PROBE 法が優れるのは、二重盲検のために薬剤を準備したり
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表 7.3: 二つの研究デザインの比較 (+ は長所、-は短所を示す)

PROBE 法

二重盲検ランダム化比較試験

ランダム化

+

+

コスト

+

-

研究者のバイアス（investigator bias）

-

+

服薬遵守（patient compliance）

+

-

エンドポイント評価の信頼性

+

+

実臨床との類似性

+

-

管理する手間を省き、実臨床に近い状態で薬剤を使えるからである。

•「研究者のバイアス」は、研究者が誰にどの治療法を用いているかわかっている場
合に生じるバイアスのことである。ハンソンたちは詳しく説明していないが、例え
ば、研究者が誰にどの治療法を用いているか知っていると、自分が有効だと思って
いる治療法の結果が良くなるよう、各被験者への介入を加減したり、判断を歪めて
しまう可能性がある。二重盲検はまさにこうした可能性の防止を目的にしており、

PROBE 法ではこのバイアスへの対策がない。ただし、ハンソンたちは二重盲検が
しばしば失敗することを指摘しており、この点は以下でさらに検討する。

•「服薬遵守」は、患者が医師の指示にどれだけ従うかということで、指示通りの患
者が減ると適切な解析ができる対象者も減ってしまうので、間接的に臨床研究の質
に関わる。PROBE 法は実臨床に近いので、二重盲検の場合よりも服薬遵守に優れ
るだろうとハンソンたちは言う。

•「エンドポイント評価の信頼性」について、PROBE 法では、エンドポイント委員
会でどの群かわからないようにして判定するので二重盲検と変わらないはずだとハ
ンソン達は言う。

•「実臨床との類似性」は、被験者の安全性ではなく、研究の方法論上の長所として
示されていることに注意が必要である。PROBE 法は、オープンラベルで治療する
ために被験者の除外基準を減らせるだろうということと*22 、試験結果が実臨床を
よく表すものになっていることが利点とされている。

*22

この理由はわかりにくいが、おそらく次のような考えに基づいている。二重盲検の場合に比べ、オープン
ラベルの治療では被験者の有害事象対応がしやすいために、患者の安全性を保証するための除外基準を厳
格に定めなくてよくなる。そのように除外基準を減らせば、実臨床のように多様な患者の治療について検
討できるようになるので、研究として優れている。
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この表の項目自体に異論を唱えることもできるが、本稿ではひとまず項目は受け入れ
て、二つの研究デザインの科学的な優劣がなぜそれほど簡単に言えないかを議論したい。
表 7.3 の項目を認識的/非認識的価値の区別（本稿 2.1.2 節参照）に大まかに対応させる
と、コストは非認識的価値だが、あとは全て臨床試験の質や信頼性に関わるので認識的価
値である。科学的な優劣が認識的価値の総合評価で決まるとして、各項目に対するハンソ
ンたちの評価がもし正しければ、二重盲検ランダム化比較試験が PROBE 法よりも科学
的に優れているとは明確に言えない。二重盲検ランダム化比較試験の認識的価値は、たし
かに「研究者のバイアス」（の防止）では優れるが、「服薬遵守」や「実臨床との類似性」
では PROBE 法に劣るとも言えるからである。
二つの研究デザインの優劣は、二重盲検が必ずしもうまくいかないという可能性によっ
て、さらに複雑な問題になる。例えば、科学哲学者のホーウィックは二重盲検の有用性に
ついて検討し (Howick, 2011, ch. 6)、二重盲検がバイアスを減らすためには二重盲検が
成功していなければならないが、試験中に生じる有害事象やハプニングなどによって盲検
が解除される場合があるため、二重盲検が常に臨床試験の質を向上させるわけではないと
指摘している。もし二重盲検が成功しないなら、二重盲検ランダム化比較試験は表 7.3 に
おいて唯一の科学的長所である「研究者のバイアス」ですら PROBE 法に対する優位を主
張できなくなり、その他の点では PROBE 法と同等かそれに劣るのだから、科学的には

PROBE 法に劣ったデザインだということになるかもしれない。では、二重盲検がどれだ
け成功する見込みがあるかと言えば、現状では臨床試験の論文で二重盲検の詳細が記載さ
れていないことが多く (Hróbjartsson et al., 2007; Bello et al., 2014)、そもそも二重盲
検の成否を判定する方法が確立していないということもあり、二重盲検の失敗が稀と言え
るのかはっきりしない。二重盲検にまつわる以上のような問題から、最近でも PROBE
法の利点を強調する意見がある (Anand et al., 2020)。
とはいえ、ディオバンをめぐる臨床試験を具体的な検討対象にしたときには、二重盲検
で防げたはずの「研究者のバイアス」が PROBE 法の採用によって野放しになったとい
う評価が理に適っているように思われる。桑島 (2014) も指摘するように、問題になった
ディオバンの臨床試験では複合エンドポイントを検証しようとしており、その中には死亡
のように客観的な判断が期待できるエンドポイントだけでなく、「心不全の悪化による入
院」などの研究者の主観的な判断の余地があるエンドポイントもあった。そのような主観
的エンドポイントを検証する場合にこそ、「研究者のバイアス」が問題になる。実際、主
観的エンドポイントを採用する臨床試験では、二重盲検をする場合としない場合との結果
の差が特に大きいという調査結果もある (Wood et al., 2008)。さらに、既に承認を受け
た薬剤同士の効果を比較する臨床試験のため、一方の群にだけ劇的な効果や副作用が生じ
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て二重盲検が解除されるとは考えにくい。手技を比較する臨床試験などでは二重盲検が実
質的に不可能な場合もあるが、降圧剤同士の比較では二重盲検が特に難しいという事情も
ない。ただし、先ほど述べたように、仮に「研究者のバイアス」の防止において二重盲検
ランダム化比較試験が優れていても、それ以外の要素まで含めて考えれば、PROBE 法と
二重盲検ランダム化比較試験のどちらが科学的に優れた研究デザインなのかは議論の余地
がある。
ところで、臨床研究の信頼性にとって研究デザインの選択は見逃せない問題のはずだ
が、再発防止策では、研究デザインの問題が直接には扱われていない。PROBE 法が禁止
されたわけではないし、二重盲検ランダム化比較試験が推奨されたわけでもない。間接的
に関係するのは、「倫理審査委員会の機能強化」である。というのも、本稿 6.2 節で確認
、、、、、、、
してきたように、現代の研究倫理委員会の基本的な目的は、臨床研究の倫理性と科学性の
確認だからである。
しかし、倫理性と科学性の関係は複雑である。PROBE 法では、実臨床に近い状況で
研究を実施できるということは、被験者の安全性の点から好ましい特徴である。これに
対し、二重盲検ランダム化比較試験は、たしかに「研究者のバイアス」の抑制に効果的か
もしれないが、二重盲検を維持するために、被験者を危険に晒してしまうかもしれない。

PROBE 法を採用したいという研究計画に対し、もし研究倫理委員会が PROBE 法では

、、、、、、
なく二重盲検ランダム化比較試験の採用を推奨したとすれば、その委員会は被験者保護を
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
部分的に緩めてでも「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」という判断を下しているの
かもしれない。このような判断は、被験者を犠牲にして科学的に厳格な研究を行おうとし
ているようにも見えるが、それは本当に適切と言えるだろうか。それが非倫理的に思える
からこそ、PROBE 法を禁止し二重盲検ランダム化比較試験のみを許容するというルール
が採用されなかったのではないだろうか。
ただし、このように述べると、二重盲検ランダム化比較試験の支持者を不当に扱うこと
になるかもしれない。なぜなら、その支持者は、手放しに研究の科学性の向上に賛同して
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
いるというより、被験者保護を部分的に緩めてでも、科学的に厳格な研究によって社会的
、、、、、、、、、
に重要な知見を得ることを目指しているのかもしれないからである。そうだとすれば、問
題になっているのは、科学性と倫理性の対立ではなく、被験者のリスクと社会的利益を天
秤にかける非認識的価値判断なのかもしれない。

PROBE 法と二重盲検ランダム化比較試験のどちらが科学的に優れているか、研究倫理
委員会がこの二つの研究デザインの選択に関してどのように判断すべきかについて、本節
では明確な結論を保留したい。これらについては検討すべき点が数多く残っている。表

7.3 に示されたハンソンたちの評価の妥当性は十分検討されていないし、二つのデザイン
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の最終的な優劣は使用する薬剤や研究対象とする疾患にも依存するかもしれない。筆者が
本節で主張したいことは、科学的に優れた研究デザインを選択するということが簡単では
ないということと、研究デザインの選択では倫理性と科学性が対立するように見える場面
があるということである。これらのテーマについて、第 8 章ではランダム化を題材にして
さらに詳しく検討する。

7.5.3 利益相反管理
ディオバン事件は、研究の利益相反が問題となった事例だという評価が定着してきてい
る (e.g. 磯部, 2018)。筆者の見るところでは、論点は大きく分けて二つある。一つは、臨
床試験の結果を論文で公表する際に企業との関係の開示を怠ったということの是非であ
る。もう一つは、企業の関与によって臨床研究の結論が歪められたという疑いが生じたこ
との是非である。臨床試験の信頼性には率直に言って後者の方が密接に関係するはずだ
が、ディオバン事件の再発防止策では前者の問題しか取り上げられていない。
利益相反管理に関する一つ目の論点は、「透明性」の問題である。ノバルティスファー
マ社員が臨床試験に関与していたものの、臨床試験の結果をまとめた論文のほとんどで
当該人物がノバルティスファーマ社の社員であることが記載されていなかった。例えば、

JHS の主論文では、当該人物が大阪市立大学の所属で統計解析を担ったという記載はあ
るが、利益相反の欄には当該人物について何の情報も書かれていない。この論文では当該
研究の資金にノバルティスファーマ社の寄付金を用いたことが記載されていたが、VART
の主論文ではそれも記載されず、利益相反の欄に「利益相反はない（The authors declare

no conﬂict of interest）」とだけ書かれていた。
利益相反の開示が国際的なルールとして目立つようになったのは 2000 年代に入って
からである (cf. 田代, 2010)。一つのきっかけはヘルシンキ宣言の 2000 年の改訂であり、
研究計画書、インフォームド・コンセント、公表論文において利益相反の記載・開示が
義務付けられた。ディオバンをめぐる臨床試験の論文が投稿されるころにはある程度
ルールが浸透しており、実際、ディオバンの臨床試験で投稿された論文でも、Lancet 誌、

Hypertension Research 誌、European Heart Journal 誌、Hypertension 誌、Circulation
Journal 誌などの論文には利益相反の記載欄が設けられていた。開示の必要性が国際的に
認められるようになっていた中で、開示が不適切だったということは、反省すべき点と言
えるだろう。
ただし、利益相反の開示が不適切だったことがどれだけ大きな問題だったのかは、あま
りはっきりしていない。もし利益相反開示を怠っただけであれば、論文の撤回まで行う必

182

7.5. 認識的/非認識的価値の観点からの考察
要はなかっただろう。例えば VART の主論文では、2017 年の論文撤回前に、ノバルティ
スファーマ社員の関与についての訂正が 2013 年に掲載されていた。あるいはむしろ、利
、、、、、、、、、
益相反開示を怠ったこと自体から問題の大きさを考えるのではなく、利益相反の問題の深
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
刻さを評価するために開示が必要なのだと考えた方がよいかもしれない。利益相反の問題
が深刻かどうかは開示されてみなければわからないのだから、問題把握の前提として開示
が義務付けられているのであって、その義務に違反することは問題の重大性とは別に非難
に値するという考え方である。
再発防止策の「研究支援に係る製薬企業の透明性確保」で具体的に指摘されたのは企業
からの寄付金のやりとりに関する事柄で、研究の利益相反の開示については直接言及され
ていない。ただし、利益相反に関する各種ガイドラインの遵守を促す記載はあり、それら
のガイドラインでは論文投稿時の利益相反の開示も当然のこととして述べられている。
利益相反管理の二つ目の論点は、「バイアス」の問題である (cf. 曽根, 2017)。企業が資
金提供を行った研究では当該企業に有利な結論が多いということが多くの調査によって示
されてきた（これについては本稿 9.1 節で改めて議論する）。最近では、臨床研究の質の
評価基準の一つに利益相反を組み入れ、利益相反がある場合には評価を下げるべきだとい
う意見すらある (e.g. Every-Palmer and Howick, 2014)。とはいえ、利益相反のバイアス
への具体的な対応は関係組織に委ねられており、国際的なスタンダードと言える対応は定
められてこなかった。
事案検討委員会の再発防止策でも、利益相反によるバイアスの問題への対応は直接的に
は言及されていなかった。それどころか、事案検討委員会と入れ替わりで設置された「臨
床研究に係る制度の在り方に関する検討会」の報告書 (2014 年 12 月 11 日) では、新しい
法制度を検討しながら次のように述べていた (p. 14)。
なお、我が国では利益相反の発生が否定的に受け止められる傾向が見られる。し
かしながら、民間の資金や技術力等を活用した産学連携は、イノベーション推進の
ために必要不可欠であり、利益相反の存在を否定するのではなく、適切に管理・公
表されることが重要であることを国民に理解してもらうことが必要である。このた
め、アカデミア、製薬企業等の産業界及び行政は、産学連携の必要性と利益相反に
関する理解促進のために必要な方策を検討すべきである。こうした取組を通じた利
益相反に関する国民の理解が進むことにより 、産学連携によるイノベーションの
推進にも資するものと考える。
以上より明らかなのは、利益相反は臨床研究の信頼性を危うくすることが知られている
にもかかわらず、ディオバン事件を経てなお、臨床研究に対する企業の資金提供や関与の
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抑制には消極的にしか取り組まれていないということである。「適切な管理」が重要だと
いう部分に「もっと科学的に厳格な研究を行うべき」という主張を読み取ることができる
かもしれないが、産学連携の推進が強調されていることから、現状では「もっと科学的に
厳格な研究を行うべき」という主張があまり影響力を持っていないというのが率直な評価
だろう。しかし、現状がそうであるからといって、それが適切な状況であるとは限らな
い。利益相反の「適切な管理」が一体どのようなものであるべきかについては、さらに第

9 章で検討する。

7.6 小括
本章では、医学において「科学と価値」が問題となった事例としてディオバン事件を検
討した。この事件では、莫大な売り上げを誇る降圧剤の優越性を根拠づける臨床試験に疑
義が生じ、不正調査の結果、データの改ざんやバイアスの疑いが明るみになった。ディオ
バン事件は大きな注目を集め、臨床研究のあり方を見直す契機となる。しかし、臨床研究
の信頼性を高めるための対策は非認識的価値の観点から限定的なものに留められた。
ディオバン事件は、「科学と価値」論に対する二つの重要な示唆をもたらす。一つは、
科学内部の価値判断をその外部にある社会からどのように統制できるかについての示唆で
ある。たしかに、不正調査によって一部ではデータの改ざんが認められ、その部分につい
ては不適切な価値判断を明らかにできたと言えるかもしれない。しかし、記録の不完全性
や、当事者の証言の信頼性のなさなど、不正調査は大きな困難を抱えており、研究全体を
くまなく検証することはできず、明確な結論の出せない部分も少なくなかった。むしろ再
発防止策で提案されたように、データの検証可能性を保証する制度を導入するなど、研究
環境を整えることで問題をいくらか緩和できるかもしれない。つまり、科学内部の適切な
価値判断を社会が統制するならば、研究者個々人の価値判断を外部から検証するアプロー
チよりも、研究者に影響を及ぼす制度や環境に注目するアプローチが有効に思われるので
ある。
もう一つの示唆は、認識的価値と非認識的価値のバランスが重要な争点になるというこ
とである。臨床研究の信頼性の向上が大きな課題として設定されたにもかかわらず、非認
識的価値判断の徹底的除外へ向けた制度が目指されたわけではなかった。このことは、医
学において「科学の価値自由性の理念」や「認識論的純粋性の理念」はそれほど影響力を
持っていないことを示唆する。ただし、医学においてこれらの理念が望ましくないと言っ
てよいかは議論の余地がある。とりわけ、利益相反が研究にバイアスをもたらすことが長
年に渡って懸念されてきたにもかかわらず、その問題に現在の医学が十分に対応していな
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いことは、批判の的になっている。そこで、後章では認識的価値と非認識的価値のバラン
スの取り方についてさらに検討を深める。
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第8章

科学的価値と倫理的価値の対立の調
停法
本稿第 2 章（特に 2.1.2 節）で述べたように、科学哲学においては二種類の価値が区別
され、それぞれがどのような文脈で適切なのかが議論されてきた。一方は「認識的価値」
であり、大掴みには、科学の目標に貢献するタイプの価値である。例えば、科学的に妥当
な仮説・理論・モデルなどをめぐって、データとより正確に一致する方が良いか、それと
も他分野で確立した知見との整合性が高い方が良いのかといった選択は、ある種の価値判
断に基づくとしても、科学の信頼性を妨げるものではないだろう。他方の「非認識的価
値」は、文字通り認識的価値以外の価値であり、我々が一般的に考えている価値はこちら
に含まれる。非認識的価値は、研究テーマの設定などでは許されるだろうが、先ほどのよ
うにデータを基にして科学的に妥当な見解を選択する場面では排除すべきように思える。
このようにして、認識的価値と非認識的価値は、専門家の規範に関する重要な論点とされ
てきた。
価値の種類を区別した上で専門家の規範を考えるというアプローチは、臨床研究倫理で
も重要である。臨床研究倫理では、研究の「科学性」と「倫理性」の両方の確保を求めて
きた。臨床研究において、被験者の保護やインフォームド・コンセントだけでなく、研究
デザインの科学的な適切さが求められるというのは、世界医師会によるヘルシンキ宣言に
も見られるし (World Medical Association, 2013)、国際医学団体協議会の発行する臨床
研究ガイドラインでも確認できる (Council for International Organizations of Medical

Sciences, 2016, 以下、CIOMS ガイドラインと呼ぶ)。
科学性の要求の根拠は、科学的に適切な研究の結果は社会にとっての利益を生むが、
科学的に不適切な研究は被験者を無用なリスクにさらすというものである。ただし、
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CIOMS ガイドラインでは、科学的に厳格でも社会的利益のない研究がありうるので、科
学的価値は社会的利益にとって必要だが十分ではないとされる。認識的/非認識的価値の
区別に当てはめて言い直せば、科学的な適切さがおよそ認識的価値にあたり、その研究の
結果得られる知識が社会にもたらす利益は非認識的価値にあたる。
さて、科学性と倫理性の両方を尊重すべきだという規範は、臨床研究に限らず、一般的
な専門家の規範としても有力候補になるだろう。ところで、もしこの二つが対立してし
まったらどうすればよいのだろうか。例えば、研究の科学的価値を優先することで非倫
理的になってしまう状況では、専門家はどうすればよいのだろうか。この問題について
参考になるのが「臨床的均衡 (clinical equipoise)」とランダム化比較試験 (Randomized

Clinical Trial: RCT) をめぐる論争である (Joﬀe and Truog, 2008)。本章ではこの論争
を取り上げ、研究デザインの選択に関する適切な価値判断がどのようなものかについて検
討を行う。
本章の要点は次の通りである。RCT は、科学的価値の高い研究デザインとして広く認
識されているものの（8.1 節）
、被験者の治療の機会を奪うという非倫理性にどのように向
き合うかが論争されてきた（8.2 節）
。そこで本章では、問題となっているジレンマの解決
の道筋について既存の文献をレビューし、大きく分けて二つの方針を検討する（8.3 節）。
一つは RCT の倫理的根拠に注目する方針であり（8.3.1 節）、もう一つは RCT の科学的
価値に注目する方針である（8.3.2 節）。これらの方針において二種類の価値がどのように
考慮されているかを確認した後、専門家が科学と倫理をどのように関連づけて考えるべき
かに関する一般的示唆を得る（8.4 節）。具体的には、「研究が倫理的に重大な問題を懸念
させる時には、とりわけ注意深く研究の科学的価値を評価せよ」という提案を行う。この
提案は、科学性と倫理性の両立を基本方針としながら、研究の科学的価値に焦点を当てた
手続き的解決を促すものである。

8.1 RCT およびプラセボ対照試験の特性
臨床的均衡をめぐる論争を理解するためには、RCT に加え、プラセボとの比較を行う

RCT(以下 P-RCT と記す)、実薬との比較を行う RCT(以下 A-RCT と記す) の三つの研
究デザインの要点を押さえる必要がある。詳細や具体例については多くの入門書がある
ため (e.g. Torgerson and Torgerson, 2008)、本節ではごく基本的な点に限って説明を加
える。
臨床研究では新しい医薬品や治療法を人間に実際に適用して効果を検証するが、それら
の「本当の効果」を知るために様々な工夫が用いられる。ランダム化はその一つで、異な
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る治療が行われる群に被験者を割り付ける際に、医療者や被験者の判断を用いずに無作為
に決定する。これにより、RCT は介入の因果関係を証明する上で最も優れた研究デザイ
ンだとしばしば言われるのである。

RCT の科学的な重要性は、因果推論における潜在反応モデルに関連づけられることが
多い (e.g. Hernán, 2004)。ある個人が何らかの介入を受けた場合の結果と、受けなかっ
た場合の結果を比較すれば、その介入がその人に与える効果を知ることができるはずだ。
介入 T のあり (1) なし (0)、その介入の後の状態 Y として治療に成功 (1) 失敗 (0) のよう
に表すとき、以下の表 8.1 のように整理できる。
表 8.1: 潜在反応モデルにおける介入と結果
対象者

T

Y

YT=0

YT=1

A さん

0

0

0

?

B さん

0

1

1

?

C さん

1

0

?

0

D さん

1

1

?

1

…

…

…

…

…

表中の？の箇所は、実際には値が決まっていても観測不能であり、欠損値と言える。
表から分かるのは、ある個人は介入を受けるか受けないか二つに一つしかあり得ない
のだから、他方の場合の結果は知りようがないので、各個人に対する介入効果は知り
ようがないということだ。この問題は「因果推論の根本問題」と呼ばれるが、一般的に
は、集団に対する介入効果 E[YT=1] - E[YT=0] ならば知りうるだろうなどと話は進む。
対象者に介入 T を行うかどうかランダムに決めれば、数学的には E[YT=1—T=0] =

E[YT=1—T=1] = E[YT=1] また E[YT=0—T=0] = E[YT=0—T=1] = E[YT=0] で
ある。すると、E[YT=1] - E[YT=0] = E[YT=1—T=1] - E[YT=0—T=0] であり、右
辺は実際に観測可能であるから、ランダム化があれば集団への平均介入効果が分かること
になる。
ランダム化しない実験でも因果関係を知るために役立つ場合がある。例えば、17 世紀
にレディの行った有名な実験では、ハエの幼虫の自然発生を検証するため、蓋なしの瓶と
通気性のある蓋をした瓶との両方に肉片を入れて観察した (戸田山, 2011)。すると、両方
の瓶で肉片が腐敗するのだが、当然ながら、蓋なしの瓶だけにハエの幼虫が発生した。二
種類の瓶は、蓋の有無を除けば同じ条件なのだから、結果の違いは蓋の有無に起因してい
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るはずである。レディの実験は自然発生説の否定に繋がっていくのだが、こうした対照実
験では、一つの条件だけを変えて他の条件を揃えることにより因果関係に迫ることがで
きる。

RCT におけるランダム化は、対照実験の利点、つまり介入の違い以外の条件を揃える
ことにも関係する。先にランダム化を行わない対照試験を考えてみよう。同意の得られた
被験者に新薬を飲んでもらい、その経過を観察し、試験期間が終わった後、通常の診療で
既存の治療を受けた同じ症状の患者のデータと比較したとする (歴史対照試験)。このよ
うな対照試験では、新薬を与えた人たちの治療成績が良く、既存の治療より優れているよ
うに見えたとしても、それは研究者が比較的健康な人ばかりを試験に組み入れたせいかも
しれない。あるいは意図的な選別がなくとも、重症の場合には無意識的に治療を優先し
て試験の勧誘が疎かになるというのは十分ありそうだ。こうして、介入群と対照群の間
に、介入の違いの他に結果に影響しそうな違い (選択バイアスや交絡因子) が残っている
と、介入の有効性は簡単には分からなくなってしまうのである。他方、新薬を与える介入
群と既存の治療を施す対照群に被験者をランダムに割り振って経過を観察する試験 (つま
り RCT) なら、選別も生じず、治療の違いを除けば二つのグループの様々な特徴が均一に
なっていることが期待できるため、結果の違いは新薬の有効性を表していると推論できる
はずである。こうした利点から、RCT はバイアスの少ない「ゴールドスタンダード」な
方法と評されている。

P-RCT と A-RCT の違いは、効果を確かめたい治療法を何と比較するかに関係してい
る。A-RCT では実際に使われている治療法と比較するが、P-RCT では「プラセボ」と比
較を行う。このプラセボは後で重要な論点になるので、もう少し説明しよう。
薬の「本当の効果」を知る上で厄介な問題は、病気からの回復に薬の成分以外の効果が
影響する可能性である。薬の投与が治療をもたらしたように見えても、実際には、薬には
何の効果もなく、薬を飲んだから病気が治るはずだという患者の期待がポジティブに作用
して治ったのかもしれない。ある薬の固有成分がもたらす「本当の効果」を確かめるため
には、そうした心の働きによる影響を取り除き、固有成分の効果だけを選り分ける工夫が
必要になる。そこで利用されるのがプラセボであり、例えば、薬の固有成分を病気に影響
しないであろう成分と交換し、見た目や重さや味や匂いを似せた偽の薬をつくり、偽薬と
知られることなく患者に投与するのである。すると、偽薬と実薬を投与した群の間で、固
有成分の有無を除けば、治療を受けているという患者の思い込みを含め同じ条件になるの
だから、両群の結果の違いは固有成分に起因するはずだ。プラセボ効果という用語は様々
な意味で使われるが、本稿では無治療の群とプラセボを与えた群とを比較することで測ら
れる効果とする (Ernst and Resch, 1995; 中野, 2013)。以上は次の図 8.1 のようにまとめ
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られる。

図 8.1: 「本当の効果」とプラセボ効果の関係

プラセボ効果の生じるメカニズムやその大きさは、未だ研究途上の段階と言うべきだろ
う。一般的には、プラセボ効果の発生には患者の期待など心理的メカニズムが関係すると
考えられているが、必ずしも生理的なメカニズムを伴わない訳ではなく、例えば、プラセ
ボが体内のオピオイドや脳活動に影響すると報告されている (Price et al., 2008)。プラセ
ボ効果を検証した RCT について、コクラン共同計画による包括的なメタ分析では、様々
な症状の中でも、痛みや吐き気などの主観的な尺度に弱いプラセボ効果が見られるくら
いで、一般にその効果は小さいという (Hróbjartsson and Gøtzsche, 2010)。しかしなが
ら、これはプラセボ効果を検出する目的ではない試験が含まれているからであり、適切な
デザインの試験を選り分ければ、より多くの症状について、主観的尺度ばかりでなく客観
的な尺度についてもプラセボ効果が確認できるとするメタ分析もある (Wampold et al.,

2005)。
そもそも、プラセボ効果を測るための試験はそれほど活発には実施されていない。とい
うのも、そのような試験はプラセボと無治療を割り当てる RCT になるが、特に重症の被
験者を対象にするような場合、直観的にとても許容し難い試験になるだろう。先ほどのコ
クラン共同計画のメタ分析でも、がん患者を含む RCT はあっても (例えば抗がん剤に伴
う吐き気をプラセボで緩和できるかの RCT)、がん自体に対するプラセボの治療効果を測
る RCT は見つからなかったようだ。
なお、P-RCT では必ずしも錠剤の偽薬を使用する訳ではない。心理療法や鍼治療の
「本当の効果」を測る場合には、それらの治療法に固有の特徴を除いた偽の治療法がプラ
セボとして利用される。また、精神疾患や鎮痛など心が関係するであろう症状への治療法
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ばかりではなく、抗がん剤の効果を検証するような場合にも、患者の安全を守る工夫を組
み合わせながら (例えば、一定以上悪化した患者の試験離脱を計画したり、既存の治療に
上乗せしてプラセボを試すなど)、P-RCT は実施されている。抗がん剤の P-RCT の正当
化根拠も、他の場合同様、薬の「本当の効果」を調べることの重要性が基本的な論点にな
る (Daugherty et al., 2008; Millum and Grady, 2013)。
さて、以上では臨床研究の RCT を念頭に置いてきたが、実際には RCT は様々な分
野で実施されている。近年の「証拠に基づく政策形成」の潮流に伴い、教育・福祉・経
済政策などの効果に関する RCT も重要視されるようになってきた (cf. Torgerson and

Torgerson, 2008)。例えば日本でも、電力価格を上げることで節電が進むかどうかを実証
するために実際の住民を対象とした RCT が行われている (伊藤, 2017)。化学物質のリス
ク評価で馴染み深い動物実験についても、近年、RCT によるバイアス対策の重要性が指
摘されている (Hirst et al., 2014)。RCT は決して臨床研究に特有の方法ではなく、むし
ろ、様々な分野で科学的価値が高く評価されている方法の一例である。本章では臨床研究
の RCT を念頭に置くが、RCT のこうした特徴から、専門家一般に通じる規範の考察を
試みる。RCT という限定された科学的方法をめぐる議論から専門家一般の規範を考察す
ることには飛躍があるように思うかもしれないが、後で見ていくように、論争の中で科学
的価値と倫理的価値がどのように関連付けられているかという視点からは、一般的示唆が
見えてくる。
臨床研究での RCT に生じる倫理的懸念は次節以降で論じるが、社会実験や動物実験
の RCT も倫理問題と無縁ではない。これらが人々の実生活に影響を与えたり、プライ
バシー侵害の懸念を生じさせたり、実験動物の福利を侵害することは、見逃せない倫理
問題だろう。したがって、これらの研究でも科学的価値と倫理的価値の対立が生じるの
である。臨床研究における RCT の倫理性をめぐる議論は、たしかに直接には他分野で
の RCT をめぐる議論と重ならない点もあるが、科学と倫理の対立の調停という一般的な
テーマに関して長く熱心に議論されてきた経緯があり、他分野にも適用可能な示唆が得ら
れる見込みは十分あるだろう。

8.2 RCT ジレンマと臨床的均衡
RCT の科学的価値が高いことは広く認められてきた一方で、RCT には倫理的懸念が付
きまとう。患者に対して最善の治療を提供せよという倫理的義務は、医師にとって基本的
な義務である。しかし、RCT において既存の有効な治療よりも劣った治療を患者に割り
付ける場合 (例えば、治療薬が存在するのにプラセボを与えるような場合)、最善の治療の
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義務に反してしまう。臨床研究倫理では、このような科学と倫理の対立が「RCT ジレン
マ」として認識されてきた (Giﬀord, 1986)。医師は一体どうすべきなのだろうか。問題
は、どのような臨床試験ならば倫理的に許容されるのかであり、その条件として提案され
広く受け入れられてきたのが臨床的均衡の概念である。
臨床的均衡に従えば、「RCT は、二つの治療法 (またはプラセボ) の間で、どれが優れ
た治療法なのかは分からない状態、すなわち、効果が等しく不確実な状態で行われなけれ
ばならない」(田代, 2011, p. 128)。このようなアイデアを広めたのは哲学者のフリード
マンであり (Freedman, 1987)、彼は次のように考えた。臨床試験を実施するそもそもの
理由は、何が好ましい治療なのかについて専門家の間に論争があるからだ。そこで、「好
ましい治療について医師達の間に偽りなく専門的な不一致がある」場合に、論争を終結さ
せるための臨床試験が許容される。臨床的均衡が正確には何を意味するかについては議論
の余地があるが (cf. Joﬀe and Truog, 2008)、本稿では以上に述べた概念として扱うこと
として、これに依拠する場合の問題に注目する。
もし臨床的均衡を支持するなら、有効な治療が確立している場合には、有効性が確立し
ていない治療を比較対象に含む RCT を実施できない。とりわけ、標準治療がある場合の

P-RCT は明確に禁止される。標準治療があっても A-RCT は許容される余地があり、例
えば、新薬が既存薬と同じくらい良いものだと見なすに十分な情報があれば許されること
になる (Freedman et al., 1996b)。
臨床的均衡の元にある発想は、研究より患者の治療、延いては被験者保護が優先すると
いうものだ。例えば、現在のヘルシンキ宣言では「医学研究の主な目的は新しい知識を得
ることであるが、この目標は個々の被験者の権利および利益に優先することがあってはな
らない」という原則が掲げられている (World Medical Association, 2013, 訳は日本医師
会による*1 )。こうした見方からは、研究をするときでも被験者の利益のために最善の治
療を行うことが求められるだろうし、P-RCT はまさに倫理より研究を優先しているので
非倫理的だということになる (Rothman et al., 2000)。
ここで注意が必要なのは、研究と診療の区別である。本稿 6.1.2 節でも述べたように、
臨床研究倫理では、患者の最善の利益を守る「診療」と、一般化可能な知識を得る「研究」
とを区別し、後者に該当する活動を議論の対象とするのが基本的な考え方である。する
と、P-RCT は研究なのだから、治療の義務を疎かにするという批判はそもそも研究と診
療の区別を混同しているように思うかもしれない。しかし、現在の規制でその区別が採用
されているという事実は、その区別に異論の余地がないということを意味しない。ヘルシ

*1

https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html
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ンキ宣言は研究についての権威ある倫理規範であり、先ほどの原則を文字通りに読めば、
研究において最善の治療を妥協すべきでないと述べているのである。まさにこの点をめ
ぐって激しい論争がなされてきたのであり、とりわけ P-RCT の許容条件が争点とされて
きた。

P-RCT をめぐる論争は、ヘルシンキ宣言の改定の歴史に表れている (栗原, 2003; 大
垣・藤野, 2010)。1964 年の最初の採択の後、 1975 年の東京改定で対照群に最善の治療
を用いるという規定が盛り込まれた。その後、1996 年には有効な治療がない場合のプラ
セボ対照試験を許容する規定が追加されたものの、2000 年のエディンバラ改定まで、有
効な治療がある場合には最善の治療と比較すること (すなわち A-RCT) が求められてい
た。しかし、2002 年のワシントン注記において、プラセボ使用の科学的な必要性がある
こと、または、その使用が重大な危険をもたらさないことを条件に、有効な治療が存在し
ていてもプラセボ対照試験が許容されると追記された。この背景には、2000 年版は医薬
品開発の実態に合わず、途上国での安価で効果的な医薬品開発が妨げられてしまうという
声があった (栗原, 2001)。しかし、2002 年の注記では、許容条件が「または」で接続され
るせいで、科学的必要性があればどのようなに危険な試験も許容されるように読めるとい
う問題が批判され、2008 年のソウル改定では「かつ」による接続に修正された。つまり、
プラセボを利用する研究が許容されるのは、まず第一に、証明された治療が存在していな
い場合である。もしくは、それが存在していても、治療の効果や安全性を評価するために
プラセボの利用が科学的に必要であること、かつ、プラセボ投与により被験者に深刻なリ
スクがない場合にも許容される。以降、2013 年のフォルタレザ改定を経て現在まで、同
条件が P-RCT の許容条件とされる。歴史的に見れば、最善の治療方法との比較が基本路
線であったが、論争を通じて、例外条件の下では最善の治療を控える P-RCT が認められ
るようになってきたのである。それでも、前述のように、被験者保護の優先は原則であり
続けているというのが現状である。
以上、かなり大雑把ではあるが、RCT ジレンマと、それに関連して対立する見解を素
描した。一方には、臨床的均衡および被験者保護の優先を支持し、推奨する方法としては

A-RCT に寄った見方がある。他方には、研究の科学的価値を重視し、P-RCT の正当性
を主張する見方がある。この対立の中で、科学と倫理が対立した際に医師はどうすべきか
という問題が生じているのである。
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8.3 RCT ジレンマ解決のための二つの方針
本節では、RCT ジレンマの解決を論じる既存の文献の調査・検討を通じて、解決の方
策を整理し、それらの解決策の中で科学的価値と倫理的価値がどう扱われているかを確認
する。解決策の整理に当たっては、大きく二つの方針に分ける。一つは RCT の倫理的根
拠に着目する方針であり、主に生命倫理学者達によって論じられてきた。もう一つは科学
的価値に着目する方針であり、科学哲学者達が中心に議論を行なっている。ただし、この
ように整理しても、一方の方針では科学的価値だけを、他方では倫理的価値だけを尊重す
るわけではない。二種類の価値の関係やジレンマに関する一般的示唆については本稿 8.4
節で改めて検討する。

8.3.1 RCT の倫理的根拠の再検討
臨床的均衡を批判する代表的論者は生命倫理学者フランクリン・ミラーであり、基本的
な論旨は次のようなものだ (Miller and Brody, 2003)。RCT ジレンマも臨床的均衡概念
も、研究を行う専門家が最善の治療を提供する義務を負うと前提する点でそもそも間違っ
ている。研究を実施するための倫理は、医師としての治療を行うための倫理とは別のフ
レームワークで考えるべきであり、RCT や P-RCT が研究として行われるべきかどうか
は、「研究に伴って被験者が負担するリスク」と「研究を行った結果として得られる知識
の社会的利益」との比較考量によって決定すべきだ。
最善の治療の義務がないならば、RCT ジレンマは解消して、リスクと社会的利益の衡
量作業が残る。ただし、そのように治療の義務を緩めてしまうと、被験者が研究のために
搾取される懸念が出てくる。将来の多くの人々の利益のためには少数の被験者を犠牲にす
べきという主張を無制限に認めると、倫理的にはかなり受け入れがたいフレームワークに
なる。そこで、ミラーは被験者の搾取を抑える要素が重要だと述べ、インフォームド・コ
ンセントや、倫理審査委員会による事前のリスク便益評価が対策として有効だと論じる。
実のところ、臨床的均衡の支持者の側にも、臨床的均衡に最善の治療の義務を含めない
捉え方が提案されている。例えば、医師は「適切な治療」の範囲なら必ずしも最善の治療
でなくても良いとするバージョンだ (Weijer and Glass, 2002)。すると、標準治療がある
場合でも、症状が軽い患者の P-RCT は許容されることになる。とはいえ、医師が患者個
人に適した治療を選択せずにランダムに治療を決定することは、治療の文脈ではやはり説
明しがたいだろう (Miller and Brody, 2007)。他には、科学的必要性などを考慮に入れ、
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場合によっては例外を認める「一応の義務」として理解するバージョンもある (van der

Graaf and van Delden, 2011)。この場合、臨床的均衡は RCT が倫理的に許容されるた
めの必要条件ではなくなり、臨床研究倫理のフレームワークの追加的原理として位置付け
られる。しかし、臨床的均衡の曖昧さを考えると、本当に倫理問題を考える上で重要な役
割を果たすのか疑問が残るだろう。
現在の臨床研究倫理における研究と診療の区別に馴染みがあれば、ミラー達の見解は当
然に思えるかもしれない。しかし、そうした見解を支持するなら、現在のヘルシンキ宣言
を受容するのではなく改定を求めなければ一貫性がない。実際、一部の生命倫理学者達は
異議を表明しているが (Millum et al., 2013)、ヘルシンキ宣言の歴史や権威を踏まえる
と、誰もが認めるトリビアルな立場だとは決して言えないだろう。加えて、ミラー達の見
解では研究に参加する被験者にケアを提供する根拠がなくなるという問題から、研究の倫
理と診療の倫理の統合も模索されているところである (田代, 2011)。
ミラーのような功利主義的立場と臨床的均衡論者の重要な違いの一つは、RCT の許可/
禁止の判断と RCT の科学的価値がどう関係するかである。臨床的均衡の下では、研究は
専門家間の論争の解決に寄与しなければならないので、研究の科学的価値がまずは求めら
れるだろう。しかし、患者の治療を優先することから、たとえ科学的価値 (延いては社会
的利益) が高い研究でも、目の前の患者の最善の治療を控える研究は許されない。他方、
功利主義的枠組みでは、臨床試験の倫理的許容性は基本的に知識の社会的利益次第である
が、科学的価値を無視できるわけではない。社会的利益は研究の科学的価値にも依存する
ので、RCT や P-RCT が実質的な科学的価値を持たなければ、RCT や P-RCT が許容さ
れないこともありうるからだ。

8.3.2 RCT の科学的価値の再検討
RCT を方法論の階層構造の中で上位に位置付ける考え方は、実のところ様々な論者か
ら批判を受けており、科学哲学者によっても批判的に検討されてきた。特に、ウォラル
は、RCT に特有の科学的価値は無いとさえ議論する (Worrall, 2002)。例えば、RCT を
採用する根拠として「未知の交絡因子まで均質化することができる」ことがしばしば挙げ
られるが、これはかなり疑わしいと指摘する。ある設定の RCT を無限に繰り返せば各群
の未知の交絡因子の影響が均等になるのだとしても、実際に行われている個々の RCT で
均等になっている保証はない。既知の交絡因子 (性別や年齢を想像すると分かりやすい)
について、サンプルサイズの小さい場合にランダムに被験者を割り振ると各群の均質化に
失敗するケースがあるが、ランダム化による既知の交絡因子の均質化が必然でないのな
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ら、未知の交絡因子の均質化も保証されないはずだ。
もちろん、RCT が全く科学的価値を持たないというわけではなく、例えば、医師や被
験者の治療選択がもたらす交絡のせいで特定の治療が有効に見えるのを避ける目的ではか
なり役立つ (Howick, 2011; La Caze, 2013)。だが、RCT の科学的価値が「特定の種類
の交絡によるバイアスを防ぐ」ことであるなら、RCT は因果関係を知るために必要不可
欠なものではなく、その価値はどの程度バイアスを防げるのか次第である。すると、被
験者を危険に晒す RCT ではなく、観察研究で科学的に十分だと考える余地が出てくる。
洗練された観察研究による評価が RCT による評価と一致するといったメタ分析を踏まえ
れば (Concato et al., 2000, 2010)、介入効果の推定についても観察研究が RCT に匹敵
するという主張に説得力が出てくる。RCT の科学的価値が観察研究で本当に代替可能な
ら、RCT は (相対的に) 科学的価値が高いという前提が崩れるのだから、RCT ジレンマ
にも直面しない。ただし、観察研究の信頼性には批判も多く (e.g. Pocock and Elbourne,

2000)、慎重な評価が必要である。
観察研究に比べて RCT の科学的価値が高いことを認めたとしても、次の問題は比較対
象である。P-RCT の支持者は、A-RCT では必要な情報が得られない場合があると論じ
る (Temple and Ellenberg, 2000)。新薬と既存薬の効果が同じくらいだと確かめられて
も、両者が実質的な効果を持つというケースと、どちらも持たないというケースのどちら
もありうる。こうした懸念は、精神疾患の治療など、既存薬の効果がそれほどはっきり
しない場合、重要な問題になる。プラセボの方が有効で副作用も少ない可能性があるか
らだ。こうした懸念に答えるために P-RCT が必要だとされる。例えば、医薬品規制調和
国際会議 (ICH) の示す対照選択についてのガイドラインでは (International Conference

on Harmonization., 2000)、プラセボ対照試験の長所として「外的な証拠を参照すること
なく、解釈可能であること」、「『絶対的』な有効性、安全性を測りうること」などを挙げ
ている。P-RCT ではプラセボ効果をゼロ地点として治療の「絶対的効果」を測定できる
というわけだ。
反対に、臨床的均衡の支持者は、P-RCT の必要性に疑いを持っており、臨床で役立つ
知識はむしろ A-RCT で得られると主張する (Freedman et al., 1996a)。P-RCT が不十
分なのは、新薬がプラセボより優れていると分かっても、新薬が既存薬より優れているか
分からないからだ。ただし、この点は P-RCT の支持者も認めている (Miller and Brody,

2002)。つまり、問題は、A-RCT だけを許容すべきか、A-RCT と P-RCT の両方を許容
すべきかである。
興味深いのは、科学哲学者のホーウィックの分析である (Howick, 2011)。彼は、P-RCT
の科学的価値を疑う。そもそも、プラセボとは何かを正確に定義してその効果を特定する
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ことは、不可能ではないかもしれないが、かなり難しい。実践的には、同じ症状の患者に
対しても、臨床試験ごとにプラセボ群の反応がかなり違っていたりする (e.g. Moerman,

2000; Patel et al., 2005)。こうした状況では、P-RCT の解釈の際に外部の証拠を無視で
きないし、「本当のプラセボ効果」がいったいどれくらいかを実践的に特定できなければ、

P-RCT によって新しい治療の「絶対的効果」を確かめられるというのも疑わしくなって
くる。
プラセボ効果の「加法性」も問題があるとホーウィックは指摘する。本稿 8.1 節で述べ
たように、通常の P-RCT で新しい治療の効果を見るとき、治療の「本当の効果」とプラ
セボ効果とが独立に存在していて、新しい治療を行った群とプラセボ群との引き算によっ
て「本当の効果 (=絶対的効果)」を特定できると想定する。しかし、この想定はそれほど
検証されていない (Enck et al., 2011)。
ホーウィックが例示するのは、ニコチンガムの禁煙効果に関する P-RCT である

(Hughes et al., 1989)。この研究では、ニコチン入り/なし (A/B) のどちらのガムを投与
するかに加え、三種類の指導方法で群を分ける。(1) ニコチン入りのガムで禁煙するよ
う指示、(2) ニコチンなしのガムで禁煙するよう指示、(3) どちらのガムか分からないけ
れどそのガムで禁煙するよう指示という三種類である。こうして合計６つの群に分けて

P-RCT を実施してみると、ニコチン入りガムを摂取した群とそうでないガムを摂取した
群での結果の差が、指導の種類によって異なっていた。例えば、喫煙本数の尺度につい
て、ニコチンなしのガムだと伝えられた場合のニコチンガムの禁煙効果 (A2 と B2 の差)
はかなり大きいが、ニコチン入りだと伝えられた場合にはその効果 (A1 と B1 の差) がほ
とんどなかった。指導の違いは、ニコチンガムの「本当の効果」には影響しない一方で、
患者が手元のガムに治療効果を期待するかどうか、つまり、プラセボ効果だけに影響する
はずだ。すると、加法性が成り立つなら、指導の違いの効果は A1-B1 の組と A2-B2 の組
の間の一定量の差として (言い換えれば、A-B の差を残しつつ、1-2 の違いとして) 現れる
はずである。だが、この試験の結果では、A1-B1 の差と A2-B2 の差が大きく変わってい
る。つまり、この研究からは、プラセボ効果の変化に応じて、治療の「本当の効果」が変
わる関係が示唆されるのだ。
この事例はいわゆる交互作用が存在する例であるが、このように加法性が成り立たない
場合、治療群とプラセボ群との差は、治療の「本当の効果」だけを含むのではなく、「本
当の効果」とプラセボ効果とで相互的に引き起こされた効果も含まれる。これがなぜ問題
なのかというと、例えば、P-RCT では一般に、インフォームド・コンセントによって被
験者は薬かプラセボの投与がランダムに決定されると知らされるため、必ず薬が投与され
ると知っている場合よりも期待が低いはずであり、すると、この試験で薬の効果が見出さ
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れても、その効果は交互作用によるもので、実臨床のように患者の期待が高い状態では消
えてしまうかもしれない。これは全く根拠のない憶測ではなく、実際、上記のニコチンガ
ムの試験結果ではこれに近いことが生じている。加法性が成立しなければ、P-RCT はプ
ラセボ効果とは無関係な「本当の効果」を特定できず、A-RCT も P-RCT も、ある環境
での治療間の相対的優劣を確かめているに過ぎない。
もちろん、以上で論じた P-RCT への懸念が退けられる場合もありうる。疾患分野や治
療環境、プラセボ治療の実態によっては、プラセボ効果が安定していて加法性が成立し
ている場合があるかもしれない。例えば、プラセボ効果がほとんど生じなければこの二
つの想定が成り立つだろう。しかし、大抵の P-RCT はプラセボ効果があると予想され
るからこそ行われている。プラセボ効果が安定していて加法性が成立しているという想
定が確かめられていないなら、P-RCT の科学的価値も必要性も実は明確ではない。それ
ならば、被験者保護の観点で優れる A-RCT を選択すべきというのが率直な考えになる。

P-RCT の場合、プラセボを与えることから被験者の危険性や医師の心理的葛藤が生じる
が、A-RCT の採用でこれらの問題を緩和できるため、ランダム化を診療の文脈で理解で
きないなど理論的課題は残るだろうが、A-RCT はジレンマの深刻さを緩和させることが
できる。

8.4 臨床的均衡の論争から得られる一般的示唆
以上、科学と倫理の対立を解決するための二つの方針を検討してきた。どちらの方針で
も、科学的価値と倫理的価値の一方を無視するのではなく、両方を考慮しながら対立の解
決を図ることになる。論争を解きほぐすにあたって、研究デザインの科学的側面の批判な
のか、倫理的側面の批判なのかの識別はそれほど難しくない。問題は、それらの論点を最
終的な判断とどう関連付けるのかである。
臨床的均衡を支持する側も疑う側も、相手の支持する方法の科学的価値を批判し、自分
たちの支持する方法の優位性を強調する。こうした論争の中で、どのような方法が最も科
学的に優れているのかを見極めるのは難しい。実際のところ、科学的価値や認識的価値と
いう概念は、最も優れた一つの理論や方法を決定するという目的ではあまり役立たないか
もしれない。認識的価値の性質について、科学史家のクーンの論考が参照されることが多
いが (Kuhn, 1977)、この議論における認識的価値は、対立する科学者達のうち誰が正し
いかを決めるためのものというより、対立する科学者達のいずれもがそれなりに正しいと
説明するために導入された。つまり、科学的研究は様々な仕方で合理的でありうるという
ことだ。
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8.4. 臨床的均衡の論争から得られる一般的示唆
前節までの検討から示唆されることは、被験者のリスクが大きいとき、研究の科学的価
値を特に真剣に検討すべきということである。ミラーのような功利主義的フレームワーク
を採用するなら、被験者のリスクが大きいとき、それに応じて知識の社会的利益が十分に
あることが研究の許容条件になる。だが、知識の社会的利益は研究の科学的価値に依存す
るし、科学哲学が指摘してきたように、RCT や P-RCT が本当に科学的価値を持つのか
検討の余地がある。リスクを正当化するため、社会的利益の基礎になる科学的価値を注意
深く確認する必要があるはずだ。あるいは、功利主義的立場を明確に採用しなくとも、被
験者保護の率直な関心から、被験者利益を保護する研究方法の追求や、それに反する研究
の必要性を疑うことには意義がある。
こうした考え方は次のように表せる。「研究が倫理的に重大な問題を懸念させる時には、
とりわけ注意深く研究の科学的価値を評価せよ」、あるいは、「研究が倫理的に重大な問題
を懸念させる時には、『その種類の研究は一般に科学的価値があると想定されている』と
いう理由では、その研究の科学的価値を認めてはならない」。これらは、科学的価値と倫
理的価値が対立した場合には、科学的に同じくらい優れていて倫理的懸念の少ない代替案
を探すべしという考えを下敷きに、科学的価値の評価は一見するより複雑だということを
強調する。
以上のような示唆は、穏当だが、必ずしも自明のものではない。例えば、日本の臨床研
究の基本的な倫理指針である「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

(令和 3 年 3 月 23 日) では、リスクの高い研究 (侵襲のある介入研究) や社会的弱者を対象
とする研究において、特段の倫理的配慮を求めているが、特定の場合に研究の科学的価値
や知識の社会的利益を特別な仕方で吟味せよという要求は示されていない。知識の社会的
利益は、例えば、「インフォームド・コンセントの手続等の簡略化」の要件の一部になっ
ているが、臨床試験におけるリスクと社会的便益の衡量とは関係が無い。侵襲・介入あり
の臨床試験では試験計画および結果の登録やモニタリングの実施が求められるが、予定す
る研究の科学的価値の検討はやはり求められていない。今般施行した臨床研究法において
も同様で、研究のもたらすリスクに応じて科学的価値の詳細な検討を求めるという具体的
な規定はない。
科学的価値のより深い吟味を特別な場面に限定することは、実践的な観点から重要に
なる。一般的に、研究者は自身が科学的価値を信じた研究を行うはずであり、先ほどの
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」においても、基本理念として
は「社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること」が掲げられているのだから、改
めて科学的価値を評価するよう求めることに意義は無いように思えるかもしれない。しか
し、本稿 8.3.2 節で見たように、RCT や P-RCT といった科学的価値が広く認められてい
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る方法についてさえ、一見したところでの科学的価値がより深い吟味によって否定されう
る。また、問題はある方法に科学的価値があるかないかというより、科学的価値の点で同
じ程度に良い方法の有無であるから、狭い分野にのみ精通した専門家が見逃してしまう可
能性は十分ある。他方で、筆者の提案に基づく科学的価値の検討は、具体的な研究計画に
ついて真剣に行うとすれば、相応の時間と資源を要するものであるべきだ。利益相反委員
会のように特定のテーマに特化した委員会が既に存在しているが、それらに類する科学的
妥当性委員会を設けるというのも一つの手かもしれない。だが、そうした評価手続を増や
すほど時間や労力も膨大にかかるのだから、あらゆる研究で慎重な評価を求めることはか
えって悪い結果をもたらすだろう。

8.5 小括
本章では、医学において科学的価値と倫理的価値の対立が問題になる場面として RCT
ジレンマをめぐる論争を検討し、科学における適切な価値判断について一定の示唆を得
た。RCT ジレンマでは、科学的価値の高い研究デザインである RCT の採用が、患者に
対して最善の治療を施すという医師にとって最も重要な倫理規範に反してしまうという葛
藤が問題になっていた。このジレンマの解決に向けて、臨床研究倫理では臨床的均衡とい
うアイデアが提出されてきたが、臨床的均衡に従えば一定の研究デザイン（とりわけプラ
セボ対照試験）が認められず、論争の解決を見たとは言えない状況であった。
そのような状況を踏まえて、本章では、ジレンマ解決へ向けて倫理的根拠に注目するア
プローチと、科学的価値に注目するアプローチを検討した。いずれのアプローチも、科学
的価値と倫理的価値の両方を視野に入れることになる。問題は、それらをどのように関係
づけるかである。

RCT やプラセボ対照試験は科学的価値の高い研究デザインだと一般には評価されてい
るが、その実質的価値を吟味すれば、科学的価値の優劣はそれほど簡単に決着しない。こ
のことは、科学的に同程度に優れていて、倫理面でより好ましい選択肢がありうると考え
る根拠になる。そこで筆者は、研究のもたらす倫理的問題の重大性に応じて、科学的価値
の吟味によって代替的な研究デザインを探るという提案を行った。これはすなわち、科学
的価値と倫理的価値の両立を基本方針に、科学における適切な価値判断について手続き的
な解決を提案するものである。
もちろん、この提案が有効に機能するためには、提案の内容をもっと具体化していく必
要がある。例えば、どのような研究に対して、どの程度のリソースをかけた手続きを導入
する必要があるかを明らかにする必要があるだろう。本章の検討ではそうした具体的な条
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件を示すには至らなかったものの、研究のもたらす問題の重大性に応じてリソースを配分
するという考えを支持し、この考え方が RCT ジレンマの解決を目指す既存のアプローチ
から支持を受けるであろうことを議論した。また、倫理審査の制度の中では既に研究の科
学的価値を審査することになっているものの、研究に応じて科学的価値の審査の厳格さを
変えるというアイデアは必ずしも認識されていないことを指摘した。本章の議論は、研究
デザインの選択にまつわる適切な価値判断について、今後向かうべき方向の一つを指し示
すことはできたように思われる。
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第9章

利益相反リスクの管理
臨床研究を中心として、研究の利益相反 (conﬂict of interest) が問題になっている。世
間を騒がせたディオバン事件とそれを受けた臨床研究法の制定は（本稿第 7 章）、利益相
反をめぐる問題の一部に過ぎない。遡れば、研究の利益相反が注目される契機となった事
件は他にもあり、例えば 1999 年に米国で起こったゲルシンガー事件もよく知られている

(cf. Steinbrook, 2008)。だが、こうした有名な事件から利益相反の問題が突如生じたと
いうより、専門家が社会に大きな影響をもたらすようになって以来、専門家の利益相反は
ずっと問題として燻ってきたと捉える方が適切だろう (cf. Parascandola, 2007)。
利益相反に関する哲学研究には様々なものがあるが、そうした先行研究において、利益
相反という用語は様々な意味で用いられ、利益相反の何が問題なのかも様々に捉えられて
きた。そこでまず最初に、用語の定義と本稿の問題設定を明確にしておきたい。
本章では、臨床研究倫理における代表的定義を踏襲する。すなわち、利益相反とは「主
たる利益に関する専門的な判断や行為が、副次的利益によって過度に影響されるだろうリ
スクを生み出す一連の状況」のことである (Lo and Field, 2009, p. 46)。定義中の「主た
る利益」には患者の福利や研究の誠実さが含まれ、「副次的利益」には金銭的利益や個人
のキャリア・評判に関する利益が含まれる。また、この定義において利益相反はある種の
リスクとして見なされ、専門的判断が影響を受ける可能性がどれほどか、その影響の深刻
さがどれほどかに応じて、利益相反の問題の度合いが評価されることになる。
ただし、「科学内部の価値判断」を検討するという本稿の目的からすると、この定義は
少し広すぎる。本章では、金銭的利益を追求して被験者保護が疎かにされるといった問題
は扱わず、利益相反と科学的推論の関係に焦点を絞る。企業との利害関係がデータの捏造
や改ざんといった明白な不正に結びつくという懸念に加え、より微妙な形で研究にバイア
スをもたらしていることが、様々な研究で示唆されてきた。研究のバイアスと言っても、
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研究者の政治的信条や人間関係に起因するものがありうるし、研究者が特定の仮説を支持
していること自体がバイアスだと言われることもあり、そうした要因によるバイアスを利
益相反に含めるべきかも議論されている (Bero and Grundy, 2016)。本章では、影響がよ
く調査されてきた要因に限って議論する。すなわち、企業との経済的な利害関係が研究の
内容や結論にもたらす影響と、その影響への対策を論じる。
本章の目的は、利益相反対策の現状を診断し、処方箋を与えることである。より具体的
には、利益相反の影響と対策について既存の知見をレビューし、利益相反リスク評価の洗
練を重要課題として指摘し、その課題を解決するために科学哲学とリスク論の応用を試み
る。9.1 節では、利益相反が研究にバイアスをもたらすことの証拠を簡単にまとめ、利害
関係による研究のバイアスを「デフォルトの仮説」として扱うことを結論として支持す
る。9.2 節では、利益相反の制度的対策に関する既存の知見を要約し、現状の診断を行う。
ここでは三種類の対策を紹介するが、現在の課題は、利益相反リスク評価の信頼性や説得
力の低さだと結論する。この診断を受けて、9.3 節では、科学哲学とリスク論の知見に依
拠しながら、利益相反リスク評価をより科学的に行うための制度について議論する。

9.1 利害関係による研究のバイアス
企業との利害関係が研究にバイアスをもたらしていることの証拠としては、具体的な事
例研究によるもの、公表論文の統計的調査に基づくもの、心理学の実験によるものなどが
ある。利益相反の制度的な対策を考える際には企業との利害関係が一般的にバイアスをも
たらすかどうかが重要な論点になるので、本節ではこの点に最も関連する公表論文の統計
的調査について検討する。
医学の公表論文を対象にした統計的調査はかなり行われており、その大部分で、「企業
から資金提供などの支援を受けた研究では、そうでない研究に比べて、当該企業の製品に
とって有利な結果が多い」ことが確かめられてきた。先行研究に倣い、このような相関関
係を「資金提供効果（funding eﬀect）」と呼ぶことにする (Krimsky, 2013)。コクラン共
同計画による最近のレビューでも、薬剤や医療機器の有効性に関する資金提供効果はよく
確かめられており (Lundh et al., 2017)、少なくとも臨床研究において、この種の資金提
供効果が一般的な現象であることはひとまず受け入れてよいだろう。むしろ注目すべき問
題は、資金提供効果が本当に利害関係による研究のバイアスによって生じているのかどう
かである。
例えば、資金提供効果の説明として、企業は有望な製品を選別して研究しているという
説がある。自社の製品にとって有利な結果が多いとしても、企業が事前に有効な製品をふ
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るいにかけているからであり、当然の結果なのだといった説である。だが、同種の薬剤を
比較する試験に限定しても (Bero et al., 2007)、特定の物質の影響を調べる研究に限定し
ても (Krimsky, 2013, pp. 578–582)、資金提供効果が確認されている。同種の製品を対
象にした研究で資金提供効果が生じるという調査結果は、製品選別説を否定する材料に
なる。
他の可能性としては、研究デザインの違いによって資金提供効果が説明できるかもしれ
ない。例えば、企業の関与する臨床試験では、試験のサンプルサイズが大きい、実薬対照
よりもプラセボ対照の試験が多い、ランダム化や盲検化を伴う試験が少ないといった傾向
にあり、そのせいで資金提供効果が生じているのかもしれない。注意すべき点は、もし企
業の支援を受けた研究で特定の研究デザインが採用されやすいとしても、利害関係による
研究のバイアスがあるとは限らないことだ。特定の研究デザイン上の特徴が製品の有効性
を見出しやすいとしても、その研究デザインの選択自体は正当なものかもしれないし、研
究デザインの不可避的な傾向によって資金提供効果が生じているだけなら、研究の過程に
は利害関係による研究のバイアスと呼ぶべきものは含まれないかもしれない。
こうした問題もあって、資金提供効果に関する調査では様々な要因の関連性が検討され
てきた。上述のコクランのレビューでも研究デザインの違いは検討されており、コクラン
のバイアス評価ツールにあるような項目では資金提供効果は説明できないと述べて、利益
相反を独立したバイアス要因として見なすべきだと結論している。そこでバイアスとして
懸念されているものは、データの捏造や改ざんのような明らかな不正よりも、研究デザイ
ンの巧妙な調整や、微妙に歪んだデータの解釈、そして都合の良い結果に限った公表など
である。とはいえ、このレビューでも企業の支援を受けた研究ではプラセボ対照が多いこ
とは否定しておらず、利害関係による研究のバイアスと呼ぶべきものが本当にあるのか異
論の余地はあるだろう。
現状として、資金提供効果そのものは一般的な現象だとしても、資金提供効果が利害関
係による研究のバイアス以外では説明できないとまでは言えない。しかし、クリムスキー
が提案するように、利害関係による研究のバイアスを資金提供効果に対する「デフォルト
の仮説」として扱うのは理にかなっているように思える (Krimsky, 2013)。利害関係によ
る研究のバイアスを支持する証拠や分析は様々あり、総合的にはそれなりの説得力をもっ
ているし、そうした証拠が決定的でないからといってバイアスがないとは限らない。後の

9.3 節では、「デフォルトの仮説」の扱いについてさらに考察を深める。
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研究の利益相反への制度的対策として現在主流になっているものは、大まかに三
種類に整理されている。開示 (disclosure)、禁止 (prohibition)、そして「狭義の管理

(management)」である (Lo and Field, 2009, ch. 3)*1 。なお、これらの他に、全ての研
究を公的資金で賄うといったラディカルな改革が提案されることもあるが、先に考えるべ
きは、現在の対策にどのような問題があり、その問題がより穏当な改善策で解決可能かど
うかだろう。
開示は、利益相反対策の中で最も基本的なものとして位置付けられている。開示の主な
機能は、自分の利害関係が深刻な影響をもたらすかどうかを相手が判断できるようにする
ことである。開示と一口に言っても、誰が誰に何をどのように開示するのか様々なバリ
エーションがありうるし、実際、様々なポリシーで求められる開示の内容や方法は違って
いる。典型的な開示の例は、学会発表や論文公表時に、聴衆や読者に対して、企業との関
係や研究資金源を記載する（ことを義務付ける）といったものだ。しかし、これについて
も、どこまで具体的な情報を開示すべきか、学会や学術誌の足並みが揃っていないのが現
状である。
開示の多様性を踏まえても、総評として、開示は利益相反対策として「必要だが十分で
はない」という評価が妥当だろう。後述する禁止や狭義の管理を検討する際には開示され
る情報が不可欠であることから、開示なしに利益相反対策を考えることはできない。しか
し、利害関係の開示だけでは、研究のバイアスがなくなるわけではないし、開示を受ける
個々人が開示された情報の扱いに困ることも多い。前節で触れたように、利害関係による
研究のバイアスとして想定されるのは学術誌の査読を通り抜けるような微妙な影響であ
り、利害関係の開示を手がかりにしてそうした影響を見抜くのは大抵のひとには困難だろ
う。さらには、心理学の知見が示唆するところでは、利害関係の開示がむしろバイアスを
強めてしまうといった悪影響も懸念されている (Loewenstein et al., 2012)。開示が利益
相反の問題を全般的に解決できるという期待は、特に科学的推論のバイアスの問題を考え
るときには、楽観的に過ぎる。
禁止は、特定の利害関係を伴う研究を一切認めないというものであり、最も厳しい対策
として位置付けられる。例えば、「日本疫学会機関誌 Journal of Epidemiology のたばこ
*1

本稿では三種類目の management を「狭義の管理」と呼ぶことにする。「利益相反管理」という用語は、
利益相反対策の手続きや制度の全体を指し示す用語として使われることがあるので、開示や禁止とは異な
るカテゴリの対策を意味する用語として「狭義の (利益相反) 管理」という語を充てる。
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産業との関係についての新しい方針」（2017 年 3 月 25 日）では、たばこ産業等から資金
提供を受けた研究論文を受理しないことを決定し、「この決定は、疫学とたばこ産業との
関連の歴史、たばこの健康影響の大きさ、社会情勢、優先度等を総合的に勘案して行われ
た。この決定を通じて日本疫学会は、学術誌がたばこ産業に利用されてはならない、とい
う価値観を表明するものである」としている。
禁止が徹底されるなら利害関係による研究のバイアスを心配せずに済む。しかし、一
般的にはそこまで厳しい対策は採用されない。「厚生労働科学研究における利益相反
（Conﬂict of Interest：COI）の管理に関する指針」
（平成 30 年 6 月 26 日一部改正）では、
利益相反のある研究の全面的な禁止について、「それは活発に研究を行っている研究者を
排除することになり、また、各種研究事業を有機的に連携し、できるだけ早く研究成果を
社会に還元しようとする動きをも阻害することになる上、厚生労働科学研究に応募する研
究者の減少、研究の質の低下等も懸念され、適切ではないと考えられる」としている。こ
のように、産学連携は社会的に望ましい成果をもたらすのだから、それを全面的に禁止す
ることはかえって悪い結果をもたらすという考えは根強く、利益相反のある研究の禁止が
制度上で規定されることは稀である。
そこで重要になるのが、狭義の管理である。この種の対策は、特定の具体的な対策を指
しているというより、一定の手続きの結果として採用される対策を一群にまとめたものと
して捉えられる。すなわち、所定の組織が研究毎に利害関係の開示を受け、その研究の利
益相反の問題度合いを評価し、それに応じて指示する個別的・具体的な対策が、狭義の管
理である。具体例としては、追加で利害関係の開示を義務付ける、研究者に利害関係を減
らすよう要求する、利害関係のない研究者と交代させる、外部の人員による監査を受けさ
せるといったものがあるが、これらに限られない。対策の内容の決定は、一般的には、各
研究機関に設置された利益相反委員会が担うものと想定されている。臨床研究の場合、研
究実施前に研究計画書の倫理審査が求められるため、利益相反委員会の審査や助言は倫理
審査と連携して活用されることが多いだろう*2 。
理屈から言えば、狭義の管理の運用が適切になされていれば、利益相反による問題も適
切に対処されていることになる。しかし、現実の運用はかなり心許ない。中田他 (2018)
が最近行った調査でも、臨床研究に関する利益相反委員会の活動は概して活発ではないと
報告されている。もっとも、多くの機関でそもそも審査対象の基準を満たす案件が少ない
可能性も指摘されており、不活発な現状は仕方のないところかもしれない。だが、この調

*2

臨床研究における利益相反委員会の一般的な運用については、臨床研究の倫理と利益相反に関する検討会
による「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」（平成 18 年 3 月）を参照。
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査で興味深いのは、研究を制限するような判断をする際の参考資料がない中で委員会の運
用に苦労しているのではないかという考察の部分である。
この問題は、もちろん日本に限ったことではないだろう。カリフォルニア大学の実際の
利益相反委員会の審議を録音調査した研究でも、どのような利害関係を利益相反と言うべ
きか、どのような対応が適切かについて、委員会が困難に直面することが報告されている

(Boyd and Bero, 2007)。著者らによれば、この調査で集められたデータは、「専門職の
自律性、学問の自由、説明責任、そして経済的なリアリティという競合する潜在的プレッ
シャーのバランスをとるために委員会がどのように苦闘しているかも示している」。機関
毎に設置された利益相反委員会は、利益相反を適切に管理する責任を負っているにして
も、その決定は機関内の同僚からの非難に晒されうるため、厳しい要求をする際には根拠
や一貫性が重要であり、決定の基準がないことは委員会にとって大きな問題になるので
ある。
狭義の管理では利益相反リスクに応じて適切な対策を講じるというのが基本的想定で
あるにもかかわらず、利益相反リスクの評価方法も、どのような利害をどれほどのリス
クと考えればよいかの基準も確立していない。数少ない例として、米国医科大学協会・米
国大学協会の 2008 年の報告書では、10 個の事例で利益相反リスク評価（およびその研
究のベネフィット評価）を示している (Association of American Medical Colleges and

Association of American Universities, 2008)。それでも、常識的な推測以上の評価方法
ではなく、公正なリスク評価に基づいて対策を選んでいるというより、委員の主観的なリ
スク認知によって対策が選ばれていると言われても仕方がない。ただし、現在の利益相反
委員会の運用が失敗に終わっているという明白な証拠もないので、ひょっとすると現実に
は熟練の委員たちが適切な判断を下しているのかもしれない。それでもやはり、制度的な
利益相反対策として安定した成果を期待するなら、委員たちの非形式的な判断に任せきり
では心許ない。

9.3 利益相反リスク評価の改善へ向けた処方箋
前節では、利益相反対策として狭義の管理が重要であるものの、利益相反リスク評価に
問題があるという診断を下した。これを受けて本節では、筆者の与える処方箋として、利
益相反リスク評価の改善について議論する。
まず第一に、利益相反リスク評価をもっと「科学的に」行うことが必要ではないか。狭
義の管理の選択にとって第一に重要なのは、どのような利害関係をどれくらいのリスク
と見なすかであり、このリスク評価の信頼性と説得力を高めることが重要に思える。も
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ちろん、現状では、利害関係による研究のバイアスが一般的に生じるという決定的な確
証はなく、そのバイアスの発生を正確に予測することもできない。だからと言って、科
学的なリスク評価を諦める必要はない。リスク評価に関する科学哲学から言えることは、
一定の特徴をもった手続きこそが科学的なリスク評価にとって重要だということである

(Shrader-Frechette, 1991, 第 3 章)。そのような手続きに必要な特徴として、経験的なテ
ストを通じて予測力や説明力の向上を追求することや、リスク評価を公開の場で批判に晒
すことの重要性が指摘されている。内輪の委員会で常識的推測を働かせるだけではこうし
た特徴が全く足りないので、当然だが、そのような推測は科学的なリスク評価とはほど
遠い。
それでは、利益相反リスク評価を科学的に行うにはどうすればよいだろうか。筆者の知
る限り、科学的な利益相反リスク評価として参考になりそうな良い事例がなく、現状では
具体像を示すのは難しい。代わりに、利益相反リスク評価の制度的な大枠について掘り
下げて考えてみたい。参考になるのは、全米研究評議会の 1983 年の報告書、通称レッド
ブックである (National Research Council, 1983)。本稿第 4 章で述べたように、レッド
ブックはリスク論の重要文献であり、リスク評価制度のあり方について古典と言うべき考
え方を示した。
クリムスキーが利害関係による研究のバイアスを「デフォルトの仮説」とする提案を
行ったとき（本稿 9.1 節参照）、レッドブックやリスク論の議論の蓄積をどれだけ下敷き
にしたか定かではないが、リスク評価でデフォルトの選択肢を定めるという考え方はリス
ク論では馴染み深く、レッドブックでも重点的に論じられていた。本稿第 4 章でも論じ
たように、例えば、化学物質の発がんリスクを評価する際に、動物実験で直接確かめてい
ない低用量の影響について外挿モデルで推定することがあるが、複数の外挿モデルが科学
的に妥当で、どれを採用するかによってリスク評価の結果が大きく違ってしまうようなこ
とも多い。そのような場面で採用するモデルをあらかじめガイドラインに定めておくこと
が、リスク評価では非常に重要なのである。
レッドブックでは、リスク評価におけるデフォルトの選択肢を定める際に、ある程度は
データや科学的根拠に基づくにしても、政策的価値判断が伴うことを認めている。利益相
反リスク評価の文脈でも、リスク評価に価値判断が含まれることを認める必要があるだろ
う。本稿 9.1 節でまとめたように、利害関係による研究のバイアスの発生を支持する社会
科学的根拠はある程度集められているが、異論の余地はある。利害関係によって研究にバ
イアスが発生するという仮説を前提して対策を考えるとき、前提となる仮説の受け入れの
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根拠には、部分的には価値判断が含まれるはずだ*3 。どのような利害関係をどれくらいの
リスクと見なすかについても、発がんリスクの外挿モデルの決定のように、科学的根拠と
価値判断を組み合わせた決定が必要になるだろう。
だが、利益相反リスク評価に価値判断が含まれると認めれば、結局は恣意的なリスク評
価に基づく決定しか為されないと疑われる可能性は大いにある。この問題について、レッ
ドブックから得られる有益な示唆は二つある。
まず一点目は、リスク評価機関の独立性についての考察である。レッドブックはリスク
評価とリスク管理の分離を主張したと一般に見なされているが、リスク評価機関とリスク
管理機関の分離については支持しなかった。どのような選択肢に沿って何をリスク評価す
るかという問題設定や、リスク評価結果の適切な解釈のためには、機関の分離がむしろ邪
魔になってしまうし、たとえ機関を分離してもリスク評価の中から価値判断を取り除くこ
とはできない、といったことが理由である。つまり、レッドブックの考え方では、リスク
評価の中の価値判断を排除することよりも、リスク評価とリスク管理を連携させることの
利点を重要視している。利益相反対策の文脈に戻れば、利益相反委員会がリスク評価を担
うこと自体には問題がなく、科学的なリスク評価を目指すからと言って、独立のリスク評
価組織を利益相反委員会に併設する必要はないだろう。
二点目は、一律のリスク評価ガイドラインについての考察である。レッドブックでは、
行政機関の間で一律に採用されるリスク評価ガイドラインの策定を提言している。その利
点はいくつも挙げられており、例えば、リスク評価の科学的な側面の質保証を効率的に達
成する、規制を受ける側が評価結果を予測して対応しやすくする、政策の一貫性を高める
といったことに役立つと考えられている。また、リスク評価のガイドラインを一律にして
も、対策の決定そのものについては各機関に別の裁量が残るとも考えている。リスク評価
ガイドラインは、リスク評価の段階での価値判断と、リスク管理の段階での価値判断を分
けることに役立つのだ。
こうした考察を利益相反対策に当てはめてみると、次のような体制が思い描ける。まず
最初に一律の利益相反リスク評価ガイドラインを策定し、各機関の利益相反委員会はその
ガイドラインに従って利益相反リスク評価を行うが、最終的な対策の決定自体は各委員会
の裁量に任される。この体制において、利益相反リスク評価の科学性は、一律のリスク評
価ガイドラインの策定を通じて達成されることになるだろう。すなわち、本稿 9.1 節で触
れたような研究結果を吟味し、様々な専門家やステークホルダーからの批判を取り入れ、

*3

あるいは逆に、そのようなバイアスの問題を軽くみるような価値判断から、現在の証拠にもかかわらず、
利害関係による研究のバイアスを基本的に認めないという決定もありうる。
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定期的に更新していくという手続きを通じて、利益相反リスク評価に科学性をもたせるの
である。ただし、各委員会の決定が科学的なリスク評価に基づいていることを明確にする
には、リスク評価書の公開に相当する仕組みが必要であり、文書の詳細さはともかく、委
員会による利益相反リスク評価の結果の公開が必要だろう。
このような体制は、現実的な制約もそれなりに満たしているように思える。各研究機関
に設置された現在の利益相反委員会には、独力で詳細な利益相反リスク評価を行うリソー
スがあるとは思えない。リソースの問題を深刻に受け止めるなら、ガイドラインだけでは
なく、簡便に使えるリスク評価ツールの開発も重要かもしれない。そうした準備を含めて
も、全ての研究を公的資金で賄うといったラディカルな改革に比べれば、実現可能性は高
いはずである。
以上の議論はリスク評価制度の大枠に関する概括的なものだが、利益相反対策の議論で
は本節で論じたようなリスク論の知見がほとんど参照されていないので、それなりの意義
はあるだろう。紙幅の都合で触れられなかったが、レッドブックやリスク論の蓄積から
は、もう少し踏み込んだ部分の示唆も得られるだろう。

9.4 小括
要約すれば、利益相反をリスクとみなすべき実質的証拠があり、利益相反管理の主流の
枠組みはリスク論に基づくものでありながら、利益相反リスク評価をいかに行うかが決定
的な問題として残っており、利益相反リスク評価の方法の開発が必要とされているのであ
る。利益相反の開示は定着してきたものの、利益相反によって生じるバイアスに対する有
効な対応とは言いがたい。利益相反のリスクに応じて対応をとるという方針そのものは合
理的に思えるが、どのような利益相反に対してどのような対応が必要かという実質的な基
準が確立しておらず、現状では組織毎の判断に任されている。
利益相反リスク評価を洗練させるために、本稿の第 4 章で扱ったような量的リスク評
価の発展史が参考になるように思われる。化学物質の人間に対する発がん性も、必ずしも
十分な科学的根拠に基づいてリスク評価を行うことができたわけではなかった。他方で、
利益相反のバイアスは、社会科学的な研究によって証拠が積み重ねられてきたからこそ、
深刻な懸念になっている。限られた証拠と、「デフォルトの仮説」を組み合わせることで、
利益相反リスク評価を統制しようというのが、筆者の提案の要点である。
このような筆者の提案は、「科学と価値」論に関する横断的アプローチによって支えら
れている。利益相反リスクにどのように対処するかという問題は、研究のリスクが社会的
影響をもたらすという点では帰納のリスクの一種と見なすこともできるし、それがリスク
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であるからにはリスク評価をめぐる議論も当てはめることができるだろう。つまり、本稿
の第 II 部や第 III 部の検討が、利益相反リスクの議論に役立ちうるということである。も
ちろん、筆者の提案が有効に機能するためには、利益相反リスク評価をさらに具体化して
いく必要があるだろう。本章ではその具体化までは至らなかったが、制度的枠組みを議論
することで、問題解決へ向けた新しい示唆を与えることができたように思われる。
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第V部

結論

第 10 章

「価値自由な科学」から「倫理を織
り込んだ科学」へ向けて
本稿の出発点を振り返ると、次のような見通しの下に議論に踏み出したのだった。科学
、、、、、、、、、、、、、、、、
と社会の関係について、科学の側が社会にどう働きかけるかという向きの考察はこれまで
十分に行われてこなかった。この向きの考察は、近年、社会派科学哲学において取り組ま
れているところである。本稿も社会派科学哲学の研究としてこの向きの考察を深めること
で、科学と社会のよりよい関係を築くための手がかりが得られるのではないか。
このような見通しの下、本稿が考察対象として選んだのは「科学と価値」をめぐる論争
である。この論争の焦点は「科学内部の価値判断」であり、20 世紀の科学哲学では「科学
の価値自由性の理念」や「認識論的純粋性の理念」が大きな影響力を持った。これらの理
念は、科学の内部から価値判断を取り除くことが望ましいとするものであり、信頼性・客
観性・中立性といった科学に期待される性質を維持するために不可欠なものだと考えられ
てきた。しかし、本稿は次の二つのリサーチクエスチョンを立て、これらの理念の批判的
な検討に取り掛かった。

1. 現実の科学者は、科学の内部から非認識的価値を取り除こうとしているのか？
2. 科学者が科学の内部から非認識的価値を取り除くことは、本当に望ましいと言える
のか？
この二つの問に対し、本稿で採用したアプローチは、「科学と価値」の論争を横断的に検
討するというものだった。終章となる本章では、これまでの検討の結果として、二つのリ
サーチクエスチョンに対してどのような回答が得られたかをまとめる。10.1 節では、分野
共通の検討成果と分野固有の検討成果に整理しながら、リサーチクエスチョンに対する回
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答を示す。10.2 節では、本稿の検討成果を踏まえて、「価値自由な科学」に代わる科学の
新しい理念を示す。10.3 節では、今後の社会派科学哲学に対し、本稿の検討成果から得ら
れる示唆をまとめる。

10.1 本稿の検討成果
本稿の構成は、三つの分野における「科学と価値」の論争を順に検討するというもの
だった。第 II 部では科学哲学、第 III 部ではリスク評価、第 IV 部では医学における論争
をそれぞれ検討した。実際のところ、分野の境界は不明瞭であり、部分的には、各部相互
に共通する検討内容を含んでいる。本稿の検討内容を整理するならば、分野共通の内容
と、分野固有の内容の両方が含まれるという整理が適当である。
これら二種類の内容は、「科学と価値」論を語る上でそれぞれの強みを持っており、無
理に一方に還元せず、相補的に扱うことが有益だろう。そうすることで、リサーチクエス
チョンに対する回答は次のようにまとめることができる。記述的リサーチクェスチョンに
ついては、分野を超えて言える回答は「少なくとも特定の分野では、現実の科学者はしば
しば、明らかに科学の内部に非認識的価値を取り入れている」というものだが、具体的に
どのような仕方で価値判断が取り入れられているかは分野固有の検討成果として述べるこ
とになる。規範的リサーチクェスチョンについても、分野を超えた一般論として「科学者
が科学の内部に非認識的価値を取り入れるべきと言える場合がある」という回答を与えら
れるが、具体的にどのような価値判断が適切かは分野固有の検討成果に負うところが大き
い。以下では、分野共通の検討成果と分野固有の検討成果のそれぞれをさらに詳しく述
べる。
なお、分野固有の検討成果の方が具体的であることから、分野共通の検討成果は不要だ
と思われるかもしれない。しかし、筆者は、時には分野共通の知見が分野固有の検討の助
けになると主張したい。それは、分野共通の知見が、分野間で有用なアイデアを交換する
のに役立ちうるからである。

10.1.1 分野共通の検討成果
第 II 部では、本稿全体の基礎となる視点を得るため、科学哲学における「科学と価値」
の論争を検討した。ここでの具体的な検討対象は「帰納のリスク」をめぐる論争である。
この論争では「科学的推論には価値判断が必要だ」という主張が焦点になっており、本稿
の二つのリサーチクエスチョンに密接に関係している。そこで本稿では、第 2 章において
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帰納のリスクをめぐる議論の基本的な論点を確認した後、続く第 3 章で帰納のリスク概念
の拡張について論じるという二段構えの構成で、この論争を詳しく検討した。
帰納のリスクをめぐる議論を検討する際に重要なポイントは、焦点とされる「科学的推
論には価値判断が必要だ」という主張について、二種類の解釈がありうるということであ
、、、、、、
る。一つは「科学的推論を行う際には帰結の衡量に関する価値判断が行われている」とい
う記述的解釈であり、もう一つは「科学的推論を行う際には帰結の衡量に関する価値判断
、、、、、
を行うべきだ」という規範的解釈である。記述的主張が正しいとすれば、科学の内部から
非認識的価値判断を排除しえないということであり、本稿の記述的なリサーチクエスチョ
ンに対する回答が得られる。規範的解釈が正しいとすれば、科学の内部に非認識的価値判
断を取り入れるべきということであり、本稿の規範的なリサーチクエスチョンに対する回
答が得られる。
これまで、帰納のリスク概念を用いて科学実践を分析した様々な事例研究が、「科学的
推論を行う際には帰結の衡量に関する価値判断が行われている」という記述的解釈を支持
する多くの証拠を提示してきた。そうした先行研究の一部は本稿でも紹介した（第 3 章）
。
また、本稿の独自の事例研究として、化学物質のリスク評価の発展史を辿り直し、リスク
評価方法の開発に携わった初期の科学者たちはリスク評価に「保守的想定」を用いること
について自覚的であったことを示した（第 4 章）
。こうした事例を踏まえれば、
「少なくと
も特定の分野では、現実の科学者はしばしば、明らかに科学の内部に非認識的価値を取り
入れている」という結論は十分正当化されるだろう。
ただし、この結論は二つの点で注意を要する。一点目として、個々の科学者が価値判断
をしたかどうか（そしてどのような価値判断をしたのか）は、外部からの検証が難しい場
合がある。このことはディオバン事件の不正調査で明確になっている（第 7 章）。ディオ
バン事件では、企業と密接な関係を持つ研究者たちが、真理の追求ではなく経済的利益の
追求を動機として研究を行ったように見えるが、データの改ざんが意図的なものだったの
か単なる誤りだったのかの検証は非常に困難だった。二点目として、「科学の内部に非認
識的価値を取り入れている」と言っても、科学者が価値判断を行っている場合もあれば、
それとは別の仕方で科学的推論に価値判断を取り入れる場合もあるということである。例
えば、本稿で扱ったリスク評価の論争では、論争が進むにつれ、「保守的想定」の選択を
ガイドラインによって統制することが目指され、その選択が個々の科学者の価値判断だけ
に委ねられたわけではなかった（第 4 章）。
記述的リサーチクエスチョンについて以上のような結論を認めたとしても、科学内部の
価値判断が全て正当なものとは言えない。実際、本稿の検討を別にしても、過去に科学者
たちが犯してきた数々の研究不正を踏まえれば、科学者が科学の内部でしばしば不適切な
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価値判断を行っているということは明らかである。むしろ、そのような不適切な価値判断
を排除するべきという理由から、「科学の価値自由性の理念」や「認識論的純粋性の理念」
には説得力があるように思えるだろう。だからこそ、帰納のリスクをめぐる議論の規範的
解釈が非常に重要な意義を持つ。それは、「科学的推論を行う際には帰結の衡量に関する
価値判断を行うべきだ」と主張するものであり、科学の新しい理念を示そうとするものだ
からである。
科学者が価値判断を行うべきことの根拠は、これまで十分に議論されてきたとは言い
難い。しかし、一つの候補として、科学者には自身の行為の帰結を考慮する責任があり、
その責任が科学的推論をめぐる選択にも適用されるということが論じられてきた（2.3.2
節）。もちろん、科学者にはその他にも科学の客観性や信頼性を維持する責任があること
は否定し難く、そうした責任に従えば、科学的推論から価値判断を取り除くべきとも言え
る。科学者が対立的な責任を抱えているという困難さがあるからこそ、「科学と価値」の
論争は簡単には解決せず、入念な検討を要する。
本稿で扱った事例でも、科学内部の価値判断が正当と言える場合もあれば、不当と言え
る場合もあった。リスク評価における「保守的想定」のケースでは、科学内部の価値判断
の正当性が争われたが、価値判断を徹底的に排除するというより、適切な管理の下に置く
ことが目指され、科学内部の価値判断に正当性が認められたと言える（第 4 章）
。しかし、
本稿のもう一つの事例研究であるディオバン事件では、（研究者個々人の価値判断の検証
が難しかったとはいえ）臨床試験に不適切な価値判断が含まれていたという評価に説得力
がある（第 7 章）。こうしたことから、現時点では、本稿の規範的リサーチクエスチョン
に対して、「科学者が科学の内部に非認識的価値を取り入れるべきと言える場合がある」
という限定的な回答が妥当に思われる。
以上が、本稿の二つのリサーチクエスチョンに対して、帰納のリスクをめぐる論争と本
稿の事例研究から得られる示唆の概要である。しかし、帰納のリスクをめぐる議論では他
にも見逃せないポイントがある。その一つは、その議論の適用範囲の広さである。帰納の
リスクに関する古典的議論を行ったラドナーを始め、「科学的推論には価値判断が必要だ」
という主張を支持する科学哲学者たちは、この主張が特殊な状況で科学的推論を行う場合
だけに当てはまるものとは考えてこなかった。そして、この主張の一般性を擁護するため
には、帰納のリスク概念の拡張が有効だった。科学哲学者たちが行ってきた帰納のリスク
概念の拡張により、科学的推論をとりまく概念・方法・慣習・制度に結びついた様々なリ
スクが発見され、そうした様々なリスクが科学的推論と社会的帰結の衡量を結びつける接
点になり、「科学的推論には価値判断が必要だ」という主張の一般性を支える根拠になっ
ている。
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同時に、帰納のリスク概念の拡張には、
「科学と価値」を分析するための包括的な枠組み
を提供するというメリットがある。実際、本稿第 III 部と第 IV 部でも、帰納のリスク概
念を適用して分析できる事例を含んでいる。例えば、リスク評価において「保守的想定」
を採用することは、過剰規制や過少規制についての帰結の衡量を伴っていた（第 4 章およ
び第 5 章）。また、臨床研究においては、利益相反により研究にバイアスが生じるリスク
が研究の社会的利益と天秤にかけられていた（7.5.3 節および第 9 章）。これらの事例は、
科学的推論と社会的帰結の衡量を結びつける帰納のリスク概念を通じて理解することがで
きる。多様な分野の論争を一つの概念で分析できるようになれば、各分野で得られた知見
や教訓を他分野で活用できる可能性が高まるだろう。そのような試みの一つとして、本稿
では、臨床研究における利益相反管理をめぐる議論に、化学物質のリスク評価において議
論されてきた「保守的想定」を導入するという提案を行った（第 9 章）。

10.1.2 分野固有の検討成果
このように、帰納のリスクをめぐる議論は、「科学と価値」に関する一般的主張を焦点
、、、、、、、、
にしており、分野に依存しない包括的な分析枠組みを与えるという利点がある。他方で、
、、、、、
様々な分野の「科学と価値」の論争には、「科学と価値」に関する分野固有の興味深い論
点も含まれている。本稿の第 III 部や第 IV 部にはそうした論点も含まれるため、各部の
検討成果を改めてまとめておこう。
第 III 部では、リスク評価における「科学と価値」の論争を検討した。現代の帰納のリ
スクをめぐる議論でもリスク評価が典型例として扱われており、化学物質の発がんリスク
評価に価値判断が含まれることはよく議論されてきた。ところが、そのように価値判断を
含んだリスク評価がどのような経緯で実用化されるようになったかについての歴史的検討
は、これまで十分行われてこなかった。そこで、第 4 章では、現代のリスク評価のモデル
になっている化学物質の発がん性に関する量的リスク評価が、米国でどのように生じてき
たかの歴史を詳しく検討した。
がんの医学的研究自体の歴史は古いが、化学物質の発がん性が大きな注目を集め始めた
のは 20 世紀に入ってからであり、日本の研究者による動物実験をきっかけとしている。
その実験でコールタールの発がん性が確かめられた後、コールタール中のどの物質に発が
ん性があるかを精査する向きに研究が進められ、化学物質毎の発がん性を動物実験で確か
める研究方法が普及していった。
そうした研究の積み重ねの中で、20 世紀の中頃になると、食品に含まれる着色料や残
留農薬などの化学物質に発がん性が懸念されるようになる。米国では、1958 年以降、デ
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ラニー条項と呼ばれる発がん化学物質規制が導入されたが、発がん性が示された物質はい
かなる量であれ安全とは言えないという厳格なゼロリスク規制だったため、不合理な政策
だと非難も生じた。そのため、代替的な規制枠組みへ向けて、安全基準をリスクの大きさ
の観点で定義し、一定のリスク以下となる量であれば安全が認められるよう、量的リスク
評価の方法が開発・採用されていった。とはいえ、微量の化学物質のもたらす発がんリス
クは、直接確かめることが実質的に不可能であり、限られたデータから推定を行う他にな
かった。
開発された量的リスク評価方法は、推定結果の正しさは保証できないにしても、人間の
リスクを過小評価することのないよう、動物実験の結果から「保守的想定」を用いた外挿
を行うものだった。これは、リスク評価によって規制上の「安全」が達成されているとい
う保証を与えることの有用性を重視したものだった。その後、価値付加的な想定を含む
量的リスク評価は、一方では費用対効果を重要視する米国の政策で重用されつつ、他方
ではイデオロギーに基づく科学だと非難され、科学と政治の関係をめぐる激しい論争に
なっていく。この論争の調停に向けた一つの到達点が、全米研究評議会が 1983 年に示し
た「レッドブック」であり、リスク評価には政策的価値判断が含まれることを認めつつ、
省庁横断の統一的ガイドラインの作成を推奨した。レッドブックはその後、社会における
リスク評価のあり方のモデルを示した古典的文献として位置付けられることになる。
以上のような経緯から、リスク評価に価値判断が含まれることは許容可能だという見解
が一定の支持を受けるようになった。しかし、第 4 章の内容からは、リスク評価において
どのような価値判断が正当なのかについて具体的な答えが得られない。「保守的」である
ことの正当性は、予防原則をめぐる議論が関係するように思われる。予防原則は環境法分
野を中心に広く支持されており、
「保守的」ないし「予防的」な意思決定を導くものだと見
なされてきたからだ。とはいえ、予防原則の合理性も論争の渦中にあり、様々な批判に晒
されてきた。そこで第 5 章では、科学哲学者のスティールによる予防原則擁護論を基に、
予防原則の合理性を擁護する方途を探った。
予防原則には様々な解釈があるが、大まかに整理すれば、リスク管理の文脈での解釈
（意思決定規則解釈・手続き規則解釈）と、リスク評価の文脈での解釈（認識規則解釈）と
に整理できる。ただし、従来の解釈のいずれをとるにしても、予防原則の合理性に対する
懸念が表明されてきた。予防原則の抱える基本的問題は、それが環境保護的な偏りを促す
一方で、その偏りが別のリスクを生じさせることにどう応答するかという問題である。本
稿ではこの問題を「リスクトレードオフに基づく予防原則批判」と名付けた。
この問題に答え得る見込みのある予防原則擁護論が、「歴史的偏りの矯正」という予防
原則の合理性を主張するスティールの議論である。たしかに環境政策は常にリスクトレー
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ドオフと隣り合わせだが、環境政策の歴史を振り返れば、過剰に対応してリスクトレード
オフによる被害を受けたケースより、対応が不十分で後手に回ったために被害を受けた
ケースの方が圧倒的に多いのである。そうであれば、予防原則が環境保護的な偏りを促す
ことは、環境政策の歴史的偏りを矯正するという点で合理性を持ち得る。
スティールはこのようにしてリスク管理の文脈での予防原則を擁護するのだが、筆者は
さらに二つの論点を付け加えた。一つは、「歴史的偏りの矯正」という合理性は分野依存
的だということである（5.3.3 節）。分野毎の歴史を踏まえれば、予防原則は環境政策にお
いて積極的な対策を促しても、安全保障における予防戦争の判断では積極的な先制攻撃を
促したりはしないだろう。ただし、分野依存性が予防原則にとって重要な性質だとすれ
ば、放射線の低線量被曝の影響をがんのスクリーニング検査で確かめる場合など、逆向き
の歴史的偏りを持つ複数の分野に当てはまるように思えるケースでは、予防原則は機能し
ないかもしれない。筆者の示したもう一つの論点は、リスク管理だけでなくリスク評価の
文脈でも「歴史的偏りの矯正」を議論できるということである（5.4 節）
。環境科学ではリ
スクの過小評価の歴史を示唆する証拠があるため、「保守的」な環境リスク評価が予防原
則で正当化されうる。また、リスク評価の文脈でも分野依存性が重要であり、例えば、医
学では医薬品の効果や病気のリスクの過剰評価が問題視されてきたため、むしろそうした
過剰評価を抑えることが予防原則から要請されるかもしれない。
第 IV 部では、医学における「科学と価値」の論争を検討した。ここでの検討で特に重
要なことは、人を対象とする臨床研究において、研究実施前に研究計画書を倫理審査にか
けるという仕方で、科学内部の価値判断を統制する仕組みが整えられてきたということで
ある。第 6 章では、第 IV 部全体の準備として、臨床研究倫理の歴史と主要なテーマにつ
いて概説を行った。そこでも説明したように、人に同意なく危害を加えるような非倫理的
研究のスキャンダルが、臨床研究実施前の倫理審査制度の整備につながってきた。具体的
な制度は様々だが、研究実施前の倫理審査では一般に、医師だけでなく、一般の立場や、
法や倫理の専門家の立場の委員を交えて、研究の科学性と倫理性の両面について審査を
行う。
第 7 章では、医学において「科学と価値」の論争が生じた事例としてディオバン事件を
検討した。この事例では、人に同意なく危害を加えるような過去の非倫理的研究とは異な
り、臨床研究の信頼性が大きな問題になった。製薬企業と密接な関係を持つ研究者たちに
よって複数のランダム化比較試験が実施されたが、後にデータの改ざんやバイアスが疑わ
れ、主論文が全て撤回され、臨床研究法という新たな臨床研究規制が導入されることと
なった。ただし、ディオバン事件の再発防止策を詳しく検討すると、「科学の価値自由性
の理念」や「認識論的純粋性の理念」のように科学内部から非認識的価値を徹底して排除
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することを目指したわけではなく、認識的価値と非認識的価値のバランスをとろうとして
いた。
ディオバン事件を要約すれば、利益相反のあるランダム化比較試験において、研究者や
倫理審査委員会の価値判断が不適切だった事例だとまとめることができる。しかし、この
ような臨床試験に関する適切な価値判断が何かということは、臨床研究倫理においてこれ
まで十分検討されてこなかった。そこで、続く第 8 章と第 9 章では、そのような規範的な
問いの検討に取り組んだ。
第 8 章では、ランダム化比較試験のもたらすジレンマ（RCT ジレンマ）を題材に、研究
デザインの選択における適切な価値判断について検討した。RCT ジレンマをめぐる論争
では、研究の科学的価値（認識的価値）と倫理的価値の対立が問題の焦点になっている。
臨床研究倫理では、ジレンマの倫理面に着目し、研究者の義務を再考するという向きで検
討が進められてきたが、ジレンマの科学面に着目することで問題の解決を目指すこともで
きる。そこで筆者は、科学哲学の知見を踏まえ、研究デザインの認識的な優劣は明確に判
定し難い場合があるため、倫理的な問題が深刻だと予見される場合に研究の科学的妥当性
について通常よりも詳細に吟味する手続きにかけることで、科学的に同程度に優れていて
より倫理的に好ましい選択肢を模索することが重要であると議論した。
第 9 章では、適切な利益相反管理について検討した。企業との利害関係が研究にバイア
スをもたらすという証拠は多い。しかし、現状の利益相反管理の在り方を診断したとこ
ろ、現在行われている研究の利益相反の開示のみでは研究のバイアス対策として不十分で
あり、利益相反がもたらすリスクに応じて利益相反委員会が柔軟に対策を決めるという方
法が有力であるものの、利益相反リスク評価の方法が確立していないという課題があっ
た。そこで筆者は、その課題に対する処方箋として、利益相反リスク評価のガイドライン
の作成を提案した。

10.2 「倫理を織り込んだ科学」という新しい理念
本稿 1.2 節では、「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」という選択肢もありうる
のではないかという問題提起も行なった。しかし、「科学の内部にあえて価値判断を組み
込む」ということが具体的に何を意味するかは、これまで曖昧にしたままだった。第 II 部
から第 IV 部の検討により、このアイデアを科学の新たな理念として提示するための準備
が整った。
「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」という表現には、新しい理念の基礎となる
、、、
要素が既に含まれている。「あえて価値判断を組み込む」ということが意味をなすのは、

220

10.2. 「倫理を織り込んだ科学」という新しい理念
科学の内部で価値判断を行うことには潜在的な危険があるにもかかわらず、それでもなお
「価値判断を組み込む」ことには筋の通った根拠があると判断しているからである。また、
、、、、
「価値判断を組み込む」という表現が意味するのは、価値判断の扱いを自然に任せるので
はなく、意識的な介入の対象にするということである。この二点を踏まえれば、「科学の
内部にあえて価値判断を組み込む」というアイデアは、適切な価値判断がどのようなもの
かを意識的に検討し、一つの結論を出した上で、その価値判断に沿って計画的に科学のあ
り方を変えていくことを示唆するものだと言えるだろう。したがって、本稿 1.2 節でも触
れたように、「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」というアイデアは、科学におい
てどのような価値判断をも許容しようという自由放任主義とは全く異なるものである。
「科学の内部にあえて価値判断を組み込む」ということを以上のように捉えたならば、
それを実現するためには、次の二種類の探求が必要になるだろう。第一に、科学の内部で
どのような価値判断が適切なのかについての倫理学的探求である。この探求は「科学的推
論の倫理学」とでも呼ぶべきものである。第二に、科学の性質と私たちの価値観を踏まえ
て、科学に望ましい性質が備わるよう、科学の内部を人工的に設計・改変するための方法
論的探究である。この探求は、「科学的推論の工学」とでも呼ぶべきものである。
これらの探求は、まだそれほど耳馴染みはないにしても、決して荒唐無稽なものではな
く、既に始まっているとも言える。実際、本稿の検討の一部は、これらの探求に沿うもの
だった。例えば、リスク評価の文脈での予防原則の合理性の検討は（第 5 章）、
「科学的推
論の倫理学」と言えるものだろう。また、研究の科学的妥当性を吟味する特別な審査の提
案や（第 8 章）、利益相反リスク評価のガイドライン策定の提案は（第 9 章）、
「科学的推
論の工学」と言えるものだろう。
他方で、以上の探求が道半ばである現状では、科学の新しい理念の具体的内容を示すこ
とが難しいと認めざるをえない。しかし、理念として提示することの利点は、一般的な論
点のみを強調することで、むしろ多様な状況への適用可能性を残すことにあるとも言え
る。もちろん、理念があまりにも漠然としていれば、実践的な示唆を得る見込みもなくな
り、理念の有用性が疑われることになるだろう。したがって、新しい理念の表現は極めて
重要である。
新しい理念の優れた表現を考えるために参考になるのが、科学哲学者のエリオットによ
る「タペストリー」の比喩である (Elliott, 2017, ch. 9)。彼は、科学的推論に様々な仕方
で価値判断が影響することを要約的に表現するため、科学的推論を様々な「糸」で織られ
たタペストリーに喩えている。科学的推論を織りなすいくつかの「糸」は論理や数学のよ
うに価値自由と言えるものだが、それらは背景仮定・用語法・方法論の選択といった価値
負荷的な「糸」と絡み合っており、科学的推論とはそうした様々な「糸」からなる一つの
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タペストリーのようなものだというわけである。このイメージをもう少し補足するなら
、、、、、
ば、科学的推論の大部分は「色彩豊かなタペストリー」なのであって、そうしたタペスト
リーに表れた繊細な図柄や独創的色合い（すなわち様々な科学的推論が個別的に持ってい
る特徴）は、いくつかの価値自由な「糸」だけではとても表現できないということである。
筆者が注目したいのは、タペストリーの比喩そのものというより、その比喩を使うこと
の利点である。エリオットによれば、タペストリーの比喩は次の三つを強調することに役
立っている。第一に、科学的推論の論理的な要素（価値自由な「糸」）であっても、価値
に影響される要素（価値付加的な「糸」）と密接に絡み合っている。第二に、科学的推論
における価値の役割は、科学的推論の別の諸側面と切り分けて分析できる（比喩的に言え
ば、
「糸」そのものは多様な種類を個々別々に選べる）。第三に、タペストリーから糸を一
本引き抜くだけでも全体に思わぬ影響が及ぶように、価値の影響は複雑な仕方で全体に及
ぶため、価値の取り扱いには注意を要する。
これら三つは「科学と価値」をめぐる議論において重要かつ基礎的な論点である。その
ため、これら三つの論点を強調できるタペストリーの比喩はたしかに魅力的である。しか
し、筆者の提示しようとする新しい理念には、これら三つの論点だけでは十分に捉えられ
ない側面がある。それは、上述した二種類の探求（「科学的推論の倫理学」および「科学
的推論の工学」）が必要だということである。そこで筆者は、タペストリーの比喩を念頭
に置きつつ、二種類の探求の必要性を加味して、科学の新しいあり方を「倫理を織り込ん
だ科学」と表現することにしたい。
エリオットのタペストリーの比喩では、私たちが様々な「糸」を選択可能であるという
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
示唆はありつつも、私たちがどのような「糸」を選ぶべきかを能動的に探求するというこ
との示唆がない。しかし、優れたタペストリーを生み出すには、私たちはその仕上がりを
イメージしながら、適切な「糸」を選ばなければならないはずだ。例えば、色覚異常のあ
る人にも図柄が見えるように明度の差がはっきりした「糸」を使うべきかもしれないし、
子供の肌に触れる可能性があるならば肌に優しく触り心地の良い「糸」を選ぶべきかもし
れない。このように、タペストリーを織りなす「糸」の選別には、どのような価値判断が
適切なのかに関する倫理学的探求が関係する。織り込まれる「糸」について、物事の善し
、、
悪しの基準に沿って自覚的な選択をすべきことが強調されるよう、「倫理を織り込んだ」
という表現が相応しいように思われる。

、、
また、エリオットのタペストリーの比喩では、科学的推論というタペストリーが「人工
、
物」であることに十分な注意が払われていないように思われる。タペストリーが「人工
物」であるということを強調すれば、人間が意識的に「設計」を行っているということに
加え、精緻で複雑な設計を現実のものにするためには様々な「工具」が必要だということ
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を示唆できるだろう。ここで言う「設計」とは、現存するタペストリーにどのような利点
や欠点があり、これから生み出すタペストリーにどのような性質を付与するかを考察する
という行為である。また、
「工具」とは、タペストリーに用いる「糸」を加工し、タペスト
リーを織る人間の作業を助けるものである。タペストリーを製作する私たちの価値判断に
合わせて思い通りのタペストリーを生み出すためにはこれらが不可欠であり、工学的探求
、、、、、
が必要となる。「倫理を織り込んだ」という表現により、こうした一連の工学的介入を通
じて科学の改変を目指すことを強調できるだろう。
以上のような理念を示したことで、科学には複数の理念がありうることになる。本稿

1.2 節では、「科学の価値自由性の理念」や「認識論的純粋性の理念」が科学哲学において
影響力を持ってきたと述べた。そして、本稿の事例研究でも、これらの理念に共鳴する見
解があったことを示してきた（例えば、4.3 節や 7.5 節）。これらの理念を組み込んだ科学
をまとめて「価値自由な科学」と呼ぶことにする。「倫理を織り込んだ科学」は、「価値自
由な科学」に代わる新しい科学のあり方を示そうとしている。「価値自由な科学」が支配的
な現状では、「価値自由な科学」には従い難い状況に置かれる専門家たちに対して代替的
な理念が助けになりうるという点で、代替的な理念の提示自体に意義があるはずである。
しかし、さらなる問題は、これらの理念のうち、いずれを選択すべきかということであ
る。本稿の検討成果から言えることは、まず第一に「科学者が科学の内部に非認識的価値
を取り入れるべきと言える場合がある」のであって、場合によっては「価値自由な科学」
、、
を選ぶべきではないということである。第二に、
「倫理を織り込んだ科学」の下では、非認
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
識的価値の観点から「価値自由な科学」を目指しているように見える場合がありうる。例
えば、利益相反リスクの深刻な懸念から、一定の企業との利害関係を一切絶つと決定する
場合である（9.2 節）。つまり、「倫理を織り込んだ科学」は、「価値自由な科学」とは別
の根拠に基づいて、科学内部から価値判断を除外しようとすることがありうる。第三に、
「倫理を織り込んだ科学」は、科学内部の変革について意識的な探求を促すため、科学内
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
部で認識的価値のみを追求する場合に比べて、科学が社会によりよい結果をもたらす見込
、、、、、
みが高まる。もちろん、社会によりよい結果をもたらすには、科学の変革が成功しなけれ
ばならない。だが、過去を振り返れば科学のあり方は大きく変わってきたし、これからも
、、、、
変わり続けるという見込みは十分にあるのだから、せめてその変化を意識的によい方向へ
向けようという取り組みは、それをせずに成り行きに任せるよりは幾分よい結果をもたら
してもおかしくはないだろう。
「倫理を織り込んだ科学」の下でどのような科学の変革が求められるかについては、分
野や場面を具体的に考慮する必要もあり、今のところはっきり言えることは少ない。しか
し、「倫理を織り込んだ科学」の重要なポイントは、科学者自身も科学内部の変革につい
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ての探求が促されるということであり、科学者だからと言って倫理的探求から免責されな
いということである。したがって、「倫理を織り込んだ科学」は、科学者に対する研究倫
理教育や科学コミュニケーションの取り組みとも密接に関係するだろう。本稿で扱うこと
はできなかったが、社会派科学哲学が「倫理を織り込んだ科学」の実現に貢献しようとす
るならば、科学哲学者もそうした取り組みに関与した方がよいだろう。

10.3 社会派科学哲学に対する示唆
最後に、「科学と価値」をめぐる今後の社会派科学哲学の展開について、本稿の成果か
ら得られる示唆をまとめる。重要な論点は四つある。一点目は「認識的多元主義」の推進
である。二点目は認識的価値と非認識的価値の両立である。三点目は分野共通の知見と分
野固有の知見の組み合わせである。四点目は市民参加の位置付けである。
一点目について、科学哲学において「多元主義」という言葉は様々な意味で用いられて
おり、ここで詳しい整理をする余裕はないが、本稿の議論に特に関係が深いのは「認識的
多元主義」と呼ばれる考え方である。この考え方は次の二つのテーゼからなる。

• 科学は様々な認識的目標を持つ営みである。科学の認識的目標とは、例えば、「正
確な予測」や、「包括的説明の追求」や、「問題解決」である。

• こうした認識的目標に応じて、科学的探求は様々な仕方で合理的でありうる。
ここでは目標と手段の関係で科学の合理性を捉えるために「認識的目標」という表現を
用いたが、認識的目標には本稿で議論してきた「認識的価値」を当てはめることができ
る*1 。認識的多元主義では、科学において様々な種類の認識的価値が尊重されており、認
識的価値に照らした合理的判断によって、科学的探求は様々な種類の合理性を持ちうる
（そして実際に多くの事例で合理性が示されてきた）と考える*2 。したがって、認識的多
元主義は、科学的探求が唯一の目標と唯一の合理的方法に還元されるという「認識的一元
論」や、科学的探求がどのような認識的目標に対しても合理性を持ち得ないという「認識
的相対主義」とは明確に異なる。
これまで、実際の科学論争を事例研究とする様々な科学哲学の研究が、上記のよう
*1

ただし、認識的価値は目標の位置にあるばかりではなく、理論選択の基準として用いる場合には手段の位
置を占めるとも言える。科学における理論・手段・目標の関係については、Laudan (1984) を参照。
*2 認識的価値全体を統合する一つの目標（例えば「真理の追求」
）を認めるかどうかについては議論の余地
があるが、この問題については明確な結論を保留したい。本稿にとって重要なことは、認識的に合理性の
ある探求方法が複数あるということである。仮に科学に一つの統合的目標があっても、その目標に対して
合理的な方法が複数併存するという状況も考えられる。
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な意味で認識的多元主義を支持してきた (Kuhn, 1977; Laudan, 1984; Longino, 1990;

Solomon, 2015)。帰納のリスクへの注目が高まる以前の科学哲学において、
「科学と価値」
に関する研究の多くは、科学論争の検討を通じて科学が多様な仕方で合理的でありうるこ
とを明らかにする仕事に取り組んできた。本稿で扱った事例研究でも、例えば、臨床試験
のデザインの選択では（7.5.2 節および第 8 章）、複数の選択肢のうちいずれが科学的に優
れているかの判断が容易ではないことを論じた。科学的探求の競合案や代替案がそれぞれ
持っている認識的価値を評価するという仕事は、科学哲学の強みを生かした貢献として、
今後も重要であり続けるだろう。
ところで、科学における認識的価値の検討が従来の科学哲学でも行われてきたとすれ
ば、その後に生じた社会派科学哲学にとって、認識的価値の検討にどのような意義がある
か不思議に思われるかもしれない。筆者の考えでは、社会派科学哲学の長所は、認識論的
、、
な分析と倫理学的な分析の両方を扱うことであって、認識論的な分析を手放すことは長所
の放棄につながってしまう。例えば、本稿第 8 章では、科学的に同じくらい優れていて倫
理的懸念の少ない代替案を探すことで、科学的価値と倫理的価値の対立という問題を和ら
げられることを論じた。この提案は認識的多元主義と整合的であり、科学における適切な
価値判断を考察する際に認識的多元主義が有力な基盤になりうることを示す例である。
二点目として、「科学と価値」をめぐる論争では認識的価値と非認識的価値の両立が重
要な争点になることが、本稿を通じて明らかになっている。例えば、リスク評価における
「保守的想定」をめぐる論争では、非認識的価値判断が含まれると言っても必ずしも科学
的妥当性を放棄するわけではなく、最善の科学と整合的であることも重要な目標とされた
（第 4 章および 5.2.3 節）。他にも、ディオバン事件をめぐる論争では、科学内部の非認識
的価値判断が不当なものとして見なされたが、それに対する対応策は、非認識的価値と認
識的価値のバランスをとろうとするものだった（第 7 章）。科学の内部において、認識的
価値と非認識的価値のどのような関係が適切なのかは、社会派科学哲学が問うべき重要課
題になっている。
これに関して、現在の科学哲学ではいくつかの先行研究があり、有力候補の一つはス
ティールの提案である (Steel, 2015b, p. 178)。彼の提案は「実践的に実行可能で倫理的
に許される科学的研究のデザインや解釈において、非認識的価値は認識的価値と対立すべ
きではない」というものである。ここで言う「デザイン」はデータを生み出す方法や手続
きのことであり、「解釈」は生み出されたデータから推論を行う過程のことである。「非認
識的価値は認識的価値と対立すべきではない」という部分は少しわかりにくいかもしれな
いが、この部分の実質的な意味は、認識的価値によって支持されている選択肢があるのに
、、、、、、
そうでない別の選択肢を非認識的価値によって選ぶことは認められないが、認識的価値に
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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
よって複数の選択肢が支持されている範囲では非認識的価値による選択が認められるとい
うことである。
もしスティールの基準を実用しようとすれば、価値判断の適否を二段階で判断すること
になるだろう。まず第一段階では、研究の実行可能性や倫理的許容性を判断し、その条件
が満たされるとき、第二段階として、「デザイン」や「解釈」において非認識的価値が認
識的価値と対立するかどうかを判断する。第一段階では、例えば、新しい化学物質の毒性
を動物実験ではなく人間を使ったランダム化比較試験で確かめようといった選択は、不適
切なものとして非難されるだろう*3 。第二段階では、例えば、自社製品の危険性を厳しく
テストする研究デザインが可能であるにもかかわらず、研究の経済的利益を優先して、そ
の危険性が発見されにくいデザインを採用するといった選択が、不適切なものとして非難
されるだろう。
スティールの提案は科学における適切な価値判断の実質的な基準を定めようとする試み
の一つであり、前述の認識的多元主義とも整合的である。だが、本稿の第 IV 部からは、
この基準が適用できない場面が少なくないことが示唆される。それというのも、臨床研究
、、、、、、、、、、、、、
倫理において倫理審査制度が研究の倫理性と科学性の両方を審査することを目的としてい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
たように、研究の実行可能性や倫理的許容性を判断する第一段階の判断から、認識的価値
、、、、、、、、、、、、、、、
の考慮が求められる可能性があるからである。
臨床研究では、研究対象者となる患者に最善の治療を行わず、研究に由来する様々なリ
スクを課すという非倫理性があるが、それを正当化するだけの研究の社会的利益が見込ま
れる場合には研究が倫理的に許容されうる（6.1.2 節および第 8 章）。そして、研究の社会
的利益の一般的な考え方では、研究の科学的妥当性が保証されていることが必要であり、
科学的妥当性がない研究は被験者を無駄にするだけであって倫理的に許容できないという
ことになる。適切な利益相反管理についても、現在主流の対策は利益相反委員会が利益相
反リスクと研究の社会的利益を衡量しながら対策を決めるというものであり、研究の許容
性の判断に研究の信頼性の評価が関わる（第 9 章）。これらの例が示すように、研究の倫
理的許容性の判断そのものに認識的価値の考察が必要になる場合には、スティールの基準
は役に立たない。
スティールの基準に魅力があるとすれば、その基準が、倫理的価値判断を認めようとし
*3

ここに例示したような研究が本当に倫理的に許容できないかは、議論の余地がある。例えば、その研究が
非常に重要な知見をもたらす見込みがあり、被験者からインフォームド・コンセントが得られるよう十分
に準備され、研究計画書が倫理審査委員会で承認を受けたならば、倫理的に許容できると言えるかもしれ
ない。しかし、一般的には、有害性の疑われる物質を意図的に人体に投与するような研究はできる限り避
けるべきであり、非常に特別な事情がない限りは、多くの倫理審査委員会がそのような研究に許可を与え
ないだろう。
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ながら、科学的に不適切な研究を防ごうとするものだからだろう。スティールが指摘する
ように (Steel, 2017, pp. 58–59)、社会における科学の基本的役割は知識の拡大であり、
科学が社会に貢献するとすれば知識をもたらす活動によるはずであるから、知識の拡大と
いう基本的目標に反する逸脱に制限をかけるべきように思われる。「倫理を織り込んだ科
学」を目指すにしても、それが科学として成立する程度には、認識的価値の尊重が必要に
なるだろう。だが、認識的価値を科学のどの段階でどれほど尊重すべきかは、先ほど指摘
したようにスティールの基準では十分ではなく、さらなる探求が必要である。
三点目として、「科学と価値」に関する社会派科学哲学では、分野の違いと共通性をど
のように扱うかという課題がある。科学においてどのような価値判断が適切と言えるかを
検討する際には、認識的多元主義によって科学的合理性の多様性を分析することはもちろ
んのこと、科学の個別的実践をとりまく具体的な社会環境の考察や、分野毎にどのような
問題意識で研究が進められてきたかといった歴史的検討も重要になるだろう。こうした理
由から、社会派科学哲学にとって分野横断的なアプローチが重要に思われるのである。
現実として、様々な分野の様々な題材の下で「科学と価値」の論争が生じている。これ
は混乱した状況にも思われるが、それだけ複雑な問題として科学内部の価値判断をめぐる
論争が生じているという現実を無視すれば、むしろ論争の解決が遠ざかってしまう危険性
もあるだろう。そのような論争状況において、横断的アプローチによる社会派科学哲学の
研究の強みは、一方では様々な論争から共通の一般的知見を取り出し、他方では各分野の
詳しい分析によって分野固有の知見を取り出すという仕方で、混乱した状況を少しずつ整
理しながら論争解決を進めるということにあるかもしれない。例えば、予防原則の合理性
は、「歴史的偏りの矯正」という一般的な合理性を持ちながら、分野固有の歴史を検討す
ることで分野それぞれにどのような示唆を与えるかが異なりうる（第 5 章）。科学哲学全
体では個別分野の科学を対象にした研究（生物学の哲学、社会科学の哲学など）が盛んに
なってきているが、社会派科学哲学はむしろ、分野の間を自由に移動しながら研究を進め
ることを特色にしても良いだろう。
四点目は、科学と社会の関係における市民参加の位置付けである。第 1 章で論じたよう
に、従来、科学と社会の関係について「科学技術のシビリアン・コントロール」という考
え方が影響力を持った。これは、科学技術をめぐる意思決定に非専門家の市民を関与させ
ることを重視するものであり、社会の側から科学をコントロールするという発想に立って
いた。しかし、本稿では、それとは逆向きに、科学の側から社会にどのように働きかける
かを社会派科学哲学の問題として検討した。社会派科学哲学において、市民参加はどう位
置づけられるだろうか。
本稿 3.3 節でも触れたように、「科学と価値」を論じる科学哲学者の多くは、科学内部
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への市民参加に肯定的である。市民参加は潜在的に、科学者の気づかない多様な価値観を
もたらすという利点や、専門家に過剰な責任を押し付けないよう責任分担が実現できると
いった利点がある。また、「科学と価値」論に密接に関係する予防原則についても、市民
参加は重要な役割を果たしうる (本稿第 5 章および Shimizu, 2017)。他方で、社会派科学
哲学の研究が進められる中で、「科学と価値」の論争に対し市民参加が万能薬にはならな
いことも既に幾度も指摘されてきた (e.g. Schroeder, 2017; Steel, 2017; Brown, 2018)。
本稿の提示する「倫理を織り込んだ科学」において、科学内部への市民参加は、二種類
の探求の対象として位置付けられる。つまり、単に市民参加を称揚するのではなく、「科
学的推論の倫理学」に沿って市民参加の実質的な倫理的価値を検討し、「科学的推論の工
学」に沿って市民参加という方法が科学に実際どのような影響をもたらすかの検討を行う
ことになる。そうした検討を経て、市民参加の価値や有効性が認められたなら、社会派科
学哲学は科学内部への市民参加を積極的に支持することになるだろう。科学内部への市民
参加は、「科学技術のシビリアン・コントロール」とは違い、科学内部に非専門家を関与
させるということであり、ある意味では、従来以上に市民参加を積極的に支持するという
ことである。
この点について、従来の市民参加論との違いをもう少し説明しよう。科学技術のシビリ
アン・コントロールにおける市民参加の代表的取り組みはコンセンサス会議であるが、コ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ンセンサス会議では、市民は専門家の科学的助言を受けて、どのような意思決定が望まし
、、、、、、
、、、、、、、、、、、
いかを考える。筆者が科学内部への市民参加と呼んでいるのは、専門家が社会に向けてど
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
のような科学的助言を行うのが望ましいかを、市民が一緒に考えるといった取り組みであ
る。この区別は、リスク評価とリスク管理の違いにも対応している（5.2.3 節参照）。科学
内部への市民参加は、リスク評価に市民が関与するということである。
非専門家が科学やリスク評価に関与する場合でも、科学における適切な価値判断の基準
が適用されるはずである。そうだとすれば、科学における適切な価値判断の基準は、市民
参加を設計する際のガイドとして役立つかもしれない。そのような形で、社会派科学哲学
が市民参加の在り方について有意義な貢献を果たしうるとすれば、社会派科学哲学は科学
と社会の関係をめぐる議論を新しい方向へ向けて前進させる一助になるだろう。
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