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今回は，米国の科学技術と政治をめぐる話題を
取り上げよう。米国では科学技術と政治の話の中
で，しばしばWar on Scienceまたは Republican 
War on Scienceという言葉が登場する。要するに
「科学に対する戦争」なのだが，科学技術を攻撃
すべき対象とみなす反科学の運動である。米国で
は長いあいだ，政界や宗教界から科学に対する戦
争が続いている。とくに有名なのが共和党による
もので「共和党の科学に対する戦争」とも呼ばれ
る。典型的には，進化論の拒絶，気候変動への異
論，ワクチンへの疑義，政治学研究の否定等々の
攻撃をする。それだけでなく，政治家が反科学の
信念にもとづく立法を試みている。さらに，米国
初の反科学主義大統領だとも言われるトランプ大
統領の登場と前後して，科学に対する戦争は新し
い局面に入り，反科学が優勢になりつつあるよう
に見える。重要なことは，科学に対する戦争の様
相が，単純な科学の否定から，巧妙なレトリック
により，からめ手から科学を攻撃するようになっ
てきたことである。ここでポイントになるのが，
政治家のみならず一般の人々が抱く，科学とは何
か，どのような特性をもつ活動なのかといった科
学観である。

1．科学に対する戦争の様相

1．1．初期の素朴な反科学主義
科学に対する戦争は，かつては比較的単純なも
のであった。神が天地剏造により人間をはじめ万
物を剏造したとする剏造説に立つ人が，進化論を
否定することは知られている。気候変動を示す証
拠はないという主張もしばしば聞かれる。このよ

うな反科学の主張は，比較的単純で，例えば宗教
的信念にもとづいて，科学的主張や科学的理論を
否定する。このような場合，宗教と科学は別の知
的体系であり，相互に交わるところはない。その
ため，徹底徹尾，宗教的信念にもとづいて主張す
る限り，科学が科学的に論証して相手を折伏しよ
うとしても不可能である。逆に，宗教的論理によ
って科学を論駁しようとしても，科学の論理とは
嚙み合わないから，科学の側は宗教側の攻撃を正
面から受け止めることはないだろう。つまり，宗
教と科学は，ともに自らの信念の体系こそが正統
だと信じて疑うことがない限り，勝負はつかない。
そのような中で，教育の場だけは論争が続いた。
歴史的には約 100年前から進化論と剏造説の間
の論争があった。当初は多くの州が公教育で進化
論を教えることを禁じる，いわゆる「反進化論
法」が成立し，剏造説が優位に立った。反進化論
法などと聞くと，多くの日本人は奇異に感じるか
もしれないが，米国では今でも半数近い人々が，
神が約 1万年前に今と同じ姿の人を剏造したと
信じていると言われる。だから，そのような法律
は社会の多数派の意思を反映していたとも言える。
だが，ソ連（当時）が人工衛星の打ち上げに成功
したことを契機とする「スプートニクショック」
を経て，科学技術の重要性に関心が集まった。そ
の結果，裁判を通じて，反進化論法は憲法が定め
る表現の自由や信教の自由の原則に反するとされ，
公教育の中で進化論を教育する道が開かれた。そ
の結果，進化論が力を盛り返したとはいえ，剏造
説と進化論との対立が解消されたわけではなく，
宗教界や宗教に拠って立つ政治家たちの反科学主
義と科学は真正面から対峙し続けた。
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1．2．学問の自由にもとづく攻勢
スプートニクショック以来の科学の優勢に，反
科学の側が手をこまねいていたわけではない。剏
造説は科学ではないので，科学の土俵で勝負する
必要はない。そこで剏造説の側は，かつて進化論
の側が使った言論・表現の自由や学問の自由を逆
手にとった。とくに最近はその巧妙さゆえに，科
学のみならず，政治的，社会的な議論の的になっ
ている。
2000年代に入って以来，いくつかの州が，教

師が何を教えるかに関して，地域住民がバランス
を取るように要求することができるという法律を
制定した＊1。法律上は，進化論も剏造説も，気候
変動も登場しないため，表面的には，学問の自由
や言論・表現の自由を公教育の場で保証しようと
いう，もっともらしい法律である。しかし，これ
は生徒たちには剏造説や気候変動の否定といった
学説を学ぶ権利があり，それを公教育で実現しよ
うというからめ手の反科学戦術なのである（このよ
うな戦術を backdoor approachと呼ぶ）。とくに，トラン
プ大統領が誕生した社会情勢と同期したのか，
2017年にこの種の州法の成立を目指す動きが活
発化した。
学問の自由や言論・表現の自由が無条件に従う
べき規範であるか否かは，それ自体簡単に結論を
出せる問題ではないが，基本的には現代社会の大
原則である。反科学はこうしたレトリックで科学
的論争に巻き込まれることを拒否し，まずは，公
教育に楔を打ち込もうというところである。しか
し，今では，次の段階として，科学教育基準に剏
造説を入れようという，あからさまな動きも見ら
れるようになった。進化論と剏造説は対立しつつ
も，一方が他方を容易には駆逐できない。これが
米国の状況である。

2．大学に対する信頼と言論の自由

大学は科学そのものではないが，科学者が集い，
新しい探究をし，その成果を次の世代に継承する
場として，科学とは密接な関係にある。少し脇道
に逸れるが，科学に対する戦争をとりまく社会状
況として，大学と政治についても紹介しておこう。
米国では，政治と大学をめぐって二つの変化が見
られる。一つは共和党支持者の大学に対する信頼
の喪失であり，もう一つは大学における言論・表
現の自由の問題である。

2．1．共和党支持者の大学に対する信頼の後退
米国ではトランプ政権誕生後に，共和党支持者
の間で大学に対する評価が急速に低くなっている
ことが，ピュー研究センターの世論調査により明
らかになった。ピュー研究センターはさまざまな
世論調査をしているが，政治的態度と教育や科学
技術に対する態度の関係についても，経年的に調
査をしている。2017年 7月のレポート＊2による
と，2017年調査では，共和党支持者の間で大学
が社会にとってネガティブなインパクトをもつと
考える者（58％）が，ポジティブなインパクトをも
つと考える者（36％）を大きく上回った（民主党支持者
については，それぞれ 19％，72％）。興味深いことに大
統領選挙が実質的に始まりつつあった 2015年時
点の調査では，共和党支持者の大学に対する評価
は逆であった（ネガティブ 37％，ポジティブ 54％）。たっ
た 2年，トランプ大統領の誕生前後で急激な変
化を示している。
共和党支持者の中で大卒者と大卒未満を比べる
と，2015年調査では大卒未満の支持者の方が大
学に対する評価は高く（57％がポジティブ），大卒者

＊1―Nature 誌などでしばしば取り上げられている。Erin 
Ross, “Revamped anti-science education bills in United States 
find success,” Nature（web news）, 2017. 5. 12, Giorgia Gugliel-
mi, “Florida bills to impact schools,” Nature, Vol. 555, p. 15, 
2018 など。

＊2―Hannah Fingerhut, “Republicans skeptical of colleges’ 
impact on U.S., but most see benefits for workforce prepara-
tion,” Pew Research Center, 2017. 7. 20. 〈http://www.pewre 
search.org/fact-tank/2017/07/20/republicans-skeptical-of-col 
leges-impact-on-u-s-but-most-see-benefits-for-workforce-prepa 
ration/〉
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の方が評価が低かった（44％がポジティブ）。それが
2017年調査では，大卒未満の大学に対する評価
が急減し（37％へ 20ポイトント減），大卒者のそれ（33

％へ 11ポイント減）に近づいた。そのほか，2016年
調査によると，共和党支持者は，民主党支持者に
比べて，大学に対して個人の人間的成長よりも，
職業的スキルの取得を期待する傾向が強いこと，
2017年 9月に発表された調査では，共和党支持
者のあいだで大学教授に対する評価が低くなって
いることなども示されている。
2018年 6月から 7月にかけて実施されたピュ

ー研究センターの最新の調査結果の概要が発表さ
た＊3。それによると米国人の 61％が米国の高等
教育が間違った方向に向かっていると回答してい
る。共和党系では 73％が米国の高等教育が間違
った方向に向かっていると回答しているのに対し
て，民主党系では 52％がそう回答している（ただ
し，民主党系でも，若い世代ほど米国の高等教育が間違った方

向に向かっていると考える傾向がある）。高等教育が間違
った方向に向かっている理由については，84％
（共和党系 77％，民主党系 92％）は高い授業料が問題だ
としている。65％（共和党系 73％，民主党系 56％）は学
生が職場で必要なスキルを身につけていないから
だという。
政治と大学との関係を考える上で注目すべきこ
とは，大学が攻撃的なものの見方から学生を保護
していないのではないかという理由（54％，共和党系

75％，民主党系 31％）や教授たちが自らの政治的およ
び社会的見解を教室へ持ち込んでいるのではない
かという理由（50％，共和党系 79％，民主党系 17％）であ
る。この二つの理由は党派間の差が大きく，共和
党支持者の間で多く支持されている。とくに，教
授たちが自らの政治的および社会的見解を教室へ
持ち込んでいるという理由に関しては，高齢の共
和党支持者ほど選択した者が多い（65歳以上 96％，

50～64歳 85％，35～49歳 73％，18～34歳 58％）。
つまり，共和党支持者たちは，大学は民主党支
持者を育成しているのではないか，共和党的な信
念に反する教育をしているのではないか，共和党
支持者らに対して攻撃的であることを許容してい
るのではないかと危惧しているのである。中には，
大学の学部段階の教育の多くがリベラルアーツと
呼ばれていることから，大学はリベラルな教育に
よって若者を洗脳しているのではないかとか，リ
ベラルという名前があるだけで共和党とは相容れ
ないものだと言われることもある。もちろん，リ
ベラルアーツは教養教育のことだが，中には無用
な誤解を与えないようにリベラルという語を使う
のはやめるべきだという意見も出た。笑うに笑え
ない話だが，社会の分断は大学に対する見方にも
及んでいるのである。

2．2．言論の自由をめぐる捻れ
このように，ここ 2, 3年，米国ではとくに共

和党支持者の間で，顕著に大学に対する信頼が低
下している。その背後には，大学の中で保守系と
リベラル系の学生同士の対立が顕著になり，とく
に（トランプ支持派などの）保守派の講演を阻止しよう
とリベラル派がデモをしたり，ときに暴力的行動
に出る事件が発生しているという事実がある。リ
ベラルな学生から見れば，人種差別や多様性の否
定といったヘイトスピーチの類を阻止したいとい
うことなのだろうが，保守派からみれば，自分と
異なる言論を暴力で弾圧する行為が許されるとい
うムードは脅威であるし，そもそも言論・表現の
自由に対する妨害である。そこで，保守派の側が
言論・表現の自由を守れと叫ぶのである。もとも
と言論・表現の自由を主張していたはずのリベラ
ルが言論・表現の自由を侵犯するのはけしからん
と保守派が訴えるのである。実際には，急進的な
反トランプ派と急進右派の対立が過激な形をとっ
た結末なのかもしれないが，中間派が後退し，分
断が進む大学を象徴する現象だ。
大学内の急進的反トランプ派と急進右派の対立
による暴力行為などの極端な事件が起こる前から，

＊3―Anna Brown, “Most Americans say higher ed is heading 
in wrong direction, but partisans disagree on why,” Pew Re-
search Center, 2018. 7. 26. 〈http://www.pewresearch.org/fact 
-tank/2018/07/26/most-americans-say-higher-ed-is-heading-in 
-wrong-direction-but-partisans-disagree-on-why/〉
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大学には，多様な価値の存在と分断，その結果と
して，互いを否定するようなムードが進行してい
た。大学の大衆化の結果，学生の多様性は高まっ
ていた。黒人，女性，少数民族などを積極的に大
学へ入学させようとしたアファーマティブ・アク
ションも学生の多様化を促した。その結果，大学
の中に，価値観の異なる多数の集団が混在する状
況をもたらした。集団の中には本質的に対立関係
にあるものも現れる。大学は社会の縮図なのであ
る。しかも，狭い空間に人々が密集し，集団間の
摩擦も生じやすい。そのような条件下では，例え
ば，白人至上主義者とアファーマティブ・アクシ
ョンの恩恵を受けた人種や民族との摩擦が起きる
蓋然性は高まる。
大学においてすら，学問の自由や言論・表現の
自由が無条件に従うべき規範であるか否かについ
ては議論の余地がある。無条件で認めれば，学内
の集団間対立を刺激しかねない。逆に，かつて大
学を守るために勝ち取ってきた学問の自由や言
論・表現の自由を否定するような規範の導入は，
大学の自己否定につながる。大学はどのような舵
取りをするのか，難しい問題である。急進的反ト
ランプ派と急進右派の対立によるデモや暴力行為
は，価値観が対立する多様な集団を抱え込んだ大
学が，いつかは直面せざるを得ない対立を顕在化
させたにすぎなかったのかもしれない（そうだとすれ
ば，どこの国の大学でも似たことは起きる可能性がある）。

3．共和党と科学

3．1．共和党のメンタリティ
共和党の科学に対する戦争の背景には，以下の
ようなイデオロギー的背景がある。第一に，共和
党のような保守主義者は，科学は社会変革をもた
らすものであり，そのようなリベラルな性格を有
する科学を本質的に嫌悪する。このことは，大学
のリベラルな性格ゆえに，共和党支持者の間で大
学に対する信頼が低下していることにもつながる。
第二に，共和党は小さい政府を標榜することが多
く，政府の介入を避け，民間の自由な活動に多く

を委ねることを指向する。自由な活動と政府の規
制は対抗的関係にある。そのため，共和党は規制
政策を嫌悪する傾向がある。それだけでなく，科
学が科学助言や「根拠にもとづく政策立案」を通
じて規制政策の導入を支えていることから，科学
を敵対視するようになった。第三は，共和党の二
大支持基盤が産業界と宗教であり，産業の利害，
宗教的信念を優先するために，科学に支えられた
規制や宗教的信念に対立する科学知識に対して批
判的な傾向にある。
社会の中で科学が果たす役割や存在感が大きく
なるにつれて，共和党にとって科学は目障りな存
在になってきたのである。とくに規制政策の立案
に際しては，科学だけで規制政策を決めているわ
けではないが，科学の提供する知識やデータが重
要な役割を担っていることは確かである。政治家
から見れば，本来政治家が国民の代表として民主
的に決定すべき各種の政策の中に，専門家が支配
する飛び地ができたような形になる。このような
政治と科学との関係の中で政治家が，必ずしも正
統性があるとは言えない専門家支配を排し，民主
的手続きに回帰しようと考えることは不思議では
ない。

3．2．政治家による科学研究への介入
科学者を敵視するかのような姿勢は，しばしば
政治家による特定の研究活動への批判として現れ
る。有名な事例は，共和党のコバーン（Tom Coburn）

上院議員（当時）の活動である。彼はしばしば，米
国の国立科学財団（National Science Foundation: NSF）の
研究助成の無駄を指摘した。2011年に発表した
報告書＊4でコバーンは，NSFが無駄な研究助成や，
不正，重複，管理の失敗などにより，多額の無駄
遣いをしていることを指摘した。ご丁寧にも，無
駄な研究の例を約 25ページにわたって例示して
いる。彼が，多数の研究のタイトルだけでなく，
中身を調べて無駄な研究を抽出したことには脱帽

＊4―Tom Coburn, “National Science Foundation: Under the 
Microscope”（2011）
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する。たしかに，アメリカ人夫婦が赤ちゃんの命
名に際して流行に素早く反応しているか（助成額百
万ドル）といった，思わず笑い出してしまいそうな
研究を列挙しており，うなずいてしまいそうなも
のもある。注目すべきことは，彼がとくに政治科
学の研究への助成を無駄だと考えていることであ
る。コバーンは，NSFが政治科学研究に支出す
ることを制限したり，廃止を求める法案を何度か
提出している＊5。簡単に言えば，政治科学の研究
は現実の政治や政府の活動の役に立たないという
ことなのだが，当然ながら政治学者などからの反
論も多く，NSFの政治科学への支援は現在も存
続している。
政治家が特定の研究を批判するなどというのは
馬鹿げた話だと思われるかもしれない。しかし，
最近になって日本でも国会議員が国会の場で特定
の研究を取り上げて問題視している。自民党の某
代議士は，2018年 2月 26日の衆議院予算委員
会第 4分科会（文科省関係の予算に関して議論する分科会）
で，産経新聞が 2017年 12月に掲載した記事（「「徴
用工」に注がれる科研費」）を引きながら，特定の研究
者たちが日本学術振興会の科研費をもらって，い
わゆる徴用工問題に関する研究をしていることを
取り上げた。そして，それが日本政府の立場と違
っており，デタラメなことを日本の大学教授の肩
書きを使って世界中に発信することは問題だと主
張した＊6。もちろん，国会で科学技術に関する話
題が議論されること，新しい研究活動に予算を配
分するか否かなどに関して議論することはよくあ
ることだ。しかし，政治家が特定の研究を取り上
げて非難するというのは極めて珍しい。国会質疑
の中での発言であり，憲法第 51条で「両議院の
議員は，議院で行つた演説，討論又は表決につい
て，院外で責任を問はれない。」と免責されてい
るとは言え，憲法第 23条が「学問の自由は，こ

れを保障する。」と定めている中で，禁断の一歩
を踏み出したのかもしれない。

4．不健全な「健全な科学」

学問の自由や言論・表現の自由を盾に剏造説を
公教育の場で教えようとしたり，言論の自由の名
の下に，大学などを舞台に人種差別的言動や多様
性や寛容の否定を繰り返す保守派の戦術は，戦う
相手が重視する学問の自由や言論・表現の自由な
どの原則を逆手にとって，自らの主張を認めさせ
ようというレトリックである。巧妙なレトリック
は科学に対する戦争にも登場してきている。

4．1．健全な科学というレトリック
トランプ大統領の誕生直後には，トランプ大統
領は，科学的証拠を無視している，科学的根拠を
欠く発言をしていると言われた。科学技術情報は
多数の真実，事実のうちの一つに過ぎず，政策の
内容や客観的な事実より個人的信条や感情へのア
ピールを重視しているとも言われた。こうした理
解は必ずしも正確ではない。逆に，トランプ大統
領や共和党が，科学的根拠を従来以上に重視して
いると解釈することもできるのだ。
かつての共和党の科学に対する戦争は，直截に
進化論や気候変動を攻撃した。しかし，1990年
代から，健全な科学（sound science）というコンセプ
トを生み出し，科学に対する戦争の戦術を大きく
変えてきた。健全な科学という言葉自体は以前か
ら使われていたが，このころから共和党が科学に
対する戦争を挑む際のキーワードになっていく。
科学に対する戦争は，1990年代後半にニュー
ト・ギングリッチが下院議長を務め，共和党が下
院で多数派を占めるようになり，クリントン民主
党政権と対峙した時代から，共和党のジョージ・
W.ブッシュ大統領の時代にかけて，連邦議会を
舞台として活発に繰り広げられるようになった。
同時にその戦術にも変化が生じた。前述のように，
規制政策が科学に支えられていることから，連邦
議会における反規制の戦術として，本格的に科学

＊5―The Chronicle of Higher Education, “Congress Cuts Poli-
Sci Spending, Restores Tuition Aid for Military,” p.a25, 2013. 
3. 29.
＊6―議事録は Web（国会会議録検索システム）でも公開されて
いるので，具体的発言は容易に確認できる。
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を対象に攻撃しはじめたのもこのころからである。
共和党は，科学の影響力を排除しようと，しきり
に法案を提出するようになる。しかし，その法案
は直截に科学を排除するというものではなく，一
見したところ科学的アプローチを強化するという
趣旨の法案になっている。そこで使われるレトリ
ックが健全な科学である。
規制は社会経済的活動の自由を制限する政策で
あり，そのような自由を制限する規制を導入する
場合は，科学が一般的に提供する科学的根拠を上
回る確実性の高い科学的根拠が必要である，とい
うレトリックである。共和党関係者はそのような
高いレベルの証明力のある根拠を提供する科学を
健全な科学と呼んで，行政に対して健全な科学に
もとづく規制政策の立案を要求した。これは一見
したところ，もっともらしいが，「科学が一般的
に提供する科学的根拠を上回る確実性の高い科学
的根拠」と言っている時点で，もはや科学ではな
く，科学より「健全性の高い」超科学（？）の存在
を想定しており，科学とは無関係の論理である。
しかし，科学界がこの論理を正面から否定するこ
とは難しい。否定すれば，一般国民は科学が社会
的責任を果たしていないとみなす可能性が高いか
らである。これが健全な科学のレトリックの巧妙
な所以である。
2001年の「Data Quality Act」法案は初期の典
型的な例である（実際には，「Consolidated Appropriations 

Act, 2001」の 515条を指す）。同条は，Office of Man-
agement and Budget（OMB: 行政管理予算局）に対して，
連邦政府機関が提供する情報（統計情報を含む）の品
質，客観性，有用性および完全性を確保および最
大化するよう，方針および手順について指針を提
示するよう求めるものである。実質的には，規制
政策に確実性の高い科学的根拠を要求することに
なり，いわば規制政策のハードルを上げる狙いが
ある。Data Quality Actという通称が暗示するよ
うに，科学とは別物である健全な科学をあたかも
科学の質（科学的確実性が高いこと）の問題と混同させ
ることで，表面的には科学的根拠を重視するよう
に装い始めたのである。

4．2．反科学は科学の装いでやってくる
その後，反科学の立場から，政府に対する科学
助言には，規制の妥当性を否定するようなデータ
が「秘密のデータ」として多数隠蔽されていると
か，専門的判断が関係者以外は内容を評価できな
い「隠された科学（hidden science）」にもとづいてお
り，健全な科学とは言えないといった問題が提起
されるようになる。そこで，共和党議員は，連邦
政府における科学助言のあり方を変えようと繰り
返し法案を提出した。2013年以降だけでも 5種
の法案が，ときには名称を変えながら，繰り返し
提出され，審議されてきた。科学的厳密さや大量
の根拠データを要求したり，政策決定への幅広い
ステークホルダーの参画を条件とするなど，表面
的には科学助言の改善や，科学的根拠の強化を目
指すものである。しかし，あまりにも現実離れし
た厳しい条件を課すことで，科学助言や根拠にも
とづく政策立案を実現不能に陥れ，最終的には規
制を撤廃することを意図しているとみられている。
そ の 典 型 が「Secret Science Reform Act of 

2015」と そ の 後 継 の 2017年 の「Honest and 
Open New EPA Science Treatment Act （HONEST 

Act）」である（いずれも連邦議会下院では可決されているが，
上院は通過していない）。これらの法案は，すべての
科学技術情報が当該規制政策を支持するものでな
い限り，EPA（Environmental Protection Agency：環境保護

庁）は当該規制政策を導入できないとする。さら
に誰でも研究結果の再現性を確認するための分析
ができるよう，すべてのデータやモデルなどを公
開することを EPAに命じている。法案提案者た
ちは，規制の妥当性を否定するデータが多数隠蔽
されているのではないか，専門的判断が隠された
科学にもとづいているのではないかと疑ったこと
から，秘密のデータを含めてすべてをオープンに
することを要求するのである。一見したところ，
規制の根拠に高い再現性を求める法律であり，こ
の法案は科学的根拠を重視する法案のように見え
るが，法案が成立した場合には，根拠データに要
求される現実離れした高い確実性が，規制政策の
導入をほぼ全面的に阻むことになる。
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なぜならば，規制の根拠となるデータは，必ず
しも公開データだけではなく，健康被害を受けた
患者のプライバシーに関わるデータや企業の非公
開データなどのいわば「秘密のデータ」も根拠の
一部として，規制政策が立案されている。それに
もかかわらず「すべての科学技術情報が規制を支
持」していることを示せと要求することは，実現
不可能な条件を突きつけているにほかならない。
規制の根拠となるデータやモデルを誰でも検証可
能な形で公開することを要求することも同じこと
だ。
さらに，公開されたデータやモデルにより，再
現性の検証ができることが条件とされている。再
現性という概念は厄介である。科学は再現性の検
証を通じて，誤りがあれば自ら修復し，信頼に足
る知識の体系として発展してきたという科学観は，
一般にも広く浸透している。法案の要求は，この
ような科学観を背景としている。しかし，実験室
の中での統制された物理実験を追試する場合とは
異なり，環境規制が対象とするような自然界の中
で複雑な要因が絡む現象や不安定で個別的な生命
現象，場合によっては長期間の観察や測定によっ
て得られるデータなどに関して，完全な再現性を
要求すること自体が無茶である。現実の科学はそ
れほど単純ではないのである。ましてや，政策立
案や現実社会の問題に科学の知識や科学的思考法
を適用する際には，データや再現性の問題はいっ
そう複雑になる。再現性のある確実なデータを規
制政策の根拠とすることを絶対的条件とされると，
実質的に規制政策は成り立たなくなる。つまり，
Secret Science Reform Actは科学的根拠にもとづ
く政策立案を促進するものではなく，「再現性の
ないデータにもとづく規制や政策立案を禁ずる法
律」なのである。
ここで展開されている論理は，研究成果が正し
ければ再現性があり，事後的に検証しうるという
古典的な科学観と，科学知識の体系は規制などの
政策立案の根拠をタイムリーかつ再現性の高いデ
ータによって示すことができるという「根拠にも
とづく政策立案」観である。反科学主義の政治家

たちは，素朴な科学観，「根拠にもとづく政策立
案」観を前面に出すことで，政策立案を強化する
というもっともらしい論理で，規制政策を骨抜き
にしようとしているとも言える。トランプ政権は
すでに，さまざまな法的手続きを駆使して，大量
の規制の廃止や緩和を進めている。しかし，それ
は科学的根拠を無視しているのではなく，むしろ
「科学と科学的思考法に敬意を払い，科学的根拠
を重視しているにもかかわらず，科学の側が質の
高い根拠を適切に提示できないでいるからだ」と
言うに違いない。

5．古典的科学観の落とし穴

5．1．古典的科学観と現実の科学のギャップ
共和党が持ち出した健全な科学という超科学は，
古典的科学観を逆手に取った反科学である。ここ
で古典的科学観というのは，一般の人々が抱いて
いる科学に対する直感的なイメージに近い。「科
学は再現性の検証を通じて，信頼に足る知識の体
系として発展してきた」とか「科学は再現性があ
るので唯一の解を提供する」などといったイメー
ジである。歴史的には，科学がそうしたことを目
指してきたことも事実であり，これらのイメージ
を正面からは否定しにくい。しかし，この再現性，
知識の信頼性や唯一の解に対する信奉が落とし穴
なのである。現実の科学で高い再現性がある分野
は限られている。学校教育の中で行われる物理実
験などでは再現性は高いだろうし，大学入試の問
題では唯一の解が存在するだろう。しかし，今日
の科学においては，厳密な意味での再現性が確認
できない場合が少なくないのである。自然的，社
会的にオープンな条件の下で，場合によっては長
期の歴史的経過の中で観察される，気候変動を始
めとする環境問題，生物的現象，さらには社会現
象は，厳密な意味での再現実験がそもそもできな
い場合も少なくない。結果として，多様な実験条
件の下で多様なデータが得られることになり，再
現性がないように見える場合も少なくない。
科学者たちは，一見したところ再現性のない結
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果に直面しても慌てることはない。例えば理論的
モデル，部分的なモデル実験，シミュレーション，
統計的手法などを用いて，観測データを評価，解
釈して，一定の範囲の（推定）データを提示できる。
モデルである以上，前提を変えれば結果として得
られる（推定）データは変わりうる。それでも，科
学者たちは，研究の経過や実験経験などから，（推
定）データに関して，ある程度の幅の中で合意で
きる。再現性とは，多くの場合はこのようなもの
なのである。
問題は，一般の人々や政治家がこのような一見
したところ厳密性を欠く再現結果を再現性として
受け止めるか，である。おそらく，一般の人たち
の多くは再現性という言葉に対して，より高い再
現性をイメージし，科学的データの信頼性にもよ
り高い信頼性をイメージするだろう。科学者の再
現性に対するイメージと一般人の再現性に対する
イメージの間には大きいギャップが存在するので
ある。そこを突いたのが，反科学主義者であり，
健全な科学のコンセプトなのである。科学者たち
は，とくに現実の自然や社会を対象にする場合に
は，完全な再現性が得られないことを理解してい
る。しかし，多くの人たちが厳密な再現性や唯一
の解を期待していることを踏まえて，反科学主義
者は健全な科学の名の下に現実の科学が提供でき
る限界を超える高い再現性を要求するのである。

5．2．新たな困難
それだけではない。今日の科学は，新たな再現
性問題に直面している。2000年前後から特に生
物医学系分野を中心に，意図的な研究不正（捏造や
改ざん）をしているわけではないにもかかわらず，
実験データなどの再現性が確認できない論文が大
量に存在していることが明らかになっている。そ
のため，研究活動が間違った方向に進んだり，研
究費の無駄遣いが巨額になったりという問題も生
じている。残念ながら，この問題は現在進行形で
あり，決定的な解決策や対策は存在しない。この
再現性問題は，例えば規制政策において，根拠と
なるべき科学的データに再現性のないデータが多

数用いられているのではないかと疑いを抱かせる
に十分である。そこから，規制政策などでは，デ
ータを恣意的に選んで都合のよい結果を導いてい
るのではないか等々の疑いがかけられることにな
る。そこで，すべてのデータの公開を求め，再現
性を検証できないデータを科学的根拠として認め
ないという主張が登場するのである。これが，現
代の反科学主義の到達点であり，科学が容易には
反論できない弱点でもある。
反科学主義を侮ってはいけない。彼らは単純に
科学を攻撃しているわけではなく，実に巧妙なレ
トリックを駆使して，科学に対する戦争に臨んで
いるのである。最近は根拠にもとづく政策立案に
関心が集まっているが，古典的科学観や科学的デ
ータの再現性問題は，これにも本質的な疑問を投
げかける。そもそも科学的根拠とは何か，科学的
根拠にもとづく政策とは何なのか，それに何を期
待するのか，どこを目指すべきか。立場により異
なる多様な見解が混在している。

参考文献
Chris Mooney, The Republican War on Science, Basic Books, 

2005

Shawn L. Otto, The War on Science: Who’s Waging It, Why It 

Matters, What We Can Do About It, Milkweed Editions, 2016

小林信一「ポスト真実（Post-Truth）時代の科学と政治：科学の危
機，証拠に基づく政策立案，日本の動向」『研究技術計画』33

（1）, pp. 39-59（2018）

小林信一　こばやし　しんいち

1956年生まれ。1986年筑波大学社会工学研究科博士課程満期
退学。同年東京工業大学工学部助手。文教大学国際学部講師，
電気通信大学情報システム学研究科助教授，文科省科学技術政
策研究所総括主任研究官（併任），筑波大学大学研究センター助
教授，同ビジネス科学研究科教授などを経て，国立国会図書館
調査及び立法考査局専門調査員。2017年 3月定年退職。2018

年 7月から広島大学高等教育研究開発センター特任教授。専
門は科学技術政策，高等教育政策，科学技術論など。


