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ねられて きてい る。けれ ども,ま だ,今 後 の指

1.問 題の所在

標 として耐 えられそ うな十分強力 な議論 は見出
されてい ない。アメリカの技術哲学会 による,こ

今 日,科 学技術 を どの よ うに評価 す れ ば よい

れまでの技術哲学 に対する 自己点検 では,会 長

のか につい て は, きわめて多 くの立 場 が ひ しめ

自 らが,技 術哲学 は哲学界 にあって も,ま た社

い た状態 にあ る。科学技術 と社会 とのあ り方 ,あ

会的 にも依然 として「周辺的」 だとの評価 を下

るい は個 人 との あ り方が 一 体 どの よ うな状況 に

してい る1.社 会学 で一つの流れを築 いた「社会

あ り,具 体 的 にそれ に関 して何 がで きるのか (な

構成主義」 の立場 も,科 学技術論 としてはまだ

すべ きか )に つい て知 る こ とは, きわめて重 要

「記述」 の域 を出ず,「 規範」 にまでは到底至 っ

な現代 的課題 で あ る。 しか し,我 々は まだ ,こ

ていないこ とが,反 省的 に論 じられてい る2.他

れ とい って頼 れる評価 の基準 にた ど り着 い て い

に,す でにその評価 自体 がすでに「歴 史的評価

ない 。
確 か に,技術者 の責任 につい ての教育 や倫理

対象」にす ぎな くなって しまった もの もある。こ
のように全体 としてどこか停滞 したムー ドはあ

綱領 の策定 が進み つつ あ り,ま た個別 の技術 領

るが,完 全 な技術決定論 に自旗 を揚 げ るのでな

域 につ い て ,社 会 的倫理 的問題 を政 策 レベ ルで

いか ぎり,我 々は「反省」 に続 く次 のステ ップ

取 り上 げ る動 きが活発 で あ る。 この よ うな形 の

の足掛 か りを求めてゆ くほかない。

科学技術 へ の対処 は必 要不可欠 であ り,す で に

ではどこにそれが求 められるだろ うか。

部分 的 に一 定 の成果 を上 げ て もい よ う。しか し

包括的な科学技術論 を目論 むか ぎり,そ れは

,

科学技術 と社会 との 関係 が 一 層複雑化す る と考

様 々な分野 を大 きく括 れる視点 を含 まねばなら

え られ る 中で ,あ るい は技術領域 の一層 の細分

ないが,そ のような視点が必要 だか らといって

化 が進 む 中で ,単 に技術者 の倫 理や個別 問題 ヘ

科学技術 をは じめか ら一つの もの として扱 うべ

の応急措置 的 な対処 だ けで は,我 々は今後 の科

きである,と い うことにはならない。科学技術

学技術社会 につい て何 ら具体 的 なヴ ィジ ョンを

には,(技 術上 の細分化 ではな く)社 会あ るいは

描 くこ とはで きない 。 そ れ ゆえ,よ り広 い包括

人 間 との関係 にお いて然 るべ き分類が可能で

的視点 で科学技術 と社 会 ,個 人 の 関係 につい て

そのような分類 に基づいて包括的な議論 を行 う

考 えるため の基準 が必 要 となる。

とい うことも十分考 えられる。 もちろん,こ れ

これ につい て,す で にか な りの議論 が 積 み重

,

,

までなされてきた議論 の中にはその点 に留意 し

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

た もの も少 なか らず あ る。 しか し,そ のほ とん
どが ,科 学技術 を pre̲modemと

mOdemに 分類

す るこ とで事足 れ りと して い る よ うに思 われ る

(1)

活世界 と完全 に分離独立 して,も っぱ ら効率的
な目的追求手段 となる

(こ

れに応 じて人 々の生

活世界 での諸 々の「意味」も見失 われてい く)段

とえばハ イデガーによる
「伝統的技術」と
「現

階」 とする。その上で,近 年 のインターネ ット

代科学技術」の比較など)。 つま り,こ の両者の
分離 に基づ き,pre― mOdemと の対比 (こ れは「テ

の発展 を取 り上 げ,こ の技術 によって,近 代 が
バ ラバ ラに した ものが改 めて生 活世界 に

クネー」 と「テクノロジー」の対比 となること

con

もある)に よつて「現代の科学技術」の対社会

とになると述べ る。彼 はインター ネッ トを従来
のテクノロジー とは区別 して「メタ 。テクノロ

(た

的 は十人間的)特 質は明らかになるとし,結 局
肝心の「現代の科学技術」については概ね一括
,

りの ままである。 (そ してその多 くが,エ コロ
ジー問題 を包括の鍵 として掲げている。
)
ところが,そ のような論調が一般的である中

re―

xtudizeさ れ,人 々が「意味」を取 り戻す こ

ジー」 と呼 び,も はやテクノロジー を論ず る時
代 は終 わ りになる とも述べ る。しか し,「 覚 え書
き」(Notes)の タイ トルどお り,イ ンターネッ ト
ヘ の言及 も,た だ人 々が時間 を忘れて効率性 を

でも,多 くが,遺 伝子技術 を中心 とした「生命
科学技術」お よびインターネットを中心 とした

無視 してイ ンターネ ットを楽 しんでい るとい う

「情報科学技術」の二つに対 して,他 の現代科学

のであ り,こ こで示 されてい る「情報技術 の異

技術 との異質性を明に暗にほのめか している。

質性」 は「近代」「意味」「生活世界」 とい う言

この異質性に明確 に言及 した論者 を挙げてみ

葉 に寄 りかかった大雑把な見通 しにしかす ぎな

,

きわめて漠然 とした事実へ の言及 にとどまるも

い。

る。

加藤尚武 は『価値観 と科学/技 術』3の 中で

,

考 えてみると,こ の異質性が少なか らず注 目

チ ェルノブイリ以 降の技術倫理 の趨勢が「安全

されなが ら,そ れについて未 だに十分な議論 を

性中心主義」である こ とを述べ たあ と,「 情報工

誰 も行 ってい ない とい うのは,非 常 に不 自然 な

学 と生命工学 の領域 では,倫 理問題が安全性 と

ことである。 もちろん,今 で も十分 に科学技術

い う枠 で発生 しない場合が増えて きた」として

論 の大枠 に関す る問題 ,お よび個別 の技術領域

この二つの領域が安全性問題 に還元 で きない領

に関す る問題 の数 々 に我 々が手 を焼 いてい ると

域 であ ることを述べ る。加藤 は安全性問題 と科

い うことは事実 としてあ る。 しか し,ま ださほ

学技術 に対す る主体性 の問題 を中心 に,多 くの
示唆 に富 む議論 を展開す るが,こ の二つの技術

どの成果が上が らない領域 で, どれを優先 して
論ずべ きだ とい うことが一概 に決 め られない以

領域が従来 の科学技術領域 と同 じようには括 れ

上 ,こ のことを回実 に問題 を避けることはで き

ない積極的 な理 由 については,特 に究明 を行 っ

ない。む しろ,成 果が十分 でなければ,こ れま

てい ない。(周 知 の とお り,加 藤 は生命技術 ,情

でほとんど論 じられていないが意識 には潜 んで

報技術 のそれぞれに関す る,さ らには環境 に関

い る問題 を探 って 日の下に曝 し,視 角 を多方向

す る応用倫理 の研究分野 を日本 において切 り拓

にず らしてみるとい う努力が必要ではないだろ

いてきた人物 である。
)

うか。 ひいては,こ れが大 きな局面 の変化 につ

,

K.ミ ッチャムは論文「メ タ 。テクノロジー哲

ながる こともあろ う。

学 に向けての覚 え書 き」4の 中で,こ れまでの「技

そ こで小論 では以下,包 括的科学技術論が踏

術」 の歴 史的経緯 として,上 に述べ たようなプ
レ 。モ ダ ン,モ ダ ンの段階説 をまず置 いて,プ

み出す次 のス テ ップを,こ の ような「潜伏問題

レ 。モ ダ ンを「技術 が我 々の生活世界 に織 り込

問題 であろ う「 あ る種 の情報技術 ,生 命技術 に

まれて分離 で きない段階」,モ ダンを「技術が生

存す る異質性」 について考察 を行 ってみたい と

の明示化」 とい うことに求め,そ の最 も大 きな

松王政浩

思 う。なお,包 括的科学技術論 は本来,科 学技

型化 の基準 をどこに置 くかが重要 なポイ ン トと

術 と社会,個 人が どの ような関係 にあるか とい

なるが ,見 出された共通点 を Aと す るとき,A

う関係記述的側面 と,科 学技術 との関係 におい
て何 をなす ことがで き,何 をなすべ きか とい う

or〜 Aと い う形 での差別化 しかで きないのであ

規範的側面の両面 を併せ持つ ことが理想であ り

体的 な内容 が明示 で きる余地 のある類型化 の基

ここでの試 み も最終的 にはその両面 にわたつて

準 を選ぶ必要がある。

,

れば意味がない。A orBと い う形 で,〜

Aの 具

なされるべ きものであ るが,こ れを一度 に展開

これには,論 理的な組み合 わせの余地 をで き

す ることは,そ の内容 に鑑 みてとても紙幅 の許

るだけ後 に残 しうるような基準 を選ぶのが適切

す ところではない。それゆえ小論 では,と りあ

である。この条件 を満 た し,か つ議論 に飛躍 を

えず「関係記述的側面」 に限 って論 じてい くこ

生 じさせない最 も有効 な基準 は次の ような基準

とにす る。小論 のタイ トルが「異 質 なるものと

だ と思 われる。

しての情報技術 ,生 命技術

(1)」

とあるのはそ
関係す る項 を「科学技術」「人 間」 の 2項 と
【
し,い ず れかの成立過程 において,他 の項 が不

うした理由に よる

5。

2口

従来型議論の三つの類型化

可欠かつ最 も重要な要素 として組 み込 まれてい
ると捉 えられる場合 に,こ れを「内在的関係」と

情報技術 ,生 命技術 に存する異 質性 が従来 の

呼 び,不 可欠でないか,ま たは (不 可欠である

議論 の 中で十分 に論 じられて こなか ったのは

にして も)そ の本質 に関わる最 も重要な要素 で

従来 の議論 (包 括的議論 )の いず れの範疇で も

ない と捉 えられる場合 に,こ れを「外在的関係」

これ らが十分 に汲 みつ くせないか らだ,と 考 え

と呼ぶ】 (な お,「 科学技術」 は体系的 な科学知

るのが 自然 であろ う。それゆえ小論 は,従 来 の

および技術知 の上に成立す る高度 な現代科学技

「議論」の共通点が何 であ つたのかを改 めて考 え

術 を指 し,「 人間」は理性的思考 を行 い うる精神

,

てみる ことで,従 来型 の「技術」 に共通す ると

お よび身体 とか ら成る存在 を指す もの とす る)

考 えられる点 を割 り出 し,そ れ との対比 におい
て情報技術 ,生 命技術 に存す る異質性 を明確 に

ここには「社会」とい う項が出て こないが,こ

す るとい う方法 をとりたい と思 う。(従 来 の議論

れを入れない理由は,入 れる ことで類型化 が非

の間 に様 々な見解 の相違があるとしても,い ず

常 に煩雑 になって しまうことと,先 回 りして言

れ も従来型技術 の何 らかの重要 な本質 を共通 し

えば,最 終的 に「社会」を入れな くとも (「 人間」

て捉 えてい ると見 なすわけである。なお,「 従来

の項 で処理す る ことで)十 分 に,情 報技術 ,生

型技術」 とい う言葉 を,異 質性 の見込 まれうる

命技術 の異質的局面が見出せ ると考 えられるか

情報技術 と生命技術 の特定分野 一具体的 には本
論 の 4で 述べ る一を除 く,他 の科学技術 の総称

らである。

として以後用 い る。
)そ れには,従 来 の議論 をま

論 を次 の 3つ に類型化す ることがで きるのだが

ず,改 めて類型化 し直 してみる必要がある。前

これは結果的 に,こ れまでの主要な科学技術論

述 の とお り,こ れまで多 くの議論 の中で現代科

「技術
に対 してすでに用 い られてい る「 中立論」
の
「社会構成論」 3つ に対応す る ことに
決定論」

学技術 は一括 りにされて きたわけだが,異 なる

さて,こ の基準 を用 い る ことで,従 来型 の議
,

なる。 しか し,こ の後者 のような分類がす でに

観点 を含 む議論 を統一 的な基準 で類型化す る中
で,一 つの議論 だけを見 ていたのではわか らな

可能であ るか らといって,こ れは単 に方法論上

い共通 の特質 (従 来型技術 の特質)が 明 らかに

の違 いか らの分類 にす ぎず ,上 のような一つの

なることが考 えられるか らである。この とき,類

統一的基準 か らの類型化 に基づ くわけではない

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

(1)

ので,こ の分類その ままでは,今 問題 に しよう

のである。(デ ュー イの プラグマ テイックな価値

としてい るこれ ら 3つ の議論 の有意味 な共通点

内在的道具主義 とは別 に,こ の人間の主体性 に

を見出 し得 ないこ とに注意 されたい。

鑑 みて「道具主義」 とも呼 ばれる場合がある。
)

とは言え,既 存 の分類 を利用 した方が理解が

このような考 え方 は科学技術者 の間 に多 く見

容易 と思われるので,ま ず既存分類 の各内容 を

受け られる。欧米 の,あ るい は近年 日本 におい

簡単 に述べ た後 に,そ れぞれが上の基準 で どの

て も盛んにな りつつある「技術者倫理」 の考 え

ように類型化 されるか,と い う形 で述べ る こ と

方

にす る。

術 に関す る問題 を作 り出すの も,ま たそれを修
復 。解決す るの も科学技術者 である,と して科

(誤 解 を避けるために念 のため に繰 り返すが

,

(お

よび各分野 の倫理綱領)は 概ね,科 学技

今行 お うとしている諸議論 の類型化 は,「 従来 な

学技術 の倫理問題 の焦点 はそれに直接携 わる者

されたいずれの議論 にも共通 して,従 来型技術

の倫理観 にあるとい う考 え方 に立つが,こ れな

のある本 質が含 まれてい るであろ う」 とい うこ

どは明 らかに中立論 の考 え方を示す ものである。

とを前提 とし,そ の本質 を浮 き彫 りにす る中で

工学教育 の倫理教科書 として名高 い C.ウ イ ト

それ との対比 で情報技術 ,生 命技術 に存す る異

ベ ックの『技術倫理』6に その典型 を見 ることが

質性 を考 えようとい う目論見 の上 になす もので

で きる。つ まり技術者倫理 の基礎 となる「技術/

ある。あ くまで類型化 は,こ の対比 を明 らかに

人間」 の関係記述 に中立論 は適任 なのである。

す るための手段 にす ぎず,類 型化その ものが 目

あるい は,い ま問題 である生命技術 に関 して

的ではない。 したが って,従 来 の包括的科学技

も,こ の考 え方が述べ られる場合がある。たと

術論 の「いず れが よ り優位 か」 とか「 それぞれ

えば J.ワ トソ ンは,遺 伝子治療 も含 めた遺伝子

の理論 が適用可能 な技術 による,理 論 の棲 み分

操作 と優生学 との関係 に触 れた論文 の 中で明確

けや重 な りが どのようになるか」,あ るいは「そ
れぞれの理論 レベ ルは同 じか どうか」 などの問

「遺伝学それ自体 は決 して悪であ りえない。
に
道
徳 の問題が入 って くるのは,わ れわれが これを

題 はここでの関心 か らは一切外れ,ま た小論 の

用 いた り悪用するときである」 と述べ てい る7.

成立 には関係 しないこ とに注意 いただ きたい。
)

(な お,小 論 の結論 か らすれば,こ

,

のような考 え

方 には,あ る一つ の点 で大 きな疑間が賦 される

(1)第 一 群

ことになる。
)

(中 立 論 )

概ね中立論 は,科 学技術 が「善 か悪か」 とい

さて,こ う した科学技術中立論 においては,科

う価値 に対 しては中立 に成立す るとい う,科 学

学技術 がその成立の本質的 な部分 で人間お よび

技術 と人間の倫理的判断 との関係 に注 目しつつ

社会 に依拠せず,た だ用 い られ方 だけが人間の

科学技術/人 間の本質的関係 を捉 えようとす る

倫理判断 によって決 め られ,ま た人 間 に関 して

,

立場 である。科学技術 を生み出す ものは人間で

も明 らかにその本質 は科学技術 と独立 してある

あ って も,科 学技術 の本質 は効率性あ るいは合

とい うわけであるか ら,先 にあげた類型化基準

理性 の追求 とい うこ との うちにあ り,こ の よう

に照 らす と,こ うした見方 は次 のように新 たに

な本 質 は善悪 といった価値 とは無関係 であるか

整理 し直す こ とがで きる。

ら,科 学技術それ自体 は,一 切 の社会的利害関
係 やイデオロギー とは無関係 に成立す る もので

第一群 (〓 中立論 )の テーゼ :科 学技術 と人間

ある とする。それゆえ,科 学技術 に関わる価値

は外 在的な関係 にあ り,人 間が人間的要因に

はすべ て,人 間がそれをどのように用 い るか と

よつて科学技術 に具体的に関与 しうる。

い う,人 間の倫理判断 に依拠す ることになる。明
らかに この人間の判断 は人 間の主体性 による も

松王政浩

(2)第 二 群

(技術決 定 論 )

る技術決定論 を,上 の類型化基準 に基づいて述

中立論 において科学技術 はあ らゆる人間的価

べ るとどの ようになるだろ うか。一見す るとこ

値 か ら独立で,そ れ 自身で成立基準 をもつ もの

のような技術支配の議論 は,科 学技術 と人間が

とされたが ,技 術決定論 において もその部分 は

「内在的」関係 にあると捉 えるものであるように

おお よそ共通 してい る。ところが技術決定論 は

見 える。 もしも人間の成立 において,そ の精神

その名 の示す とお り,科 学技術 のあ り方 は人間

作用が文字通 り科学技術 の本質抜 きには成立 し

ら独立 かつ「人間 (社 会)の あ り方 を

得 ない状況に現 にあるならば,「 内在的」の条件

決定づ ける」 ものであ ると捉 える。 この考 え方
は「今後 ,科 学技術 が ます ます発展すれば我 々

を満 たす ことになろ う。 しか し,た とえば上の
ような相当強 い立論 を行 うハ イデガー において

の社会 は どの ようにな って しまうのだろ うか」

も,我 々は,自 分 たちがテク ノロジー的存在了

とい う日常的に発せ られる問いの 中にも漠然 と

解 を受け取 っているとい う事実 を現実 の振 る舞

含 まれてい る。最 も極端 な形 の決定論 (現 実 に

いの中で理解す るならば,そ の ときすでにテク

はあま り考 えられないが)に おいては,科 学技

ノロジー的存在了解 の外 に一歩踏み出す ことが

術 と独立 した社会的決断,あ るいは人間の主体

で き,効 率性 を唯一 目的 とす る精神支配 を免れ

的行為 とい うような ものは存在せず ,倫 理や政

る ことが可能であると述べ られてい る。つ まり

治 など一切 の社会的構築物 が科学技術 に還元 さ

人間 (現 代入)の 成立 自体 は,科 学技術 と独 立

れるとい うことになる。

に果 た しうるとい うことである。また実際,は

,

(社 会)か

ハ イデガーは正 にこのような決定論的立場 を

じめか ら精神 の「完全 な」技術支配 を掲げ るこ
とは,結 局無意味 な トー トロジー を述べ る こと

代表す る論者 と思 われるので,そ の考 え方 をH。
ドレイファスの解説論文8に したが つて (難 解 な

に他 ならないので,現 実 にはそのような立場 を

存在論 に立 ち入 らず に)援 用す る ことで,も う

考慮す る必要 はないであ ろ う。 したが って,技

少 しこの立場 の中味 を肉付 け してお くことにし

術決定論 の考 え方 は,次 の ようにまとめる こと

よう.論 旨は次 のようになる。原子力時代 に突

がで きる。

入 した近代 の科学技術 は単純 に道具的 に理解 で
きる ようなものではな く,最 小経費 で最大収益

第二群 (=技 術決定論 )の テーゼ :科 学技術 と

を挙げ る最適化 を唯一の 目的 として,何 ものに

人間は外在的な関係にあり,技術 が技術的要因

も制限 される ことな くそれ自体 で方向付 け られ

によつて人間に具体的に関与 しうる

てい る。 この ような科学技術 を前 に して

(そ

.

の

中にあ つて),人 間は 自然 との間 にもはや「主体

(3)第 三 群

一客体」 の関係 を維持 で きず,ど ちらもこの唯

上記 ,中 立論 と決定論 が どちらも科学技術 自

一 目的のための「材料」 とい う存在性格 をもっ

体 はその成立の本質的要件 をそれ自身の うちに

た,存 在者総動員 システムの一部 となる。 これ

もつ とい う立場 である。これに対 し,「 科学技術

により人間の思考 も制限を免れることはで きず

の社会構成 主義」 (social cOnstructionism of

科学技術 の もたらす問題 一環境破壊 や大量消費

technology)と 呼 ばれる一群 の考 え方 (T.ピ ン

主義 一の問題 を解決 しようとして もその姿勢 は
すでにテクノロジー的で しかあ りえない。人 間

チ,W。 バ イカー,T.ヒ ューズ らの提唱)は ,科

,

(社会構 成 主 義 )

学技術 は科学技術 をその一部 として含 むような

は背景 に回 り込 んで人 間の手 をす り抜 けて しま

社会的 プロセス においては じめて成立 しうるも
のであ って,成 立のための本質的 な要件 は政治・

うものであ る。

経済体制 ,倫 理観 ,利 害関係等 の社会的要素 で

が科学技術 を管理 しようとして も,つ ねにそれ

では,こ う したハ イデ ガーの議論 を典型 とす

あ ると考 える。

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

(1)

た とえばヒューズは,ェ ジソンの電球発明に

成立過程 自体 に社会要素が深 く関与す るとみる

関す る詳細 な検証 において,高 抵抗 のフィラメ

一方で,人 間の成立 自体へ の科学技術 の影響 は

ン トが材料 として選 ばれたのは,す でに存在 し

論点 には含 まれてい ない。か くして,本 論 の基

たガス会社 によるガス灯 との商業的競争 に勝 つ

準 で社会構成主義 の基本主張 を切 り取 るなら次

ため,と い うような社会 ・経済的要素が直接的

のようになる。

原因であ ったとい う事例 を述べ てい る あるい
9。

は,ピ ンチ とバ イカーは,現 在成立 してい る様 々

第三群 (=社 会構成主義)の テーゼ :科 学技術

な科学技術人工物 は,ど れほどそれが一義的 な

と人 間は内在的な関係にあ り,人 間が人間的要

デザイ ンに基づ くもので ある と見 えよ う と も

因によ つて科学技術の成立に直接関与 しうる

,

.

実 は効率性や合理性 といった科学技術 に内在す
る本質のみによつて形成 されたのではな く,政
治 。社会 。文化的 な要因 との偶然的関係 におい

行 ったわけだが, と りあえず従来 の科学技術論

て形成 されたのであ り,そ れゆえ科学技術 によ

(関 係記述 に関す るもの)は

る人工物 は もともと多様 な可能性 に開かれてい

れると考 えられよう。先 にも断 ったように,こ

たものであ って,ま たさらに,そ れ らは制作 さ

れ ら互 い に相容れない側面 を持 つ包括的議論 の

れた意 図 とは別 の解釈 によって接触 される「解

いずれが優位か,棲 み分け可能かな どの問題 を

釈 の柔軟性」 (interpretative■ exibility)を もつの
だと主張す る Ю

決す るのが本論 の 目的ではないので,こ れ以上

先 の二つの科学技術論 と社会構成主義 との対

類が網羅的であ ることの確認 と,統 一的視点 で

.

比に関 して,次 の村 田の記述がたいへ ん要領 を
「 と りわけ社会構成主義 の知見 で重要
得 やす い。

以上既存 の分類 と重ねる形 で 3つ の類型化 を
このいずれかに含 ま

それぞれの詳細 に立ち入る必要 はない。 この分
の新 たな類型化が当面必要なものである。
ではこれ よ り,新 たに「第一群 〜第三群」 と

なのは,技 術 と社会 の関係 を考 える場合 に,技

して示 された類型的記述 をもとに,こ れ ら 3つ

術決定論的見方や中立的見方のように,で きあ

の類型的議論 が対立 の背後 にどの ような共通点

が った技術 を前提 した上で,技 術 について「外

をもつかを明 らかにし,そ こに従来技術 の一つ

側」 か ら社会 との関係 を考 えるとい うのではな

の本質 を見出す ことによって情報技術 ,生 命技

く,技 術 の「内部」 自体 に関 して,狭 い意味で

術 の どの ような異質性が見出されるかを考察 し

の技術的要因以外 の要因,す なわち,さ まざま

てい くことにす る。

な社会的,政 治的,あ るいは,倫 理的要因を問
題 にす るこ とがで きる こ とを指摘 した点 で あ

3日

第四テーゼの可能性とその意味

る。
」H
この村田の記述 においてほぼ明 らかなように

,

まず は論理的な手がか りを出発点 に しよう。

技術 の社会構成主義 においては,科 学技術 と人

「科学技術」「人 間」 の二項 と,「 内在的」「外在

間の関係 は もはや外在的関係 としては捉 えられ

的」 とい う二つの関係 に基づいてなされた上の

てい ない。
「社会」構成主義 なので,本 来 は「技

三つの類型か ら,組 み合 わせ上,他 に論理的 に

術 と社会 の関係 は」 と言 うべ きであろうが,技

可能な類型が もう一つ考 えられる。(こ の他 の組

術社会構成主義 の焦点 はあ くまで「技術 と技術

み合 わせ は,内 在 ,外 在 の定義 か ら矛盾 に陥 る。
)

以外 の要因 との関係」にあ り,「 社会 と個人の関

?)の テーゼ :科 学技術と人間 は内

係」 は特別な文脈以外問題 にはならない と思わ

第四群 (〓

れるので,こ こで もやは り「科学技術 と人間の

在的な関係にあり,技術が技術的要因によつて

関係 は」 と捉 えてお きたい。なお,科 学技術 の

人間の成立 に直接関与 しうる

.

松王政浩

この群 はまだ論理的可能性 にす ぎない ものだ

えるのが妥当 に思われる。

が,2.の 類型化が十分網羅的で類型化基準が う

しか し「科学技術以前 の人間の成立」 はそれ

まく機能 し,な おかつ 2.の 範疇 に収 まらない領

ほど自明な ことなのだろ うか。第四群 のテーゼ

域がある状況で,他 の論理的 な可能性が一つ残

はそれを覆す内容 に見 えるわけで,そ の可能性

されてい るなら,そ れを仮 の指標 として考 えて

を考 えてみるためにも,一 見 自明 な「人間の成

みるのはまんざら悪 い方策 ではない。(は じめの

立」 の 中味 についてさらに考 えてみなけれ ばな

基準が妥当だ とす れば,自 ず と他 を考 える必要
はな くなる。
)と りあえず,問 題 の情報 。生命技

らない。い ま特 に成立要件 の「身体」 の意味 に
注 目しよう。たとえば次 のような状況 を考 えて

術が この第四群 テーゼ を満 たす ような ものなの

みる。い ま,我 々は二酸化炭素 の排出規制 に何

だと考 える ことにしよう。す ぐに第四群 の意味
や,情 報技術 ,生 命技術へ の適用 を考 えようと

らかの理 由で失敗 し,地 球 の温暖化 と異常気象
が もたらす種 々の影響 で,我 々の地球上での身

しても無理 である。第四群 を置 くことが現実 的

体的な存続 が きわめて危 うい状況 に陥 った とす

に妥当だとしたときの,第 一群 か ら第三群 の共

る。この とき,科 学技術 のあ り方如何 によつて

通点が何かをまず考 えてみるべ きであ ろ う。

もはや身体 が存続 で きなか った りで きた りす る

第四群 との対比 で第一群か ら第三群 に共通す
るのは,明 らかに「科学技術 は人間の成立その
もの に関与 しない」と捉 えられてい る点 であ る。

,

ことになれば,科 学技術 が 「人間の成立」その
ものに関与す る ことにな りは しないか。
この問い に対す る各群 の答 えは,明 らかにい

「人間の成立」が何 かについては,は じめの類型

ずれ も否定的であろ う。 とい うの も,た とえ身

基準 の「人間」項 に関する基本的な理解 のまま

体 が蝕 まれ,存 続がそれに直接左右 されるとし

「理性的思考 を行 い うる精神お よび身体」をその

ても,第 一群 の立場 では「なお もそれ は技術者

条件 と考 える ことで,3つ の類型化 には何 の間

の倫理判断対 象 にな りうる」 と答 え,第 二群 で

題 もなかった。これに科学技術 は関与 しない。こ

は「なお もそのような技術 との関係 を知 る こと

のことは,第 二群 (技 術決定論 )の ところで少

で関係 の外 に踏み出 しうる」 と答 え,ま た第三

し問題 になった ものの,一 般 に科学技術 と人間
の関係 を考 える上では自明視 して よい ように思

「なお も社会的決定対象事項 であ りうる」
群 では
と答 えて,「 人間の成立」へ の関与 を否定す る こ

われ,こ とさら共通点 としてあげ るまで もない

とになるだろ うか らである。

,

ように思 われる。
「科学技術 と人間の関係」とい

それぞれの立論 の基本的成 り立ちを考 えてみ

うことに捕 らわれず に,素 朴 に「技術 (科 学技

るならば,こ れは当然 と言 えよう。すなわち,ど

術 )」 の定義 を述べ よと言 われれば,立 場 に関係

の立場 も科学技術 に対す る人間の支配/被 支配

な く誰 しもす ぐに出て くる答 えは「 自然 に存在

の捉 え方 にズ レが あ るものの,科 学技術 はあ く

す るものを利用可能で有用 なものに改変す る手
段 (体 系的理論 をもつ手段 )」 2と いったような

までつねに対象 として立ち現 れるとい うことが
根底 にあ ると考 えられるか らである。が,こ こ

答 えであろうし,ま た「技術 は人間の様 々な身

で注 目したいの は,結 局そうす ると,い ず れの

体器官 の能力 を拡大 ,外 化 した ものであ る」 と
つ ての E.カ ツプの「器官投射説」Bを
いう

立場 も最終的には「科学技術 が我 々の経験対象

根本か ら否定 しようとする者 もいないであろ う。

可能根拠 ではない」 とい うことが,今 の否定根

すなわち精神 ,身 体 を伴 った人間が一方 でまず

拠 になるとい う点である。すなわち,言 い方 を

成立 していて,そ の上で科学技術 は成立す るの

換 えるなら,こ の とき人間の成立要件 としての

であ り,成 立が問題 になるのはむ しろ科学技術

身体 は,「 科学技術 との因果的連鎖 の中に収 まる
物理的身体 ではな く,精 神 とともにこの世界 に

,か

の方 であ って,そ こで立場 が分 かれるのだと考

であ る以上 ,経 験その ものが成立する根本的な

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

おける我 々の経験 をそ こにおいて初 めて可能 に
す るような,経 験 の根本的制約 としての身体 に

(1)

4.第 四テーゼとI情 報技術
"

生命技術 ,そ して異質性

なる」 とい うことであ る。 これに科学技術 は関
与で きない とい うのである。一見大仰 な ことを
述べ てい るようであるが,突 き詰 めればこの よ

両技術 の中の どの部分 に,異 質性 が見込 まれ

うな形 になるはずである。 自明 と思 われる「科

るのであろ うか。以下,情 報技術 については,特

学技術 以前 の人間の成立」 とい うことを問い質

にバーチ ヤル リア リテ イ技術 お よびイ ン ター

せば,こ の ような身体 の意味 を含 んだ内容 にた
ど り着 く。 この内容 はそれ ほど自明 だ とは言 い

ネッ ト,そ して生命技術 については ヒ ト クロー
ニ ングを含 む生殖細胞 に関わる技術 (い ずれ も

難 いはずであ る。

個別領域 に関わる科学技術論 の対象 として,近

さて,我 々のい まの議論 の中では,従 来議論
の共通点 をある種 の情報技術 ,生 命技術 以外 の
「従来 の」科学技術 にお ける特質 の重要な ヒン ト
として捉 えようとい うことであ った。そ うす る
と,こ こで我 々は従来 の科学技術 の一つ の特質
を,「 た とえ精神 ,身 体 へ 影響 を与 える ことは

,

年最 も議論 の盛 んな ものであ り,「 異質性」の言
及 は概ね これらに関わっているように思われる

)

を,そ れぞれ候補 として考 えてみたい。

(1)バー チャル リア リティ
(人 口現実感)技 術

は直接関与せず,そ の外側 に成立する」 とい う

この技術 は,た とえばヘ ッド・マ ウ ンテ イ ド・
デ ィスプレやデー タ・ グローブといった我 々の

点 に見出す ことになる。 もともとの 自明 さもあ

視覚,聴 覚 ,触 覚等 の感覚へ のデー タの入 出力

り,あ らためてその意味 を捉 え返 してみて,間

を行 う装置 をイ ンター フェ イス に して ,コ ン
ピュー タによって作 り出される 3DCGを 主体 と

あ って も,人 間の経験 のそ もそ もの可能根拠 に

題 はなさそ うである。

した仮想 の世界 に我 々があたか も入 り込 んだか

これに続 いて,逆 に特質 を元 に第四群 の意味
を考 える ことがで きる。第四群 のテーゼ を改 め

のような

て「第一 〜第三群 のアンチテーゼ」 として捉 え

界内の事物 と相互作用 (interacdOn)を 行 い うる

てみると,そ れは次 の ように言 い換 えられる。

そのような技術 の総称である。我 々の感覚器 か

(illrllnersive)経

験 を得 なが ら,そ の世
,

らの種 々の入力 をコンピュー タが解釈 し,仮 想
第四群のテー ゼ :科 学技術 と人間は内在的な関

世界 における因果的変化 を感覚器 に対 して出力

係 にあり,技 術が技術的要因によつて人間の諸

す るとい う情報 のルー プが この技術 の基本 とな

経験がそ こではじめて可能になるような経験の

る 14.

可能根拠 に直接関与す る

単 にエ ンター テイメ ン トとしてだけでな く

.

,

医療診断や手術 ,職 業訓練 ,建 造物 の設計 ,遠
もしこのテーゼが,情 報技術 ,生 命技術 のあ

隔操作技術 を加味 した危険 な作業現場 での機器

る ものに適切 に当 てはまる ことが示 されれば

操作 など様 々な用途ににすでに応用 されている。

我 々は従来技術 に対 して これら技術 が もつ異質
性 について,一 つ の具体的意味 を知 り得 た こと

応用 の視点 は,こ の技術 が現実体験 の代用 とし

になる。果 た して これは当てはまるのか。 この

そのままでは扱 えない ような対象 を,感 覚的 に

点 に焦点 を置 きつつ,そ れぞれの技術 を考 えて

扱 い うる形 に再構成 で きる ことにある。
この技術 に第四群 のテーゼは当てはまるのだ

,

みる ことに しよう。

て十分機能 しうる こと,あ るい は我 々の感覚器

ろ うか。
この問題 を考 える前 に一つ述べ てお くべ きこ
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とが あ る。それ は,前 章 までに述べ た従来 の関

い る.(東 京女子医大 などで実施 .)通 常 では知

なわち規範的でない)科 学技術論

覚 で きない現実 を知覚可能な状態にす るとい う

係記述的

(す

においては,科 学技術 を作 り出す領1と それを利

こ とで ,こ の よ うな技術 応用 は「 現実増幅」

用す る側 についての区別が こ とさらなされては

(augmented reality)と

呼 ばれてい る。

い なか ったが (科 学技術 との関係 において「人
間」とい う括 りでの整理が可能であ った),情 報 。

てい るのはもちろんのこと,現 実 とのインタラ

生命技術 についてはその区別 をつ ける必要があ

クシ ョンを含 むとい う意味 で,か かる技術 の う

るとい うことである。本来,関 係記述的議論 に

ち「利用者」 と技術 の関係 を考 える上で これは

せ よ,規 範的議論 にせ よ,最 も問題 になって よ

適例 であろう。問題は,そ の利用者

いの は技術 を実際 に利用す る場 のはず で あ る。

医者)の 経験 の可能制約性 と,こ の技術 との関

人工現実感 に関わる技術 の基本要素が含 まれ

(こ

の場合

,

しか し特 に関係記述的議論 においては,先 に述 。 係 についてであ る。さらに言 えば,可 能制約 と
べ たように,科 学技術 をつねに対象化す るとい
しての身体 と技術 とのであ る。
う傾向をもつ ために,利 用 の場 にある技術者冴J
用者 の対峙 をす り抜 けて

医者 の身体 はもちろん この技術 と無関係 に成

ま り両者 のいず れ

立するものであ り,少 な くとも施術 に関わらな

にも科学技術 は「対象」であるために),一 括 り

い限 り技術 は医者 の経験可能制約 に関与す る こ

の「人間」対科学技術 とい う形 に滑 り込 むと考

とはない。 しか し,施 術 に関わるときにはどう

えられる。しか し,3.で 明 らかになったような

であろ うか。 この技術 の趣 旨か ら明 らかなよう

経験 の可能制約 とい う,慎 重 を要す る問題 につ

に,医 者 は手術 を行 っている患者 の患部 を直接

いて考 えようとす るなら,こ の曖味 さの ままで

認識 してい るわけではない。患者 に実際 に自分

は問題 の前 を素通 りしかねない。それゆえ,本

の行為 の結果が及 んでい るとい うことは もちろ

来最 も重要 な「技術 を利用す るときの人 間」 と

ん理解 しつつ も,そ れはあ くまで全体 のシス テ

科学技術 の関係 として,以 下論 じる ことにす る。
言 うまで もな く,情 報 。生命技術 は,「 技術者」

ム についての理解 か ら導かれる帰結 である。医
者 の直接 の操作対象 は 3次 元構成 の CGも しく

については他 の技術 同様 ,経 験 の可能性 に関与

はその CGと シースルーで見 られる現実 の様子

す るものではない。

との合成図である。 これを抜 きにして,こ こで

(つ

本題 に帰 ろ う。人工現実感 に第四テーゼが 当

行 われる行為 の一切 は成 り立たない。

てはまるか どうかについて,次 の ような事例 に

この とき医者 の「身体」 について何 が言 える

則 して考 えよう。脳神経外科手術 における人工

であろ うか。 この施術 を外 か ら見 てい る第三者

現実感技術 の応用例 で あ る 15。 脳 は大変 デ リ
ケー トな構造 をもつ ために,脳 腫瘍 を切 除 しよ

には,医 者 を含 む全体 の構図 は「医者 の精神 ―
医者 の身体 ―イ ンター フェイス

うとして もふつ うに肉眼で部位 を見 なが ら手術

よび ゴー グル)一 患者 の身体」 のように理解 さ

を行 うと,関 係 の ない周辺部 に傷 をつ けて副次

れ,医 者 の身体 は相変 わらず技術 とは無関係 に

的な問題 を引 き起 こ しかねない。そ こで過不足

あるもの と思 われる。 しか し技術 の利用者 であ

な く患部 を切 除す るす るために,予 め cT,MRI

る医者 自身の視点で考 えればどうなるか。我 々

などで撮影 した患者 の頭部画像 を 3次 元構成 し
立体視 で きるようにシースルーのス クリーンに

が い ま問題 にしてい るような,経 験 の可能制約

映 し出 し,そ れを手術台 に固定 された患者 の頭

体 には当然 ,J.J.ギ ブ ソンの ア フ ォー ダ ンス理

部 と正確 に重ね合 わせ ,そ の合成 された図を見

論 を持 ち出す まで もな く,「 世界 とのイ ンタラク

なが ら医者が他 をで きるだけ傷 つ ける ことな く

ションがそれに よってはじめて可能になるよう

患部 に手術 を施す とい うシステムが 開発 されて

な制約」 とい う要件が含 まれるはずである。逆

,

(ス

クリーンお

とい う根本的 な視点で身体 を捉 えるならば,身

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

(1)

にこの要件 を満 たさない ものは,い まの場合,身

ラクシ ヨンであ り,こ れが人工現実感技術 なし

体 とは呼べ ない。そ うす ると,第 三者 によつて

には成立 しないので,技術 が世界 の界面 その も

確認 されるような医者 の身体

のを作 る ことにな り,経 験可能制約 に関与す る

(物 理的身体 )と

は,医 者 の立場 か ら言 えば厳密 には身体 とは呼

ことになる。
)

べ ない ことになる。確 かに この物理的身体 は患
者 との間 に因果的相互作用 を行 っている。 しか

(2)イ ンターネ ッ ト

し,繰 り返すが,こ の相互作用 も含 めて,こ こ

インターネ ットの現状 に関 しては,M.カ ス テ

での行為一切 を可能に しているもの, したが っ

ルの最新 の著書 『 イ ンター ネ ッ ト・ ギ ャラク

て世界 とのインタラクシ ヨンをそ こにおいて成

シ̲』

立 させ るような
「精神 と世界 との最初 の接点」と

う。彼 は 1980年 代 イ ンター ネ ッ ト黎明期 か ら

なるのは,イ ンター フェイスなので あ り,こ れ

2001年 に至 るまでの,イ ンターネ ッ ト利用 に関

がなければそ もそ も物理的身体 と患者 との相互

する内外 の広 い範囲の主要調査報告 ,研 究論文

作用 もあ りえない。つ ま り医者 の側 か らすれば

についてきわめて公正な 目で判断 しつつ次 のよ

全体 の構図 は「医者 の精神 ―イ ンター フェイス

うに述べ る。イ ンター ネッ トは一方 では永続性

ク リー ンお よび ゴー グル)に よって生 じる世

の ないその場 か ぎりの人間関係 を築 く「弱 い結

界 と,そ れに関わるか ぎりでの身体 一医者 の (物

びつ き」 を支 え, また遠方 に住 む家族 の絆 を深

理的)身 体 ―患者 の身体」 と捉 えられるわけで

めるなど「強 い結 びつ き」 を支 える上で も積極

ある。それゆえ我 々が問題 にしてい るような経

的役割 を果 たすが,「 イ ンターネットが社会的関

験 の可能制約 としての身体 は,こ の場合 「イ ン
ター フェイスによって生 じるもの」なのである。

係 を築 く上で最 も重要な役割は,個 人主義 を基
礎 とする新 しい社会性 のパ ター ンヘ の貢献 であ

そうすると,も はや明 らかなように,こ の技

る。・"(中 略)ま すます人 々は単 に社会的ネ ッ

,

(ス

17の

分析 が最 も信頼 のお ける もので あろ

して人工現実感技術 一般

トワー クの中だけでな く,コ ンピュー ター通信

の利用 において)技 術 は経験成立 (人 間の成立)

による社会的ネ ットワー クの中 に組織 されてい

の「 中」 に入 り込 む ことにな り,こ の科学技術

る。それゆえ,ネ ッ トワー ク化 された個人主義

は「技術 が技術的要因 によつて人間の諸経験 が

のパ ター ンを創造す るのはイ ンターネ ットだと

そ こでは じめて可能になるような経験 の可能根

い うのではな く,む しろイ ンターネッ トの発展

拠 に直接関与す る」 とい う第四群 テーゼを満 た

が,主 たる社会性 の形 としての ネッ トワー ク個

すのである。

人主義 の拡散 に,適 切 な物質的指示 を与 えてい

術 の利用 において

(そ

(補 足。顕微鏡下 での作業 のような「従来 の」

るとい うことで あ る。
」18

技術 にも同様 の ものがあるではないか, との疑

肝心 なのは,イ ンターネット上の このような

間が出る可能性 があるが,顕 微鏡 は 日 と対象事

「個人主義 を基礎 とす る新 しいパ ター ン」が,既

物 との間の因果的連鎖 にきちんと位置づ けられ

存 の物理的社会 とは独立 の もの と考 えられる点

るので,日 の機能 を拡大す るだけであ って我 々

である。経済的なネッ トワー クのように現実 の

のインタラクシヨンの対象 は依然 ,現 実 の事物

ロジスティックスを基礎 に現実 の物理社会 の延

である。それゆえ顕微鏡 は身体 の外 にあると言

長 として成立するパ ターンではな く,個 々が も

える。 ところが上の例 では,直 接 のインタラク

つ様 々な思想や趣味嗜好等 々 に基づ きつつ,現

ションの対象 は,イ ンタラクシ ヨンに関 して因

実 に形成 されてい るものとは全 く別個 に形成 さ

果的物理空 間の中の どこにも位置づ ける ことが
っ まり物理空間 と平行 して生 じて

れる社会的パ ターンがネッ ト上 には存す る。 カ
ステルは,ポ ル トガルでの初期 の電子 コ ミュニ

いる空 間 とのインタラクシ ヨンが第一の イ ンタ

テイである PT― netに ついてのカル ドソの研究 に

で きない

16。
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言及 し,そ の 中でオフライン社会 とオンライン

人工現実感技術 の例 と同様 に,物 理的身体 その

社会が相互 に独 自の リズム をもちつつ相互作用

ものは (こ こでは)「 ネッ ト」の中にはない。ネッ

を行 っていた と述べ た後 ,次 のようなカル ドソ

ト経験 はインター フェイス とネッ トを支 える他

の言葉 を引用す る。
「我 々は新 しい空間概念が現

の諸 々の技術 の総体 によっては じめて可能 にな

前す る場 にい る。その空間では物理的 なもの と

る。それゆえ,我 々はイ ンターネ ッ トにおいて

バーチャルなものが互 い に影響 しあい,そ れは

も,経 験可能制約 としての身体 は技術 によって

新 しい社会 の形,新 しい生活 ス タイル,そ して

生 じ,身 体 の「 中」に技術が関与す ると言 える。

新 しい社会組織 の形 に対す る基礎 を与 えるので

第四群 テーゼは,イ ンター ネ ットにおいて も適

あ る。
」

用可能である。

19

人々はイ ンターネッ トの発展 にあわせて着 々
と,物 理社会 とは明 らかに独立 した独 自のテン

(3)生 殖 細 胞 に 関 わ る技術

ポと形 をもった もう一つの社会形態 を築 きつつ

かかる技術 の うち,現 在最 も論議 の的 となっ

あ り,そ れは今や一つの実体性 をもつ もの とし

てい る「 ヒ ト・ クローニ ング」 を,ま ず例 とし

て物理社会 との間 に相互作用 を引 き起 こ しつつ

て考 えてみる。
ヒ ト・ クローニ ングについては多 くの説明 を

あ る。
ドレイファスの ようにネッ トコ ミュニテイ

必要 とす まい。96年 の ドリー以来,体細胞由来

の もつ力 を,現 実 のた とえば政治参画 に対す る

の核 を,除 核 した卵細胞 に移植 して これを子宮

H。

脅威 としてではな く,人 々が知 らず知 らずネッ

に着床 させる ことにより,由 来 もとの個体 と同

トに巻 き込 まれてその リス クフリーな部分 に安

一の遺伝子 をもつ新 たな個体 を誕生 させること

ん じて現実 を忌避す るようにさせる誘因 と見 る

が,哺 乳類 で も可能である とい うことが示 され

ような向 きもあるが 20,ネ ッ トコ ミュニ テ ィ参

この技術 の人へ の適用が現在問題 となっている。

加者 の多 くが物理社会 において も社会参加が活

以来,ユ ネスコの世界宣言 で禁止が謳 われ,日

発 であるとい う,カ ス テルの多 くの資料 か らの

本 では禁上 の法律 が成立 したが,安 全性問題 と

結論 に対 しては説得力が薄れる。上記 の,実 体

倫理的問題 は決着 をみない ままであ り,シ カゴ

性 をもつ,社 会あ るい は世界 としての新 しいパ

の物理学者 ,宗 教団体が実施 の名乗 りを上げ,そ

ター ンの形成 とい うのが,現 在 イ ンター ネ ッ ト

して本年 ケ ンタッキー大学 が大 々的 に「不妊治

技術 を特徴づ ける上で最 もふ さわ しい言葉 であ

療」 の名 の下に ヒ ト・ クローニ ングを実施 しよ

ろ う。

うとしてい る。

イ ンター ネッ トが この ように特徴づ けられ る

,

ならば,我 々の現在 の「可能制約」問題 につい

本論 では規範 の問題 に立ち入 らないので,こ
れまでなされて きた ヒ ト・ クローニング技術 に

ては,先 の人工現実感技術 にお ける判断 と類比

関す る倫理問題 について ここで述べ ることは じ

的な判断が可能である。ネ ッ ト社会が物理社会

ない21.問 題 はあ くまで第四群 テーゼである。

と別個 に存在 しうるものであ り,我 々はネ ッ ト

ここで もこの技術 の「利用」 の場 に焦点 をお

社会 において様 々な相互作用が可能である。 も

く。まず誰が 財J用 者」なのか。レU用 」 とい う

ちろん この場合 は文字通 り物理的 な相互作用 で

と,施 術 の医師,体 細胞提供者,卵 細胞提供者

,

はな くなるが,物 理的次元 とは異 なる相互作用

子宮提供者

は明 らかに認 め られ,正 に我 々はそ こで「経験」

る)の 4者 が直 ちに挙げ られる。そ して明 らか

をもち うる。なおかつ,ネ ッ ト社会での種 々の

に,こ の 4者 については,ク ローニング技術 は

経験 が可能 となるためには,単 に我 々が物理的

経験 の可能性制約に関与す るものではない。 し

身体 をもっている とい うだけではだめで ある。

か しこの技術 によって誕生 して くる子 どもが あ

(う

しろ三者 は同一 とい うこともあ

異質なるもの としての情報技術 ,生 命技術

る場合,そ の子 どもも利用者 の範疇 に入れない

(1)

四群テーゼは適用 される。

わけ にはいかない。技術 による「生産物」 ある

さらに,こ こで クローニ ングに関 して成立す

いは「副産物」とみなす わけにはいかない し,技

る議論 は,そ の技術介入 の程度 に差があ るとし

術 が関与す る集団の外 にあるもの とみなす わけ

て も本質的 な部分 では明 らかに,体 外受精 や代

にもいかない。それゆえ,こ こにもう一人「不U

理母等 の一連 の「補助生殖技術 (Assistd RepЮ ―

用者」がい る ことになる。 この「利用者」 が今

ducive Technology;ART)」 に拡張可能であ ろ う。

の場合問題 の鍵 を握 る ことになる。

また,生 殖細胞 に関わる技術 としては,今 後

クローンも核移植後 に子宮 に戻 されてか らは

,

,

移植用臓器 の産出をにらんで,そ の実現可能性

通常 の出産 と同 じ経過 をた どる。あるい は同一

に最 も高 い期待 が寄せ られてい る,ヒ ト胚 の ES

遺伝子 の人間 とい うことで言えば,一 卵性双生

細胞 (万 能細胞 )利 用技術 について も同様 であ

児 と基本的には変 わ らない。つ ま リクロー ンを

る。 この場合 は,ヒ ト胚 を利用す る上で逆 に身

作 るか どうか とい うのが技術 と人間の関係 の大

体生成 を阻む ことになるが (た とえ「余剰杯」を

きな問題 となるのであ って,作 ると決定 した後
では,実 際 に誕生 して くる子 どもとこの技術 と

利用す るに して もこの事情 は変 わ らない),身 体
生成 の可能性 をもつ ものへ の否定的な技術介入

の間 には直接 の関係 を認 めに くい ように思われ

もまた,経 験 の可能根拠 に直接関与す る ことに

る。(た とえばテロメアについての知見がその後

他 ならない。

さらに明確 にな り,ク ロー ンの余命が短 くな ら

か く生殖細胞 に関わる技術 のか な り広 い部分

ざるをえない とい うような ことが誕生後 に明 ら

に,第 四群テーゼは適用 されると考 えられる。

かになったとして も,そ れはクロー ン技術施術
以前 の,施 術者,施 術対象 と技術 の間の問題 で

5日

本論における結び

あるように思われる。
)
しか し,経 験 の可能性制約 とい う点 について

以上,情 報技術 ,生 命技術 のいず れにも,第

はどうか。 これは先 に述べ た 2つ の情報科学技

四群テーゼが適用 され うる局面 のある ことが確

術 に関 して よ りもはるかに明瞭ではないか。ク

認 された。すなわち ここに,第 四群テーゼが単

ロー ン誕生後 の,ク ローンと技術 の関係 は捉 え

なる論理的可能性 ではな く,情 報技術 ,生 命技

に くい。また誕生後 には,ク ローンの経験 の可

術 に内在す る一つの基本的特徴 として成 り立つ

能性 はクローニ ング技術 によって制約 を受 ける

ものである ことが明 らか になった。それゆえ

ことはない。 けれ ども,ク ローンのそ もそ もの

我 々は,従 来技術 に対 して両技術 に存す る「異

物理的身体 は,ク ローニング技術がなければ決

質性」 に一つの具体的 な意味づ けを行 えた こ と

して生 じることがなかったものである。た とえ

になる。 もう一度改 めて言 うならば,従 来 の技

誕生す る子 どもの身体 に何 ら特別 なところがな

術 は人間 との関係 において,人 間成立 (基 本的

くて も,ま た出産の経緯がほとん ど通常 と大差

な経験 の成立)に 関与せずその外 にあったが,情

のない ものであ って も,技 術 な くしてその身体

報技術 ,生 命技術 は,そ の成立 について,あ る

はあ りえない とい う点 で,通 常 の出産による子

局面 で直接関与す るとい う点 にその異質性が存

どもとの間 に決定的な違 いが存す る。クロー ン

す るのである。

は,文 字通 り物理身体 の生成 とい う点 で,技 術

ところで,従 来 の技術 は,従 来型 の科学技術

がその根本的 な経験 の可能性制約 に深 く関与す

論 をもとにすれば,つ ねに我 々の対象 として立

るのであ る。子 どもは言 うであろ う。
「 この技術

ち現 れるものだとい うことが,本 論 のこれまで

がなかった ら,僕 は/私 はなかったんだ もの。
」

の議論 の一つのポ イ ン トとなった点であ る。情

か くして,ク ローニング技術 においても,第

報技術 ,生 命技術 が経験 の可能制約 に関与す る

松王政浩

とい うことは,こ の技術 においては,こ の技術

ねばな らな い 。 これ はたいへ ん重要 な こ とで あ

を実際 に利用す る場 において,そ の利用者が技

る と思 われ る。 なぜ な ら,も しこれ までの科 学

術 をいかに して も文
寸象化 で きない とい うことを

技術 「規範」論 が,科 学技術 の関係記述論 にお

意味す る。しか し,問 題 の情報技術 については

ける「科学技術対象化」 に依拠 して展開 されて

ゴー グル を外せば,あ るい はパ ソコンのスイッ

きた もの ならば,そ の同 じ規範 を両技術 にその

チを切れば,我 々はいつで もまた元 の現実 (物

まま(あ るいはひょっとすると類比的 にす ら)適

理)世 界 に戻 り,技 術 に経験可能性 が左 右 され

用す る ことはで きないこ とになるか らである。

ない状態 を取 り戻す ことがで きるのだか ら,た

これまでの規範 は言 うまで もな く,科 学技術 の

とえその場 は対象化 で きな くて も,自 在 にそれ

「管理」賄J御 」 を基調 とするものである。 この

を対象化す る機会 をつ くることがで きるではな

管理,制 御 とい う,ほ とん ど自明 に思われる考

,

いか。生殖技術 については,そ の子 ども自身の

え方が もしかする と転換 を迫 られるか もしれな

経験 の中では対象化 で きな くて も,次 の施術 に

い。それで もなお,規 範 を維持 しようとすれば

向けてつ ねに新 たに対象化 で きるではないか。
このような反論が 出て くるか もしれない。 しか

一体 どの ような形が考 えられるのか。今回の結
論 は,そ の ような「規範へ の揺 さぶ り」 を引 き

し,こ の反論 は重大 な問題 を見過 ご してい る。
情

起 こさずにおかぬ もの なのである。

報技術 によっては じめて生 じる経験 も,生 命技
術 によつては じめて生 じる経験 も,そ こに何 ら

謝 辞〕
〔

かの経験 が生 じるとい う意味 では,他 の経験 と

本稿 が採録 されるにあたつて,鳥 取環境大学 ・

等価 である。 しか し反論 は,こ の技術 の対象可

加藤尚武学長 (京 都大学名誉教授 )な らびに京

能性 の立場 に立 とうとして,こ れ らの経験 よ り
も,こ の技術 によらない他 の経験 の方が,経 験

都大学大学院文学研究科 (科 学哲学科学史)・ 伊
藤和行助教授 には,お 忙 しい中たいへ ん有益 な

としての質が よ り本質的であ り,何 か しら重視

コメン トをいただいた。記 して,感 謝 申 し上げ

されなければならない理由がある ことを暗に前

たい。

提 してい る。ではいったい どの ような理 由があ
るとい うのか。情報技術 についてはすでに述べ

注

たように,人 工現実感 もイ ンター ネッ トも現実
の物理世界 に影響力 を及 ぼ しうる。 イ ンター
ネッ ト上 の社会 と物理社会 の力 のバ ラ ンス関係

l Pitt,Jo C。

and Future,た c加ど
,Society for Philosophy&Tech―

が大 きく変化 し,イ ンターネッ トの方が 「現実
的」勢力 となる可能性 もある

(カ

ステル もその

ような可能性 を示唆す る).ま た,ク ローンの経
験が二次的で他 の人間の経験 が よ り根本的 なも
のだ,と い うのは全 く馬鹿げた言 い草 である。そ

nology Vol.l Numbers l‑2.1995。

(http:〃

可oumals/SPT/vlnln2/pi■ .html)
たとぇば 村田純一「技術哲学の展望」,『 思

scholar.lib.vtoedゴ

2

想』2001年 第 7号 ,No.926,岩 波書店,pp.6‑31.
3 加藤尚武『価値観 と科学/技術』2001年 ,岩

れはクローンが人 間で ない,あ るいは人間以下
であ ると宣告す るようなものである。 この よう

,On ttc Philosophy ofTechnology,Past

波書店,pp.133‑134.
4

に見 てみると反論 は到底維持 で きそうにない。

Mitcham,C。 ,Notes Toward a Philosophy of
cλ 4ど ,Society for Philosophy
Mcta― Technology,′ ι

技術 はその利用 の場 が最 も重要であ り,そ の

&Technology Vol.l Numbers l‑2.1995.(http:〃

利用 の場 において,情 報技術 ,生 命技術 は対象

scholar.libovt.eduノ ejournals/SPTノ vlnin2/

化不可能 となる局面 をもち,そ の対象化不可能

mitchamohtコ 己)

性 には対象化可能性 と同程度 の意義が認 め られ

5

吉田民人は最近の論文「科学論 の情報論的

異質なる もの としての情報技術 ,生 命技術

展開」 (『 現代思想』992001.vol.29‑11,青 土社
物理・化学的技術 だけでは技術 は定義 で きず
プログラム概念 を主体 とす る生物科学的

しい 。

,

pp.8‑45)に おいて,法 則 の適用 を主体 とす る

10 Pinch,T.and Biiker,W.,The Social Constmc―
tion of Facts and Artifacts:Or How the Sociology

,

of Science and the Sociology ofTechnology Might

(お

よび人文社会科学的)技術 を新 しい定義 の中
に加 える必要 を主張 してい るが,こ こでの技

benerlt Each Other,in ηり
ι&,c力 ′Cο 4s′ r″ εガθ4げ

■9ε λκοあgた αJ

郷 ,1987,The M「 press.

Sys″

術 の分類 は多分 に技術政策立案的観点での新

H

提言 であ り,ひ ろ く技術 と社会 の関係 とい う

12 た とぇ ば 吉 川 弘 之 『 テ ク ノ ロ ジ ー の 行 方 』

村 田 ,前 掲 論 文 .p.17

1996年 ,岩 波 書 店 ,p.128

よ りは,こ れか らの「技術知」 のあ り方 に関
す る認識論 が背景的テーマ なので,こ れは私

13

ci Mitchaln,C。

が ここで考 えようとする「包括的科学技術論
における新 たな視角 の獲得」 の先駆的 な試 み
6 whitbeck,C。

たsれ
,E′ わ

,動 れた,4g

ttra

gあ

■夕
cみ ん
οあgy,

1994,The University of Chicago Press.,pp.20‑24.

14 ci Heim,M。 ,7i″ ИガRι αJJs協

としてカウン トで きない。

,1998,Oxford Uni―

versity Press,pp.6… 12.

E4gれ ι

Pttε ガ

α′
″

̀万

15 この事 例 は ,2000年 4月 29日 放 送 の ,NIIK

Rθ sι ακみ,1998,Calnb五 dge University Press.

番 組「 21世 紀 の テ ク ノ ロ ジ ー (1)バ ー チ ャ ル

邦訳『技術倫理 1』 札野順・飯野弘之訳,2000

リア リテ イの 衝 撃 」 で 詳 し く取 り上 げ られ た

年,み すず書房

内容 で あ る。

.

7 watSOn,JoD。 ,Presidenピ s Essay:Genes and Poli―
dcs,Cο ″ シ 万κg Zα ttο r」 助らο

"η

A4ん

J

κ

物 理 空 間 と仮 想 空 間 をめ ぐる哲 学 的 考 察 に
つ い て は ,以 下 の 書 に詳 しい 。

Rι ―

"α

Zhai,Philip.,G̀′ R̀α J,1998,Rowman&

′οr′ ,1996,(http:〃 WWw.cshl.org/96AnReport/
essay15.htΠ 岨)

8

(1)

Dreyhs,H.L。

Li■ lo■ eld Publishers,INC。

to Go''behind

,Hcidegger on Gaining a Free re―

latiollto Technology,in■

6みん
ο:ο

%′ j訥
,の ぼ 物θ」

ο
″″砲′
,ed by FeenbergoA.and Hannay,A.,
げκり
1995,Indiana University Press.邦 訳「テクノロ

Physical Space。

U面 versity
18

Press。

caStells,M.,Jbja,pp.130‑131.

19 Castells,M.,Jb晟

ガーの思想」古荘真敬訳,『 思想』2001年 第 7

20 Drews,HoL。

Sみ ″

Jれ

gげ ル 働 ″ο′
ο″ ,ed.By

&WttCman,J.,1987,The M「

,p.131.

,0ん Й

̀れ

た ι
ら2001,Roudedge,

pp.101‑107.

.

9 Hughes,T"Edison and E10ctriC Light,in ttι
θttJ

'

Castells,M.,1%ι れた α Gα i明 ,2001,Oxford

「

ジーヘ の 自由な関係 の獲得 に関す るハ イデ
号,No。 926,岩 波書店所収

,特 に Chapter l'How

肋―

MacKerlzie,D。

Press.

またヒューズについては,奥 田栄『科学技術
の社会的変容』1996年 ,日 科技連出版社 に詳

21

ク ロ ̲ニ ン グ技 術 に 関 す る倫 理 問題 に つ い

て は ,以 下 の 書 が 最 もよ く整 理 され た 解 説 を
与 えて い る。 加 藤 尚武 『 脳 死 ・ ク ロー ン・ 遺
伝 子 治療 :バ イ オ エ シ ックス の 練 習 問題 』1999
年 ,PHP研 究 所 。

