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１.T.Porter,Trust in Numbers,1995 

 

 『数値と客観性』という本のレビューをした上で，どのような反響があったかということを話し

てくださいと小林先生に言われています。 

一昔前と小林先生が書かれていますが，まだ10年経ってなく，翻訳を出したのは2013年，原書は

95年に出ています。アメリカの科学史家の方で，『TRUST IN NUMBERS』というのが元になります。４

Ｓ（国際科学技術社会論学会）のFleck賞というのを取っています。 

日本語訳が出たのが2013年で，意外と難しい本ですが，もう３刷になっており，みすず書房さん

は５か月ぐらいかけて翻訳出版を決断をされたのですが，長く読まれるロングセラーになりつつあ

ります。 

 この本をなぜ紹介するかというと，小林先生が，去年でしたか，初回の立ち上げのときに，「測

り過ぎ」の話をされましたが，ああいう「測り過ぎ」であるとか，あるいはエビデンス・ベースト

・ポリシーで数字を大事にし過ぎであるということに対する相対化の視点を与えてくれる本である

ためでございます。 

 

 

 

 章立てですが，第Ⅰ部と第Ⅱ部と第Ⅲ部とに分かれておりまして，第Ⅰ部はかなりエッセイに近
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いものです。なぜ数値というものを人は大事がるのかという話です。 

第Ⅱ部がこの科学史家の面目躍如というところですけれども，イギリスとフランスと米国を比べ

ることにより，そもそも数というのがどのようにして信頼の技術として使われていったかを史実に

基づいて詳細に描写するというところになります。 

第Ⅲ部も面白く，第Ⅱ部をベースとして，そもそも数というものを科学者共同体はどのように使

っているかという話になっています。 

 

２．「数値=客観的」の起源 

 

大変雑駁に言うと，この本は２つの主張から成っています。１つめは、数というのはそもそもロ

ーカルノレッジというのが通用しなくなるとき，そしてグローバルな社会になって，標準化という

のが求められたときに，新しい信頼の技術として数が登場したのだという点です。 

グローバル化が進み，遠く離れた地域の人々と物とか知識の交易を進めようとするときに，「個

人に由来した知識や地域に依存した知識は扱いにくくなる」，そういうときに「標準化」に役立つ

のが数値であるという言い方をしています。 

 

 

 

 例の中には，例えば単位をリットルとかメートルとか，あるいは小麦をどうやって量るかなど，

そういう話も出てきまして，要するに交易をするためには，小麦を最初はクラという単位を使って

いましたが，１クラ幾らということをやるためには，そのクラというのを定義しないといけません。

それをやるためには，その地域の長老が決めた個人に由来する知識では駄目で，どんな地域でも通

用するものを作らないといけません。 

そういう意味で，数字というのは没個人化，インパーソナルという言葉を使っていますけれども，
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『「没個人化」「非人格化」の道具』であるという言い方をしています。これが大きく分けて１つ目

の主張です。 

 ２つ目は，定量化というのは一般的に，政治的圧力とは無関係に存在すると考えられていますが，

史実を調べると実はそうではなく，定量化というのは，力を持つ部外者が専門性に対して疑いの目

を向けたとき，その適応として生じているということが分かるという点です。 

政治的圧力さえなければ客観性が保てるのではなく，「政治的な圧力があるからこそ客観性がつ

くられる」というものです。 

 この２点を主張していきますが，その根拠となる史実というのを紹介しましょう。 

 

３．信頼をめぐる闘争 

 

 

 

まず，「信頼をめぐる闘争」として，19世紀の英国会計士と20世紀の米国の保険数理士というの

を比較していきます。 

英国では専門家のほうが定量化より信頼されていました。しかし，米国では，建国が浅いので，

専門家に対する信頼がありません。そのときに何が信頼されたかというと，定量化された数であっ

たということを比較していきます。 

 もう少し詳しく見ますと，19世紀半ばに，英国の議会では，当時流行っていた生命保険というも

のの計算する計算式というのが，どうも会社によってまちまちで，会社によってはボロ儲けしてい

るところがあるので，それを標準化しようとして生命保険会社に計算式を出しなさいと命令を下し

ました。そうすると，その議会の特別委員会に出てきた保険数理士たちは何と言ったかというと，

「正確さというのは保険数理法から得られるわけじゃない」と，健全な会社というのは，判断とか

専門的裁量というのが大事だと。そして，「保険数理士というのは人格者であり，その判断力を持
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った紳士だと。私たちは紳士だから，我々を信頼しなさい」と主張し，保険数理法をオープンにし

なかったのです。その主張が通ってしまいました。 

つまり当時の英国社会においては，ジェントルマンであることのほうが数字より大事だったとい

うことが分かるわけです。 

 

 

 

 それに対し，「1930年代の米国の会計の客観性」について，似た論争が起こったとき，英国とは

逆の方向に動きました。 

政府の規制に対抗するために標準化という名の客観性を会計士のほうが利用したのです。政治的圧

力に対抗するために客観性を利用したということになります。規則に従うことによって合意に至る

ことが「政府の官僚やほかの干渉好きな外部者たちに対する最も強力な防衛になる」ということが

分かったということです。 

そういう細かい史実から彼は何を言ったかというと，要するに，19世紀英国においては，定量化へ

の信頼よりもジェントルマンであることのほうが大事であった。しかし，米国では，ジェントルマ

ンであることや専門家の判断というものに対しては信頼がなく，それよりも，誰がいつやっても同

じ数値になるという式を示したほうがいいということで，簿記の手続の規格化へと進んでいったと

いうことです。 

 もう一つ，客観性の文化研究として，英国と，それからフランスと米国を比較するという研究に

入っていきます。 
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４．客観性の文化研究 

 

 

 

英国の政治秩序はもともと大変階層的で，貴族とそうでない人たちに分かれていました。客観性や

正確さといったものよりも信頼や敬意，ジェントルマンであること，あるいは上流階級のジェント

ルマンであるということで信頼されている。「単なる技術専門家」，つまり数値を操る専門家である

ことはエリートとは別でした。 

英国の文化状況は，紳士であることに敬意と信頼が払われて，「単なる技術専門家」とか，「ただ

の計算」（ただの計算という言い方がアメリカと違い過ぎるので面白いところですが），そういうも

のよりも紳士の判断のほうが重要でした。「紳士の判断」のほうが「標準化された計算とか没個人

的規則」より大事であったのです。 

 フランスも英国と似たような状況であり，フランスでどういう人が信頼されたかというと，主に

その経歴，教育，そして国家との関係によっていました。計算や客観性の権威は二の次でした。エ

コール・ポリテクニークの出身者であることに敬意と信頼が払われ，「ただの計算」（ここにもただ

の計算という言葉が出てきますが）よりもエリートの判断及び自由裁量のほうが重要でした。つま

り，「エリートであることのほうが標準化された計算とか没個人的な規則よりも大事」でした。 

なぜそういうことが起こったかというと，フランスの技術者は，パブリックとか政治家といった

外部からの脅威が非常に少なく，専門家判断への疑いが大変小さかったので，エリートであること

が信頼され，「没個人的な規則を探し求めて定量化を主張する必要があまり大きくなかった」から

です。 
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これと反対なのが米国で，米国は，まだ建国が浅く，エリートであるとか，それから紳士である

ということに対して敬意が払われない文化でした。判断の基準は常にパブリックの目にさらされ，

オープンにされる必要がありました。 

このため，知識は常にオープンにされなくてはいけないと言われていました。判断や自由裁量は，

通常エリートの特権でありますが，そういうエリートの特権は信用されませんでした。つまり，ア

メリカにおいては「量的な計算のほうがエリートによる判断や自由裁量よりも大事」でした。 

それにより，20世紀前半のアメリカの会計文化においては，量的な計算手続のほうが信頼され，

ジェントルマンのジャッジメントのようなものは信頼されなかったということになります。 
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 この３国比較を表にしますと， 19世紀英国会計士，フランスの橋や道路，鉄道などを造ってい

る技術者を観察すると，英国では「紳士の判断」のほうが大事でした。また、フランスではエコー

ル・ポリテクニーク出身の「エリートである」ことが大事でした。 

それに対し，米国ではそのような専門家への信頼やエリートの判断というものは信頼されず，

「定量的なもの」，そして「量的なもの」が信頼され，判断の基準が常に公衆の目にさらされ，オ

ープンにされる必要があったので，オープンにされる時にちゃんとした説明できるような数字とい

うのが大事だったということになります。 

 その総括としてポーターが何を言ったかというと，以下のようになります。1930年代まで米国の

科学は，洗練された数学においてアメリカはそんなに強くありませんでした。しかし，「生徒を類

別するためのＩＱテスト」や，「公衆の意向を定量化するための世論調査」，「薬を認可するための

洗練された統計手法」など，「公共事業を評価するためのコストベネフィット分析やリスク分析」，

これらは全て没個人的客観性の名の下で開発されました。つまり，ある個人の技能とかジャッジメ

ントによらず，誰がいつやっても同じような計算式で数字が出せる，こういうものは全てアメリカ

のサイエンス及びアメリカの文化特有の産物だといいます。 

こういうものがどうしてアメリカから出てきのたかというと，エリートというものが信頼されず，

政治的な圧力がある状況の中で人々の信頼を得るためには定量化が必要だったからです。 

政治的圧力，つまり専門家に対して政府や公衆から，なぜこの式が正しいのか，どうしてこの式

がいいのかといった社会からの圧力があったからこそ，それを説得するためのこういった統計手法

や分析手法が開発されました。そういう意味で，政治的圧力があるからこそ客観性が作られるとポ

ーターは主張したわけです。 
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５．客観性の文化研究→「科学的」とは何か 

 

 

 

ここまでを踏まえた上で，彼は第Ⅲ部で，客観性の文化研究から「科学的とは何か」という話を展

開していきます。 

これはこれで非常に面白い話です。トラウィークという研究者がおり，素粒子物理学の高エネル

ギー物理学研究所を人類学的に観察しました。そうすると，高エネルギー物理学者たちにとって、

個人的な接触を基礎とした固いネットワークが大事だということが分かってきました。彼らはみん

な知り合いで，互いに面識があることは，共有された価値や仮定の基礎となる。 
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 この研究を通してトラウィークが何を述べたかというと，「高エネルギー物理学というのは驚く

ほど高い非公式度」をもつ，つまり公衆の目にさらされていないと言うのです。 

「現代の高技術による高エネルギー物理学がほとんどヴィクトリア時代の紳士による地理学と変

わらない閉鎖性」をもつということで，驚きを持って書いているわけです。 

 

 

また、ピンチという研究者が，今度はニュートリノの検出実験を観察しました。その結果，「誰

もこの実験が二度も行われることを期待しない。したがって実験結果を解釈する上で，物理学者は

実験者の技能と信頼性を評価しなくてはならない。」と主張しました。 

つまり，高エネルギー物理学で信頼されているのは「個人の技能」や，あるいは「スーパーカミ

オカンデという装置」であり，こういうものを信頼してやっているのがこの分野の実験です。 

ですので，ある意味で非常に「私的」で「局所的」な知識を使って高エネルギー物理学というの

が進んでいます。これは没個人化，インパーソナリティーとは逆行するものです。 

 一方で，そもそも「科学的」というのは，できるだけ個人の技能に依存せず，特定の装置に依存

せず，誰がやっても同じ結果に至る手続の標準化を推し進め、没個人化をめざします。 

それにもかかわらず，高エネルギー物理学があのように閉鎖的で，かつインパーソナルなことを

やっているということを考え合わせると，同じ「科学的」という言葉が，一方で個人の技能に過度

に依存する「私的」なものを形容し，もう一方で没個人性を目指す「公的」な数や手続に使われて

いるということが分かります。 

 これはなぜかということを説明するために，ポーターは「強い共同体と弱い共同体」という概念

を使います。 
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６．強い共同体と弱い共同体 

 

 

 

物理学というのは強い共同体です。研究活動の原動力は自己完結しており，そこでの知識は共同体

内の相互作用に資すればいいのです。物理学のような強い共同体内では、我々が通常，科学的精神

として関連づけている客観性への強い主張や，書かれた文書を必要とする主張，厳密な定量化の強

い主張が物理学の集団では驚くほど欠けています。 

なぜかというと，物理学は強い共同体で，強い共同体では個人の技能に依存していても，外部か

らの圧力が低いので，誰がやっても同じという没個人性のパブリックからの問いかけに答える必要

がないからです。 
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それに対し、弱い共同体、たとえば「保険数理士」，「公共技術者」，「費用便益分析者」，「応用社

会科学者」，「知能テスト開発の実験心理学者」，「臨床治験の研究者」など，こういう人たちの共同

体は弱い共同体であり，常に外部者から専門的判断に対する疑いの目にさらされており，不安定な

境界を持ちます。 

だからこそ，物理学者とは違い，『個人の恣意性に依拠しない，「没個人性」を持ち，距離を越え

る技術としての客観性，〜数や定量化のための厳密な手続〜が必要』であるわけです。 

 これが第Ⅲ部の結論ということになります。 

今後，私たちがこの科研で議論すべきことに，このようなポーターの主張を応用するとどういう

事が分かるでしょうか。ポーターの主張は、幾つか現代社会で進行中のことに応用可能です。 

例えば公共的な責任の追及がなされると，研究者や共同体の周りの環境に外からの監視の目が入

り込むようになります。そうすると，つまり，外圧に応えるために厳密な手続が要求されるように

なると解釈することができます。 

 

 

 

 「近年の研究評価の数量化と手続の厳密化の動き」は，研究者共同体は勝手に研究していればい

いという牧歌的な状況ではなく，そもそも税金をそこに投入することの意義はどういうことになる

のかという社会の圧力が高まってきたからこそ，このような動きがでてきたと考えることができま

す。 

「政策研究におけるＥＢＰ（エビデンス・ベースト・ポリシー）」については、そもそも政策は

本当に正しいのか，という世間からの厳しい目が強くなればなるほどＥＢＰが求められるようにな

ります。 

あるいは，「研究データの不正とか捏造問題が発覚する」と，実験ノートを取っておく，手続を

明確にするようにという指示をされます。 
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「履歴詐称問題や博士論文に引用された論文の不正手続が発覚する」と，審査の手続の厳格化が進

みます。 

あるいは，「2009年秋，事業仕分けで物理学の最先端研究を支えるスーパーコンピューターの予算

削減が提案」されると，物理学者が外圧や社会への説明責任を求められるようになりました。 

これは物理学者でさえ、牧歌的な時代の物理学者ではなくなりつつあるということの事例と考え

ることができ，要するに，外圧がないときは別に没個人化を求める必要はないのですが，外圧が出

てくると没個人的な数値や客観性が必要になります。 

「外圧からの防衛機構」として数というものが求められるということです。 

 

７．新聞・雑誌等の引用の仕方 

 

 

 

この翻訳は2013年に出ていますが，最近になってから幾つかのところで引用されています。 

去年（2019年）5月の朝日新聞朝刊で，政府が作っていた統計データというのがあまり信用なら

ないということが問題になった直後に，ご紹介されました。 

この記事では、まず，統計学のルーツが紹介され，源流としてどういうものがあるかということ

を紹介した後（この評者は重田さんといって，フーコーの研究をしていた人なので），バイオポリ

ティクスといって，人間の生きざまに対する権力を追及した幾つかの文献を紹介しています。 

統計学というのは，実は，人間に対して統計学を応用することにより，平均的な人間と平均値か

ら離れた人間というのを区別するようになり，それが正常と異常の区別に重なり，それがそのバイ

オポリティクスに関係したという話を紹介しています。その後にポーターの話になり，ポーターの

『数値と客観性』が指摘するとおり，統計は，体感される現実を数値に置き換え客観化していくと

述べています。 

人々は数値が実感に合わないと違和感を抱く一方で，数値という根拠にすがって生きていくと
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いう表現で紹介されています。これは「没個人化の解説」というふうに考えることができます。 

 

 

また、2019年４月に日本経済新聞朝刊でも本書が引用されておりますが，これはまたかなり違う

テーマで，慶應大学の坂井先生という人が紹介しています。 

この記事の論旨は以下のとおりです。キャッシュレス化が今進んでいます。そうしますと，決済

アプリの提供者はユーザーの購買行動を記録し始めます。このようなビッグデータを使い，決済ア

プリの能力があるかどうかを判断する，そのときに各人にスコアをつけます。そのスコアを人は人

間の価値のように扱い始めます。ポーターの名著『数値と客観性』は，人間が，いかに数値が，数

値だというだけでありがたがってきたかを教えます。 

信用のスコア自体は新しいものであっても，そうした数値に振り回されるのは昔から人間社会で

観察されてきたことなのだという形で引用しています。 
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３つ目は，その１年前，一橋大学の齊藤先生という方が雑誌に引用していますが，解説を書いてい

ます。数値的指標の恣意性を指摘となっています。この人の論旨ですが，政策現場における客観的

数値というと，信頼できる専門家が科学的根拠に基づいて作成した厳密な数値と受け取られがちで

すが，逆に専門家が社会から信用を失い，科学的な厳密さを装うために，あえて客観的数値が用い

られるのだ、とう点をポーターから引いています。 

つまり，外からの圧力に応えるために客観性というのが作られるというところを引いてきている

わけです。 

その後，金融の世界における数値の話を紹介し，ポーターの本の白眉は，客観性を装った数値的

指標が政策や規制に強引に導入された結果，科学者共同体が弱体化し，政策の恣意的な数量がかえ

って広がってきたことを明らかにした点だと主張します。 

この文章は，実はポーターが言っていることとは微妙に異なります。つまり，ポーターは因果関

係と言わず，あくまで相関を言っているだけなので，「導入された結果」，弱体化したわけではなく，

弱体化と，それから外からの圧力というものは同時に存在して，そのことが数値を使うようになる

というほうがポーターの言っていることと近いのです。 

ですので，正しくは，「弱い共同体と数値の客観性への依拠はパラレル」に進行すると言ったほ

うがよろしいかと思います。 

でも，このような相関を因果で言い換えたところは少々誤読だと思いますが，このような引用の

され方をしています。 

 

 

 

最後になりますが，４Ｓは今年（2020年）８月にプラハで開催される予定でしたが、オンライン

開催になりました。 

そこで，プレジデンタル・プレナリの中で，ＳＴＳとＣＯＶＩＤ―19のコロナのテーマのものが
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あり、３人の演者がお話になりましたが，２番目の方がポーターの本を引用していました。 

要するに，「ＣＯＶＩＤ―19に関しての対策を考えるために数理モデルが作られていますが，そ

のコンピューターモデルにはアルゴリズムや数が関係し，そこには将来の予測とか期待が入り込み

ます。テッド・ポーターが『数値への信頼』の本で述べたように」，という引用の仕方をしていま

した。 

これは，このポーターの本の中で，アメリカのダム建設でリスク・ベネフィットを計算し，それ

を州議会でかんかんがくがくの議論をしますが，そこでその数値というものにどういう政治性が入

り込んだかを詳細に本のなかで紹介したことと関係しています。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

                                     ――了―― 

 


